
賞 作品名 氏名 ふりがな 学校名 学年

1 富山県知事賞 みんなが笑顔になれるかんらん車
吉田　陽路 よしだ　ひろ 射水市立大門小学校 4

2 富山県教育委員会教育長賞 お魚ハープ
𠮷田　雄章　　 よしだ　ゆたか 富山市立船峅小学校 2

3 富山県木材組合連合会長賞 賽銭箱
堀　真翔 ほり　まなと 高岡市立下関小学校 4

4 富山県森林組合連合会代表理事会長賞 ドラゴン
清水　瀧茉 しみず　りょうま 高岡市立下関小学校 4

5 富山県木材青壮年会長賞 かっこいいヘラクレスオオカブト
松川　優翔 まつかわ　ゆうと 南砺市立井波小学校 1

6 とやま緑化推進機構理事長賞 廃材で作った折り畳みテーブル
姫野　凜太郎 ひめの　りんたろう 高岡市立木津小学校 1

7 努力賞 森のふしぎなおすしやさん
永井　愛華 ながい　まなか 高岡市立下関小学校 2

8 努力賞 五か山合しょうづくり
荒井　菜乃葉 あらい　なのは 射水市立大門小学校 3

9 努力賞 バーベキューせんようイス
井澤　佑将 いざわ　ゆうしょう 富山市立東部小学校 4

10 努力賞 虹机
石橋　唯杜 いしばし　ゆいと 富山市立光陽小学校 4

11 努力賞 どんぐりランド
磯部　朱花 いそべ　あやか 射水市立片口小学校 1

12 努力賞 木琴
岩﨑　千早 いわさき　ちはや 南砺市立井波小学校 4

13 努力賞 にわのせかい
太田　愛海 おおた　あいみ 高岡市立定塚小学校 2

14 努力賞 ぼくのおうち
小川　晴生 おがわ　はるき 富山市立八尾小学校 2

15 努力賞 おにもつとどけてくれてありがとう
加納　照彦 かのう　てるひこ 射水市立片口小学校 2

16 努力賞 サッカー大好き
茅野　葵斗 かやの　あおと 高岡市立木津小学校 1

17 努力賞 お気に入りのソーイングラック
河浦　彩琴 かわうら　さこと 射水市立中太閤山小学校 4

18 努力賞 じたくでレストラン気分
河島　羽来 かわしま　わく 高岡市立下関小学校 4

19 努力賞 ものおきだい
北澤　汰陽仁 きたざわ　たひと 富山市立古里小学校 2

20 努力賞 にかいだてのおうち
北田　楓怜 きただ　かれん 南砺市立井波小学校 2

21 努力賞 流木が傘立てに！！
工藤　有紗 くどう　ありさ 富山市立東部小学校 4

22 努力賞 S.RシューズBOX
笹山　凌聖 ささやま　りょうせい 富山市立桜谷小学校 3

23 努力賞 小鳥たちの巣箱
島　暉采 しま　あきと 射水市立大門小学校 3

24 努力賞 いす
清水　瑛翔 しみず　えいと 高岡市立下関小学校 4

25 努力賞 うみのアクセサリースタンド
清水　菜瑠 しみず　なる 高岡市立木津小学校 1

26 努力賞 海岸のキックボード
清水　凜 しみず　りん 高岡市立木津小学校 3

27 努力賞 Fly to you
鈴木　地太 すずき　ちた 高岡市立定塚小学校 4

28 努力賞 私の七つ道具
大門　真緒 だいもん　まお 富山市立寒江小学校 2

29 努力賞 すばこ
谷川　大朔 たにかわ　だいさく 滑川市立寺家小学校 3

30 努力賞 がんばれ日本！今日も元気に「行ってきます！」
中瀬　應介 なかせ　おうすけ 高岡市立下関小学校 3

31 努力賞 絵本をどうぞのイス
中村　暖 なかむら　だん 富山市立大庄小学校 3

32 努力賞 ぼくのカホン(たいこ）
西垣　太葵 にしがき　たいき 立山町立釜ヶ渕小学校 3

33 努力賞 いぬごや
西田　凜花 にしだ　りんか 朝日町立あさひ野小学校 1

34 努力賞 エサを食べるワニ
西野　文人 にしの　あやと 富山市立中央小学校 3

35 努力賞 ふね
長谷川　航汰 はせがわ　こうた 富山市立樫尾小学校 1

36 努力賞 CAT　CAR
林　幸汰郎 はやし　こうたろう 立山町立釜ヶ渕小学校 4

37 努力賞 ガチャガチャ
深松　映介 ふかまつ　えいすけ 高岡市立木津小学校 3

38 努力賞 おすもうぱちんこ
古沢　義政 ふるさわ　よしまさ 富山市立老田小学校 1

39 努力賞 こびとのいえ
細池　亜樹乃 ほそいけ　あきの 高岡市立下関小学校 1

40 努力賞 ぼくのいす
堀　蓮翔 ほり　れんと 滑川市立寺家小学校 3

41 努力賞 おもちゃばこ
堀田　晟ノ介 ほりた　せいのすけ 富山市立水橋西部小学校 1

42 努力賞 音色がきれいなおばけやしき
丸山　遥輝 まるやま　はるき 上市町立白萩西部小学校 3

43 努力賞 わたしの家
MUSFIQ XARA FATIMA むしゅひぃっく　じゃら　ふぁいてぃま 射水市立片口小学校 3
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44 努力賞 ふしぎ（節木）なイエ
森本　祐理 もりもと　ゆうすけ 射水市立大門小学校 1

45 努力賞 かぶと虫
山下　想和 やました　そうわ 入善町立入善小学校 2

46 努力賞 ウェンジュの木琴
山田　心温 やまだ　ここはる 南砺市立井波小学校 3

47 努力賞 ぼくのいえ
吉田　大起 よしだ　たいき 高岡市立木津小学校 1

48 努力賞 りさちゃんのおしろへようこそ
吉田　里彩 よしだ　りさ 射水市立大門小学校 1

49 努力賞 車
和田　樹希 わだ　いつき 富山市立光陽小学校 4

50 努力賞 踏み台
渡邊　さくら わたなべ　さくら 高岡市立木津小学校 1

51 努力賞 森の中のログハウス
和藤　結子 わとう　ゆうこ 射水市立下村小学校 4

※努力賞は氏名の五十音順


