
賞　名 受付番号 学校名 学年 氏名 ふりがな 作品名

グランプリ
（1点）

135 弘前市立桔梗野小学校 1 横田　瑛心 よこた　えいしん メーちゃん

148 弘前市立城西小学校 5 佐々木　慶次　 ささき　けいじ
おじさんコーラス
～今年はできたね～

213 弘前市立城西小学校 3 石郷岡　珠鈴 いしごおか　じゅりん 大がたほったてばしらたてもの

406 弘前市新和児童館 1 佐々木　湊大 ささき　みなと ライオン

38 弘前大学教育学部附属小学校 2 竹内　啓太 たけうち　けいた 弘前城といろいろな石垣

402 平川市立平賀東小学校 3 中嶋　真慈 なかじま　しんじ 夜の花の時計台

2 弘前市立高杉小学校 4 對馬　蓮妃 つしま　れんひ 青森コースター

418 弘前市自得児童館 5 小野　由真 おの　ゆま ランプシェード

176 弘前市立城東小学校 6 渡邊　櫂大 わたなべ　かいと 美しいくもの巣

3 竹嶋　杏奈 たけしま　あんな

1 高橋　愛莉 たかはし　あいり

1 大鰐　結翔 おおわに　ゆいと

2 坂本　こなつ さかもと　こなつ

1 藤田　慎之助 ふじた　しんのすけ

325 弘前市立豊田小学校 1 花田　叶羽 はなだ　とわ 丸太小屋の貯金箱

81 弘前市立福村小学校 1 新戸部　陽菜 にとべ　ひな あさむしすいぞくかん

146 弘前市立文京小学校 1 渡邊　さくら わたなべ　さくら えほうまき

優秀賞（7点）

準グランプリ
（2点）

420 弘前市自得児童館（グループ）

第１6回　廃品おもしろ工夫展ｉｎプラザ棟　入賞作品一覧

みんななかよし

プラザ賞（19点）



賞　名 受付番号 学校名 学年 氏名 ふりがな 作品名

197 弘前市立城西小学校 2 下山　和子 しもやま　わこ たのしいドラム

316 弘前市立朝陽小学校 2 寺田　悠乃 てらだ　はるの キリン

37 弘前大学教育学部附属小学校 2 糸賀　麻莉 いとが　まり たのしいゆうえんち

43 弘前大学教育学部附属小学校 3 鷺坂　美采 さぎさか　みこと
南の島で進化しちゃった
流しそうめん迷路

41 弘前大学教育学部附属小学校 3 矢口　暖人 やぐち　はると 海ぞくの船

212 弘前市立城西小学校 3 齋藤　凛 さいとう　りん オリンピック城

116 弘前市立福村小学校 4 大和田　健人 おおわだ　けんと 天体ぼうえんきょう

113 弘前市立福村小学校 4 當麻　陽士 たいま　はると 空のミス・ビードル号

328 弘前市立豊田小学校 4 花田　羽玖 はなだ　わく ねぷた絵のスマートボール

405 弘前市立東目屋小学校 5 田沢　葵 たざわ　あおい リサイクルライト

385 弘前市立東小学校 5 渡辺　怜彩 わたなべ　れいさ レッドドラゴン

397 弘前市立三省小学校 5 大川　隼 おおかわ　はやと 出発進行　北斗星

233 弘前市立城西小学校 6 石郷岡　柚珠 いしごおか　ゆじゅ 掘立柱建物

234 弘前市立城西小学校 6 笹　稚那 ささ　わかな 何円ためられる？貯金箱！！

174 弘前市立城東小学校 6 天内　康晴 あまない　こうせい 蒸気機関車

5 新谷　芽依 あらや　めい

5 舘山　愛生 たてやま　めい

4 花田　一琥 はなだ　いちご

3 山口　颯太 やまぐち　そうた

414 弘前市新和児童館（グループ） 夏祭り

第１6回　廃品おもしろ工夫展ｉｎプラザ棟　入賞作品一覧

プラザ賞（19点）



賞　名 受付番号 学校名 学年 氏名 ふりがな 作品名

235 弘前市立第三大成小学校 1 宮﨑　碧大 みやざき　あおと
わんちゃんとねこちゃんの
ログハウス

409 弘前市新和児童館 1 新岡　未眸 にいおか　みむ ぶどうのき

36 弘前大学教育学部附属小学校 2 太田　智早 おおた　ちはや お城

89 弘前市立福村小学校 2 千葉　匠馬 ちば　しょうま 南の島で夢気分

95 弘前市立福村小学校 2 阿保　美莉李 あぼ　みれい カラフルカレンダー

147 弘前市立城西小学校 3 佐々木　梓紗 ささき　あずさ 私のかとりせんこう

52 弘前大学教育学部附属小学校 4 高橋　敬 たかはし　けい マリオネット

222 弘前市立城西小学校 4 三浦　禾鈴 みうら　かりん カラフルなお城

349 弘前市立裾野小学校 4 須藤　星七 すとう　せな
ぼくの好きな
プロ野球選手の順位

54 弘前大学教育学部附属小学校 5 篠原　唯一 しのはら　いち 弟の１才バースデーケーキ

55 弘前大学教育学部附属小学校 5 矢口　真桜 やぐち　まお ハリネズミの国

404 弘前市立北小学校 6 長谷川　心美 はせがわ　ここみ いのっちと大森勝山遺跡

敢闘賞（12点）

第１6回　廃品おもしろ工夫展ｉｎプラザ棟　入賞作品一覧


