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要 旨 

概 要 

令和３年度 

明るい選挙啓発習字の受賞者決定と作品展示 

お問い合わせ先 

 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 1,051作品の応募がありました。令和４年１月 2８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。 

（１）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 

（２）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） 

（３）応募作品数 

小学生 …  23校    877作品 

中学生 …  16校    174作品 

合計   …  39校    1,051作品 

（４）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 

（５）受賞作品の展示 

  受賞作品は、令和３年９月 13 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３日（木）から２月９日（水）まで、沼津市立図書館４階展示ホー

ルで展示します。 

 

沼津市選挙管理委員会事務局 
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金岡小 齋藤 愛結奈 愛鷹小 松下　杏奈 開北小 小平　結妃 香貫小 武田　真蔵 第四小 村松　蒼馬 大岡南小 河田　真優

浮島小 石川　渚月 第五小 森　真菜美 門池小 鈴木　輝 第四小 野田 芽吹希 第三小 小見山 愛孝 大岡南小 西原　梨紗

金岡小 山口　花哩 金岡小 望月　美里 第一小 米倉 きいと 大岡小 片山　魅音 愛鷹小 深川　友理 大岡南小 岩城　日菜

第三小 三善 健士朗 浮島小 増田　琳 第四小 山田　希 第二小 野田　希

香貫小 藤井　怜衣 今沢小 小泉　佑奈 第二小 佐藤　鈴緒 片浜小 山田　弥由

大岡南小 中川　碧夕 第三小 大川　櫂 第二小 佐藤　凪 第二小 和田　波輝

第三小 町田　環 静浦小 川口　小桜 大岡南小 三井　音香 愛鷹小 鈴木　來斗

門池小 萬井　佳澄 開北小 佐藤　はな 第四小 加藤　優羽 片浜小 長濵　唯花

愛鷹小 横尾　陽暉 原小 長澤　千愛 第五小 童　可心 門池小 鈴木　琴音 片浜小 石田　萌愛 大岡小 長谷川 侑唯

片浜小 小野　真裕 片浜小 市川　璃羽 第五小 杉澤　絢星 金岡小 大田　理夏 大岡南小 藤谷　真帆 原小 鈴木　陽翔

第四小 増田　未来 沢田小 髙林　瑛斗 香貫小 二宮 優香子 金岡小 平山　未来 浮島小 大西　柚希 大岡小 大野　雄誠

沢田小 佐藤　良太 金岡小 杉山　苺佳 大岡南小 渡邉 辰之介 第二小 堤　里南

門池小 髙橋　虹実 原小 土屋　莉子 愛鷹小 熊谷　倫花 門池小 芦澤 虎汰郎

大岡南小 井上　沙織 浮島小 伊奈　瑞妃 大岡南小 鏡　啓真 第二小 三善　優花

香貫小 中西　智哉 浮島小 石田　華恋 原小 伊藤　佳穂 開北小 木村　遙

浮島小 佐野　新奈 大岡小 奥地　穂 第四小 増田　湊 愛鷹小 福島 真梨依

金岡小 齋藤　悠雅 大岡南小 渡邉　巨樹 開北小 大石　愛莉 金岡中 大田　裕理 愛鷹中 山岸　祐季 金岡中 飯田　晟悟

金岡小 藤田 こすず 愛鷹小 吉崎　結菜 長井崎小 海瀬　結空 大岡中 大野 愛梨香 大岡中 堤　春乃 門池中 井上　芽依

原小 伊藤　早由 第五小 佐藤　心葵 第四小 宮本　帆夏 第三中 佐藤　由望 第四中 大嶽　眞子 今沢中 岩本　和

第四小 山田　真緒 開北小 木村 百花 片浜中 石田　莉愛 第三中 森　理夏子

金岡小 宮城　唯 愛鷹小 齋能　勘汰 片浜中 植松 早由美 第四中 中村　光希

門池小 炭山　紗良 大平小 山本　菜緒 片浜中 工藤　拓貴 第四中 牛久　和音

今沢小 川村　紗愛 第三小 増田　結香 第四中 根岸 慶太朗 第二中 野田　倭

大岡南小 前嶋 竜乃介 今沢小 平林　祐明 第四中 萩原　実奈 大岡中 伊東　美海

開北小 大友　心羽 第五小 内藤　留衣 大岡南小 向笠　莉乃 暁秀中 谷口　愛莉 門池中 山口　菜織

沢田小 佐藤　由佳 大岡南小 溝口　結葵 第四小 滝　美波 愛鷹中 渡邉　和恵 門池中 小澤　美月

門池小 中島　悠菜 静浦小 間宮　彩陽 愛鷹小 横尾　結菜

愛鷹小 石坂　優奈 大岡小 長谷川 愛麻

愛鷹小 齋能 百々花 金岡小 杉山　湧咲 小学１年生 106 中学１年生 72

第四小 岩田　海音 金岡小 望月　香里 小学２年生 147 中学２年生 51

門池小 生地　萌花 門池小 鈴木　美央 小学３年生 135 中学３年生 51

大岡南小 稲葉　凛 金岡小 野里　侑杏 小学４年生 155

小学５年生 120 総計

小学６年生 214 1,051
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