
報道取材情報（沼津市）         令和３年１月 29 日（金）発表 

 

名 称 等  令和２年度 明るい選挙啓発習字作品審査結果と展覧会のお知らせ 

担   当  選挙管理委員会事務局   

          直通 ０５５－９３４－４８１５  内線 ２７５４ 

 

１  内 容 

市内の小中学生を対象に募集した、明るい選挙を呼びかけるための習字作品について、計 951

作品の応募がありました。令和３年１月 26 日に審査会を開催し、別紙のとおり受賞者を決定したの

でお知らせします。 

 

【主催】 

沼津市選挙管理委員会  ・  沼津市明るい選挙推進協議会 

 

【課題】 

「みらい」「わかい力」 など、学年ごとに指定する字句の中から選択 （計 21 課題） 

 

【応募作品数】 

小学生 …  24 校    782 作品 

中学生 …  16 校    169 作品 

合計   …  40 校       951 作品 

 

【賞】 

金賞 ・ 銀賞 ・ 銅賞 

 金賞 … 〔小学生〕 各学年で  3 人 〔中学生〕 全学年で  3 人 

 銀賞 … 〔小学生〕 各学年で  8 人 〔中学生〕 全学年で  10 人 

 銅賞 … 〔小学生〕 各学年で  8 人 〔中学生〕 全学年で  10 人 

   

 

２  受賞作品の展示 

  

 受賞作品は、令和２年９月 16 日に審査会を行った明るい選挙啓発ポスターコンクールの市入選

作品とともに、２月４日（木）から２月９日（火）まで、沼津市立図書館４階展示ホールで展示します。 



静浦小 内村　華笑 第二小 松下　瑛行 開北小 杉山　萌咲 門池小 鈴木　琴音 第四小 森光　唯人 門池小 芦澤　虎汰郎

愛鷹小 横尾　陽暉 大岡小 澤谷　雅美 開北小 大友　頼羽 大岡小 長谷川　侑唯 大岡小 山澤　百花 第一小 寺内　心美

香貫小 工藤　璃乃 第五小 八木澤　瑠菜 金岡小 雙田　蕾俄 金岡小 大田　理夏 愛鷹小 川人　心月 大岡南小 渡邉　辰之介

原小 渡邉　結月 原小 土屋　莉子 片浜小 石田　萌愛 愛鷹小 鈴木　楓花

大岡南小 後藤　夏那 片浜小 高松　千晴 愛鷹小 福島　真梨依 今沢小 川村　莉愛

浮島小 佐野　新奈 沢田小 古地　結菜 原小 鈴木　陽翔 原小 伊藤　佳穂

第三小 杉山　陽音 第四小 増田　未来 大岡南小 小坂　彩愛 第四小 増田　湊

片浜小 市川　璃羽 大岡南小 井上　沙織 金岡小 藤井　美衣奈 第四小 宮本　快理

原小 伊藤　早由 門池小 炭山　紗良 大岡小 髙村　美音 門池小 平田　菜穂 第四小 小林　陽菜乃 第三小 井原　雪那

大岡南小 小坂　穂花 浮島小 大西　琴葉 大岡南小 井澤　雪乃 第四小 山田　萌生 大岡南小 溝口　絢香 第二小 桶井　柚奈

西浦小 大川　日葉里 片浜小 木村　優里 大平小 室野　梨花 第四小 齋藤　悠妃 大岡南小 𠮷長　武瑠 沢田小 勝間田　光

開北小 関口　玲奈 開北小 大石　愛莉 第三小 村山　百果菜 門池小 木部　美織

愛鷹小 齋能　勘汰 第二小 土屋　美來 原小 佐野　希穂 大岡小 堤　みのり

大岡南小 渡邉　巨樹 大岡南小 𠮷長　乙花 金岡小 田邉　夏野 沢田小 伊海　光葉

今沢小 岩本　睦 第三小 清　奏多 金岡小 坪井　莉心 原小 伊藤　吉平

愛鷹小 大嶽　実希 第四小 山田　真緒 第三小 遠藤　愛子 第二小 中島　萌々花

大岡小 長谷川　愛麻 香貫小 神戸　蘭奈 門池小 内山　和奏 金岡中 大田　裕理 大岡中 大古田　梨里 片浜中 石田　莉愛

大岡南小 前嶋　桜 大岡南小 林　笑万 門池小 野口　碧唯 金岡中 飯田　晟悟 第二中 長谷川　芽吹 第四中 根岸　慶太朗

愛鷹小 横尾　結菜 第三小 土屋　美月 大平小 繁松　由空 第四中 鈴木　萌 大岡中 堤　春乃 第四中 萩原　実奈

門池小 中島　悠菜 第四小 岩田　海音 片浜中 植松　早由美 第四中 齊藤　啓太

大岡南小 佐藤　柚花 金岡小 野里　侑杏 門池中 鈴木　優尚 大平中 廣中　優美

愛鷹小 齋能　百々花　 大岡南小 宮野　純帆 第四中 岡田　侑也 第二中 鈴木　来弥

大平小 古屋　名奈子 沢田小 古地　夢香 愛鷹中 渡邉　和恵 第二中 野田　志

大岡南小 向笠　莉乃 香貫小 石川　友聖 門池中 野木　菜々香 今沢中 岩本　和

大岡小 片山　魅音 第四小 畑　雄真 第四小 加藤　優羽 門池中 井上　芽依 今沢中 大川　芽依

第四小 野田　芽吹希 第四小 佐野　綾音 第二小 佐藤　凪 金岡中 川村　琉那 第四中 野田　七愛

第四小 山本　希 第四小 山田　希 第二小 野田　希

大岡南小 三井　音香 大岡南小 里　風奈

大岡南小 萩原　玲花 大岡小 鈴木　彩心 小学１年生 115 中学１年生 63

沢田小 勝間田　后 愛鷹小 小野　美桜 小学２年生 148 中学２年生 54

第一小 新谷　奈々 大岡南小 髙橋　花菜 小学３年生 134 中学３年生 52

大岡小 中谷　愛 第四小 加藤　もなみ 小学４年生 121

小学５年生 158 総計

小学６年生 106 951
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