
  

 日 時：平成３１年２月２３日（土）午前９時１０分～午前１０時 

   場 所：名鉄百貨店本店本館１０階名鉄ホールロビー 

 受賞者：各部門（ポスター，書道，標語）における最優秀賞受賞者 

            ※関係者以外の入場はできませんので，御了承願います。 

 本コンクールは，次代を担う小・中学生の皆さんに「すべての人間は生まれながらにして
自由であり，平等である」とする人権尊重の理念を理解し，豊かな人権感覚を身に付けて
もらうことを目的として実施しているものです。 
 本年度は，県内の小・中学校１０２３校から，ポスター・書道・標語合わせて全２６０，８２０
点もの応募がありました。その中から選ばれた入賞作品５００点を展示します。 
 ぜひ，御来場下さい。  

  

 日 時：平成３１年２月２３日（土）・２４日（日）午前１０時～午後７時 

     平成３１年２月２５日（月）午前１０時～午後５時 

 場 所：名鉄百貨店本店本館１０階美術サロン 

 作 品：入賞作品全５００点 
 
※ 最優秀賞を除く入賞者の賞状及び副賞は，後日，学校を通じて贈呈させていただきます。 

＜問合せ先＞ 名古屋法務局人権擁護部第一課  
          電話 ０５２－９５２－８１１１（代表） 担当 坂下 

【表 彰 式】 

【展 示 会】 

↓表彰式会場 

← 
展示 
会場 

《名鉄百貨店本店本館１０階》 《参考：昨年度の展示の様子》 



　主　催　 名古屋法務局・愛知県人権擁護委員連合会
株式会社中日新聞社・愛知人権啓発活動ネットワーク協議会

後　援　 愛知県教育委員会
愛知県内各市町村教育委員会

協　賛　 株式会社名鉄百貨店・株式会社名古屋グランパスエイト

人KENまもる君 人KENあゆみちゃん 

人権イメージキャラクター 



最優秀賞

大府市立大東小学校一年 成田伊吹

名古屋市立鳴子小学校二年 渋谷凛

あま市立甚目寺東小学校三年 金子依裕

豊田市立堤小学校四年 山田結彩

小牧市立米野小学校五年 酒井たまみ

一宮市立木曽川西小学校六年 今枝美優

知立市立知立中学校一年 山口詩乃

一宮市立木曽川中学校二年 泉侑花

東浦町立東浦中学校三年 酒井りりか

優 秀 賞

名古屋市立光城小学校一年 加納菜月 安城市立安城南部小学校六年 中川涼花

半田市立雁宿小学校一年 池谷将彦 豊川市立小坂井東小学校六年 中村陽愛

みよし市立三好丘小学校二年 佐々木蒼羽 豊橋市立南部中学校一年 進彩愛

豊田市立駒場小学校二年 手嶌美緒 豊橋市立南部中学校一年 高橋美穂

清須市立清洲小学校三年 木下由菜 一宮市立木曽川中学校二年 北山莉恋

一宮市立三条小学校三年 福嶋そら 岩倉市立岩倉中学校二年 梅津潮音

犬山市立犬山南小学校四年 梅田遙 岡崎市立岩津中学校三年 鳥居由唯乃

稲沢市立稲沢北小学校四年 大﨑璃桜 西尾市立東部中学校三年 杉﨑香風

あま市立甚目寺小学校五年 米持綾香

知立市立知立小学校五年 指村菜月

入  選

あま市立七宝小学校一年 永田翔暉 知立市立知立南小学校一年 髙木理行

武豊町立衣浦小学校一年 鈴木木都 豊田市立駒場小学校一年 橋本葵

知立市立知立南小学校一年 渡辺昂弥

名古屋市立白金小学校二年 武田莉音 常滑市立西浦南小学校二年 高松虎太郎

江南市立布袋小学校二年 山森友惺 美浜町立布土小学校二年 茶谷なずな

稲沢市立牧川小学校二年 海田紗依

あま市立甚目寺西小学校三年 亀地徹昭 武豊町立武豊小学校三年 茶屋心音

半田市立板山小学校三年 榊原董子 阿久比町立東部小学校三年 上田夏綺

長久手市立市が洞小学校四年 安田有梨花 一宮市立奥小学校四年 丸田百音

一宮市立朝日東小学校四年 大野結愛 半田市立雁宿小学校四年 長田創

一宮市立朝日東小学校四年 野村瑠花

名古屋市立西山小学校五年 大原あずさ 安城市立二本木小学校五年 野々山結

一宮市立奥小学校五年 森湖都 知立市立知立小学校五年 藤井陽菜子

刈谷市立かりがね小学校五年 平塚あおい

名古屋市立千成小学校六年 渡邊ひかり 武豊町立富貴小学校六年 山下日依莉

長久手市立長久手小学校六年 名倉葵 西尾市立矢田小学校六年 斉藤瑛明

一宮市立今伊勢小学校六年 野田陽祈

名古屋市立鎌倉台中学校一年 嶋萌々香 西尾市立鶴城中学校一年 三川結葉

武豊町立武豊中学校一年 大西梨央 豊橋市立南陽中学校一年 北尾朱李

岡崎市立甲山中学校一年 平井まひろ

名古屋市立大曽根中学校二年 森明日華 東海市立富木島中学校二年 竹村静華

蟹江町立蟹江中学校二年 奥田菜月 田原市立東部中学校二年 八木菜月

江南市立西部中学校二年 古田咲麗

あま市立七宝北中学校三年 𠮷田修人 一宮市立木曽川中学校三年 松岡里奈

一宮市立木曽川中学校三年 岡村唯花 刈谷市立依佐美中学校三年 柴川千波

一宮市立木曽川中学校三年 小濵琉那

第４６回人権を理解する作品コンクール」【ポスターの部】

ポスターの部



佳  作

名古屋市立熊の前小学校一年 松村明日可 安城市立桜林小学校一年 小西真矢

あま市立甚目寺小学校一年 中村紗奈 知立市立知立南小学校一年 小林絢太

安城市立祥南小学校一年 金沢真苑

名古屋市立日比津小学校二年 田中杏恋 犬山市立犬山西小学校二年 太田いつき

名古屋市立大森北小学校二年 中園音人 安城市立二本木小学校二年 末竹結衣

あま市立七宝小学校二年 平野晴也 高浜市立翼小学校二年 梶山さくら子

一宮市立萩原小学校二年 松岡歩実

名古屋市立鳴子小学校三年 中農皐太 知立市立八ツ田小学校三年 佐野愛子

あま市立甚目寺小学校三年 林明香里 西尾市立室場小学校三年 阿部仁海

あま市立伊福小学校三年 武藤涼音 豊川市立金屋小学校三年 清水大貴

長久手市立南小学校四年 両角慶太 西尾市立室場小学校四年 岩﨑日向子

半田市立宮池小学校四年 西田奈生 西尾市立室場小学校四年 野村明花音

半田市立さくら小学校四年 花園航世 西尾市立米津小学校四年 板倉紗優華

大府市立共和西小学校四年 鈴木琳子 西尾市立米津小学校四年 宮下芽衣

幸田町立豊坂小学校四年 山本蒼結 西尾市立米津小学校四年 米津絢芽

名古屋市立豊が丘小学校五年　　　　　　菅杏佳　 一宮市立黒田小学校五年 山田悠月

名古屋市立平針北小学五年 金原玄珠 犬山市立城東小学校五年 大曲佐季

清須市立新川小学校五年 副島彩世 半田市立成岩小学校五年 滝塚ななみ

清須市立新川小学校五年 上田三鈴 半田市立成岩小学校五年 榊原愛

あま市立甚目寺南小学校五年 水谷知駿 常滑市立西浦南小学校五年 高松さくら

一宮市立今伊勢小学校五年 野田琴葉 美浜町立布土小学校五年 岸本悠翔

一宮市立今伊勢小学校五年　　　　　　　　柳田莉奈 安城市立今池小学校五年 見城志奈

一宮市立中島小学校五年 長谷川ひなた 安城市立安城南部小学校五年 杉浦妃南

一宮市立木曽川東小学校五年 菊名芽音 知立市立知立小学校五年 清水秀真

一宮市立奥小学校五年 高橋二華

名古屋市立鳴海小学校六年 坂下結 幸田町立幸田小学校六年 坂ノ上明日香

名古屋市立新栄小学校六年 佐々木香歩 安城市立高棚小学校六年 神谷陽奈

あま市立甚目寺小学校六年 坪井花琳 安城市立今池小学校六年 見城奏奈

大治町立大治小学校六年 澁谷奈々 安城市立明和小学校六年 永濱花

一宮市立奥小学校六年 柴田野亜 西尾市立矢田小学校六年 柴垣光希

一宮市立木曽川東小学校六年 井川ひなた 西尾市立寺津小学校六年 小笠原澪那

岩倉市立曽野小学校六年 井之輪栞 西尾市立佐久島小学校六年 加藤心鼓

半田市立岩滑小学校六年 𠮷岡歩美 西尾市立室場小学校六年 野呂香菩里

常滑市立常滑東小学校六年 竹内媛菜 豊川市立小坂井東小学校六年 山口侑桂

瀬戸市立水無瀬中学校一年 守屋仁菜 知立市立竜北中学校一年 田中優那

一宮市立木曽川中学校一年 神薗優月 豊橋市立南陽中学校一年 瀧川千怜

一宮市立木曽川中学校一年 古田弥日菜 豊川市立東部中学校一年 庄田萌衣

一宮市立中部中学校一年 塚原美友 蒲郡市立大塚中学校一年 山口琴音

幸田町立幸田中学校一年 本田史佳

名古屋市立助光中学校二年 菅原颯樹 一宮市立木曽川中学校二年 古田乃愛

名古屋市立鳴海中学校二年 宮本結衣 犬山市立南部中学校二年 栗本夏希

あま市立甚目寺南中学校二年 林絵里香 江南市立西部中学校二年 幅日和

あま市立甚目寺南中学校二年 山下新菜 知立市立竜北中学校二年 大澤愛美

大治町立大治中学校二年 岡田莉々唯 西尾市立鶴城中学校二年 石原楓華

大治町立大治中学校二年 寺西晃輝 豊橋市立南部中学校二年 丸山友佳

名古屋市立大森中学校三年 矢島美央 安城市立安城北中学校三年 杉浦乃亜

北名古屋市立白木中学校三年 城代メイリー 安城市立安城北中学校三年 平野こころ

あま市立甚目寺中学校三年 小島沙月 知立市立竜北中学校三年 清水郁実

あま市立甚目寺南中学校三年 加藤佑菜 豊橋市立豊岡中学校三年 小泉春歌

一宮市立木曽川中学校三年 木下心 蒲郡市立大塚中学校三年 中山萌花

ポスターの部



最優秀賞

扶桑町立高雄小学校一年 後藤柚里

小牧市立米野小学校二年 中川慶大

江南市立古知野南小学校三年 土方結衣

一宮市立今伊勢小学校四年 横井花音

名古屋市立名北小学校五年 武内健心

名古屋市立味鋺小学校六年 小野心丸知

岡崎市立竜海中学校一年 倉地みのり

豊田市立朝日丘中学校二年 渡邉暖花

岩倉市立岩倉中学校三年 村平純菜

優 秀 賞

北名古屋市立五条小学校一年 山田芽果 岩倉市立曽野小学校六年 原かんな

小牧市立小牧小学校一年 渡邉桃羽 知多市立八幡小学校六年 稲垣心葉

名古屋市立大高南小学校二年 遠山悟央 小牧市立味岡中学校一年 吉村結菜

碧南市立新川小学校二年 犬塚琉迦 みよし市立北中学校一年 野口瑞葵

小牧市立桃ケ丘小学校三年 坂夏子 名古屋市立楠中学校二年 尾藤ななみ

一宮市立奥小学校三年 北﨑愛子 安城市立東山中学校二年 久田藍奈

瀬戸市立幡山東小学校四年 中島あおい 小牧市立北里中学校三年 加藤瑞葵

一宮市立浅井南小学校四年 石黒莉那 碧南市立新川中学校三年 犬塚媛理

春日井市立松山小学校五年 青木陽斗

春日井市立鳥居松小学校五年 久保田華菜

入  選

小牧市立三ツ渕小学校一年 志村沙那 岡崎市立美合小学校一年 柴田紗弥羽

一宮市立木曽川東小学校一年 加藤ニイナ 豊橋市立松葉小学校一年 浦野日翠

南知多町立日間賀小学校一年 竹内乃愛

名古屋市立大高小学校二年 花岡志帆 江南市立古知野南小学校二年 岩田奏穂

小牧市立桃ケ丘小学校二年 芳野令奈 豊田市立駒場小学校二年 山田晴

小牧市立北里小学校二年 千田莉都

小牧市立村中小学校三年 東奏斗 扶桑町立高雄小学校三年 石川直弥

小牧市立本庄小学校三年 浜口奈々 みよし市立黒笹小学校三年 西元祐貴

江南市立古知野南小学校三年 中村紗季

名古屋市立大高小学校四年 石原海青 江南市立古知野南小学校四年 青山祥子

瀬戸市立陶原小学校四年 西山朝陽 大府市立石ヶ瀬小学校四年 伊藤瀬七

一宮市立奥小学校四年 𠮷田煌翔

名古屋市立味鋺小学校五年 稲見心渚 一宮市立葉栗小学校五年 戸松裕太

春日井市立勝川小学校五年 伊澤心優 東海市立加木屋小学校五年 野村和花

尾張旭市立東栄小学校五年 加藤愛深

春日井市立押沢台小学校六年 村田汐梨 小牧市立米野小学校六年 黒川紗南

春日井市立松山小学校六年 粥川紗永 みよし市立黒笹小学校六年 西元彩乃

小牧市立本庄小学校六年 加納芽依

岩倉市立岩倉中学校一年 村平直起 碧南市立新川中学校一年 犬塚琉理

稲沢市立大里東中学校一年 秋月沙弥 安城市立東山中学校一年 中原愛彩

常滑市立常滑中学校一年 村田愛哩

椙山女学園中学校二年 中垣美祐 幸田町立北部中学校二年 浦山美妃

小牧市立光ヶ丘中学校二年 久野祐奈 豊田市立崇化館中学校二年 山﨑望未

小牧市立岩崎中学校二年 日比野真結

清須市立清洲中学校三年 近藤柚菜 安城市立篠目中学校三年 重田有由里

北名古屋市立師勝中学校三年 関根萌々花 南山国際中学校三年 中井英倫子

常滑市立鬼崎中学校三年 家永茜未

第４６回人権を理解する作品コンクール【書道の部】

書道の部



佳  作

あま市立甚目寺東小学校一年 石原依奈 知多市立八幡小学校一年 稲垣葉乃

東海市立名和小学校一年 入江啓仁 阿久比町立東部小学校一年 田中希

大府市立共長小学校一年 櫨もな実

長久手市立長久手小学校二年 ブリッジズ百佳 一宮市立起小学校二年 石垣青海

春日井市立山王小学校二年 石黒真翔 みよし市立三好丘小学校二年 鈴木琉未

あま市立美和小学校二年 澤地奏多

名古屋市立大高小学校三年 土屋晴菜 稲沢市立大里東小学校三年 田井花穏

小牧市立小牧原小学校三年 松野明華 東海市立渡内小学校三年 安部希美

あま市立甚目寺小学校三年 松下莉緒 東海市立横須賀小学校三年 茂翔太

あま市立甚目寺小学校三年 正中みゆき 東海市立加木屋小学校三年 北村茉悠

一宮市立丹陽南小学校三年 鈴木咲姫 知多市立旭北小学校三年 小林果愛

江南市立布袋小学校三年 古鷹英舜 武豊町立富貴小学校三年 厚味奈幸

江南市立古知野南小学校三年 野田知里 田原市立伊良湖岬小学校三年 長尾芽依

名古屋市立東丘小学校四年 緒川彩子 一宮市立赤見小学校四年 渡邉千識

名古屋市立大高南小学校四年 井上結来 一宮市立葉栗小学校四年 戸松鷲二朗

豊山町立志水小学校四年 川上真歩 江南市立古知野南小学校四年 呉竹美祐

小牧市立北里小学校四年 古澤仁三郎 江南市立古知野南小学校四年 原彩乃

小牧市立味岡小学校四年 水野冴音 阿久比町立南部小学校四年 小林太晴

小牧市立味岡小学校四年 水野空 安城市立三河安城小学校四年 園田実唯

尾張旭市立東栄小学校四年 髙尾みなみ みよし市立北部小学校四年 花田真央

一宮市立千秋南小学校四年 小野寺楓

名古屋市立大高小学校五年 秋吉咲希 江南市立古知野南小学校五年 南條碩介

名古屋市立山田小学校五年 森健太 岩倉市立岩倉北小学校五年 中村水紀

豊山町立志水小学校五年 宮本沙夜 岩倉市立岩倉北小学校五年 髙嶋彩紗

春日井市立鳥居松小学校五年 豊島優 大口町立大口西小学校五年 山田恵理子

小牧市立光ヶ丘小学校五年 西川匠瑛 稲沢市立大里西小学校五年 岡本諒太郎

小牧市立光ヶ丘小学校五年 丹羽絢香 東海市立横須賀小学校五年 原伶菜

一宮市立浅井南小学校五年 森春稀 岡崎市立大門小学校五年 林小葉

一宮市立今伊勢小学校五年 中村唯那 みよし市立三好丘小学校五年 久保ひかり

一宮市立丹陽南小学校五年 服田実久 みよし市立三好丘小学校五年 坂中志帆

一宮市立葉栗小学校五年 戸松徹平 豊橋市立芦原小学校五年 中村光里

名古屋市立大野木小学校六年 籾田侑哉 あま市立甚目寺西小学校六年 西河実莉

清須市立清洲東小学校六年 山之内ひなた 一宮市立貴船小学校六年 森葵彩

清須市立清洲東小学校六年 田所叶羽 岩倉市立曽野小学校六年 東麻里奈

北名古屋市立師勝小学校六年 安達夕貴 大口町立大口北小学校六年 下川床咲羅

春日井市立松山小学校六年 鐵具愛華 常滑市立常滑東小学校六年 村瀬心南

春日井市立石尾台小学校六年 堀田莉央 大府市立大府小学校六年 白波瀨綾香

瀬戸市立長根小学校六年 徳永翔乙 南知多町立大井小学校六年 石黒由萌

瀬戸市立陶原小学校六年 元永菜月美 岡崎市立北野小学校六年 加藤瑠菜

小牧市立北里小学校六年 千田唯央 岡崎市立岡崎小学校六年 中村優菜保

小牧市立米野小学校六年 秋山果歩 西尾市立一色西部小学校六年 山田凛

小牧市立小木小学校六年 邉見咲陽 豊橋市立羽根井小学校六年 坂田味丘恵

愛知教育大学附属名古屋中学校一年 青木柚衣 阿久比町立阿久比中学校一年 渡辺愛巳

名古屋市立大高中学校一年 後藤結菜 豊田市立美里中学校一年 安保結芽乃

知多市立旭南中学校一年 各務有佳里

椙山女学園中学校二年 島内天音 常滑市立南陵中学校二年 寒河江彩菜

常滑市立鬼崎中学校二年 柳澤心那 桜丘中学校二年 浦野成流

常滑市立鬼崎中学校二年 村瀬結羽

あま市立美和中学校三年 服部美乃里 東浦町立東浦中学校三年 中谷光希

一宮市立丹陽中学校三年 岡香澄 豊田市立美里中学校三年 寺﨑彩華

東浦町立北部中学校三年 長谷川空良

書道の部



最優秀賞

東浦町立片葩小学校一年 高山乃碧

知立市立知立小学校二年 浅岡彩映

日進市立西小学校三年 横山千夏

豊田市立平井小学校四年 飯田結子

長久手市立市が洞小学校五年 田中真優

岡崎市立宮崎小学校六年 杉浦和空

豊明市立沓掛中学校一年 速水彩夏

尾張旭市立東中学校二年 大河内結衣

西尾市立福地中学校三年 永谷里奈

優 秀 賞

知立市立西小学校一年 鮎川鈴菜 名古屋市立東桜小学校六年 高本燿太朗

豊田市立堤小学校一年 前田果凜 大治町立大治小学校六年 山田惣一朗

安城市立丈山小学校二年 小林沙菜 尾張旭市立東中学校一年 田中沙帆

豊田市立寺部小学校二年 藤原遙子 豊田市立猿投台中学校一年 山本優真

常滑市立常滑東小学校三年 北井哉空 一宮市立南部中学校二年 岩谷多聞

豊橋市立東田小学校三年 藤原愛梨 蒲郡市立形原中学校二年 壁谷咲葉

豊川市立金屋小学校四年 大瀧莉愛 清須市立春日中学校三年 住田瑞紀

田原市立福江小学校四年 横畑綾乃 あま市立甚目寺中学校三年 新井健太

岡崎市立三島小学校五年 山田結以

碧南市立鷲塚小学校五年 米澤衣吹

入  選

名古屋市立八事東小学校一年 宮地凛 東海市立大田小学校一年 磯貝侑

稲沢市立六輪小学校一年 山田恵玲奈 岡崎市立岡崎小学校一年 岩倉あかり

半田市立板山小学校一年 井上美咲希

あま市立美和小学校二年 新見こと美 西尾市立室場小学校二年 早川菜々美

一宮市立大志小学校二年 玉置禮花 豊橋市立二川南小学校二年 前田兼志

岡崎市立井田小学校二年 杉森絢介

長久手市立西小学校三年 水野孝太郞 岡崎市立愛宕小学校三年 西脇結菜

東海市立大田小学校三年 金澤くれは 豊川市立天王小学校三年 鈴木蓮乃

東浦町立藤江小学校三年 神戸健心

名古屋市立西山小学校四年 宮﨑光理 岡崎市立下山小学校四年 左右田真理

清須市立清洲東小学校四年 篠田知輝 知立市立来迎寺小学校四年 榎人憂磨

東浦町立藤江小学校四年 長濱花音

日進市立梨の木小学校五年 佐々亮太 大府市立石ケ瀬小学校五年 大西晃世俐

飛島村立飛島小学校五年 大橋亜友汰 阿久比町立英比小学校五年 片山ひなた

犬山市立楽田小学校五年 山邊汐

名古屋市立下志段味小学校六年 三岡愛実 稲沢市立稲沢東小学校六年 小林美結

名古屋市立諏訪小学校六年 小林真凪 安城市立丈山小学校六年 小林史龍

尾張旭市立三郷小学校六年 堀睦樹

北名古屋市立師勝中学校一年 松本楓加 岡崎市立福岡中学校一年 池上真愛

知多市立東部中学校一年 本﨑涼子 西尾市立幡豆中学校一年 牧野諒介

岡崎市立額田中学校一年 平野凛音

名古屋市立菊井中学校二年 岩井大樹 岡崎市立常磐中学校二年 田畑諒介

弥富市立弥富北中学校二年 山本圭悟 刈谷市立刈谷南中学校二年 柘植一我

知多市立知多中学校二年 池尻心桜

愛西市立永和中学校三年 本間玖瑠 岡崎市立矢作北中学校三年 山田悠人

あま市立甚目寺中学校三年 永井夕朱羽 豊橋市立南陽中学校三年 石黒喜郷

岡崎市立竜南中学校三年 鈴木幸太

第４６回人権を理解する作品コンクール」【標語の部】
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佳  作

日進市立赤池小学校一年 武田佳奈子 豊田市立追分小学校一年 嶺井琉杜

岡崎市立形埜小学校一年 永坂泉実 みよし市立三好丘小学校一年 植田優凜

岡崎市立羽根小学校一年 梅津紫帆 豊川市立桜町小学校一年 城所いずみ

刈谷市立朝日小学校一年 加藤暖人 豊川市立三蔵子小学校一年 近田空聖

名古屋市立井戸田小学校二年 小野晃太郎 大府市立吉田小学校二年 松本海音

日進市立竹の山小学校二年 松本健佑 刈谷市立亀城小学校二年 伊藤琥汰

一宮市立朝日西小学校二年 與那城歩夢 刈谷市立小高原小学校二年 中西伯虎

稲沢市立国分小学校二年 伊藤聡真 西尾市立平坂小学校二年 香村和花

大府市立共和西小学校二年 黒川花菜 豊橋市立大清水小学校二年 清水陽輝

名古屋市立稲葉地小学校三年 山口湊大 蟹江町立学戸小学校三年 水木かのん

名古屋市立豊田小学校三年 中田玖美 大口町立大口南小学校三年 古池優萌奈

豊明市立沓掛小学校三年 日比野央典 岡崎市立男川小学校三年 内田賢佑

長久手市立南小学校三年 平地由奈 岡崎市立秦梨小学校三年 蜂須賀莉湖

東郷町立高嶺小学校三年 松島明花 豊川市立一宮南部小学校三年 柿田綾香

弥富市立十四山西部小学校三年 向井智慶

小牧市立大城小学校四年 夏目汰知 一宮市立北方小学校四年 圡方結愛

あま市立甚目寺小学校四年 野村明莉 岡崎市立六ツ美北部小学校四年 田中康介

あま市立甚目寺西小学校四年 兒島かいり 知立市立八ツ田小学校四年 近藤祐永

弥富市立栄南小学校四年 荒尾怜花 豊橋市立西郷小学校四年 小柳紗良

一宮市立浅野小学校四年 杉浦羽織 蒲郡市立塩津小学校四年 吉見萌々香

名古屋市立大宝小学校五年 渡邊杏夏 豊田市立堤小学校五年 石川友愛

名古屋市立滝ノ水小学校五年 海野雄大 豊田市立寺部小学校五年 野村應太

一宮市立西成小学校五年 石原佳歩 豊田市立四郷小学校五年 杉山萬茶

稲沢市立大里西小学校五年 横山隼 豊橋市立福岡小学校五年 今川千里

武豊町立武豊小学校五年 早坂莉里奈 豊橋市立松葉小学校五年 田中丸佳穂

東浦町立片葩小学校五年 佐藤李咲 蒲郡市立大塚小学校五年 坂口瑠唯

岡崎市立常磐東小学校五年 佐々木陽彩

春日井市立玉川小学校六年 篠田七翔 刈谷市立亀城小学校六年 恒川清香

あま市立甚目寺西小学校六年 寺田悠里子 安城市立高棚小学校六年 岩瀨美慧

一宮市立浅井北小学校六年 栗井悠羽 知立市立八ツ田小学校六年 花田光

一宮市立小信中島小学校六年 宮田幸弥 豊田市立青木小学校六年 岩田桃奈

常滑市立常滑西小学校六年 白崎美空 豊田市立五ケ丘小学校六年 高木優嘉

大府市立石ケ瀬小学校六年 岩切陽菜乃 西尾市立寺津小学校六年 宮地実結

岡崎市立井田小学校六年 小林侑生

一宮市立中部中学校一年 杉山舞 刈谷市立刈谷南中学校一年 鈴木梛爽

江南市立古知野中学校一年 米津奏音 知立市立知立南中学校一年 清水来瞳

半田市立乙川中学校一年 村上希歩 豊田市立猿投中学校一年 勝原乙葉

常滑市立常滑中学校一年 片岡こころ 豊川市立南部中学校一年 原田紀香

大府市立大府北中学校一年 廣彩花

名古屋市立牧の池中学校二年 近藤佳佑 刈谷市立刈谷東中学校二年 神谷まひろ

尾張旭市立東中学校二年 日比野孝哉 刈谷市立刈谷南中学校二年 近藤律輝

稲沢市立治郎丸中学校二年 三島由佳子 安城市立安城北中学校二年 原大地

岡崎市立東海中学校二年 萩原りんご 高浜市立高浜中学校二年 鮫島美麗

岡崎市立福岡中学校二年 守屋勇芽

日進市立日進東中学校三年 田口大空 幸田町立北部中学校三年 宮川頌悟

北名古屋市立熊野中学校三年 山田涼音 知立市立知立中学校三年 原田咲希

北名古屋市立訓原中学校三年 森川慶紳 知立市立知立南中学校三年 丸山琴未

江南市立古知野中学校三年 玉置智也 豊田市立足助中学校三年 鈴木虎ノ助

東浦町立西部中学校三年 早川羽乃 豊田市立美里中学校三年 鈴木夢菜
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心配ごとや，困ったことがあったら何でも相談してね 
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