
小学１年生　的場 柚歩 小学２年生　橋村 龍ノ佑
鹿児島県　霧島市立国分小学校　 高知県　宿毛市立松田川小学校

小学３年生　望月 美玖 小学４年生　横須賀 和瑚
山梨県　甲府市立山城小学校 茨城県　北茨城市立平潟小学校

小学５年生　山本 望心 小学６年生　北原 風空
愛知県　常滑市立小鈴谷小学校 長野県　安曇野市立穂高北小学校

文部科学大臣・総務大臣賞（18人）
令和2年度明るい選挙啓発ポスターコンクール(第72回)



中学１年生　野田 千倖 中学１年生　川久保 有華
岡山県　岡山市立京山中学校 佐賀県　西松浦郡有田町立西有田中学校

中学２年生　北岡 千明 中学２年生　葛󠄀城 千勢
福井県　坂井市立三国中学校 京都府　京都市立加茂川中学校

中学３年生　髙橋 里奈 中学３年生　山本 菫
岩手県　滝沢市立滝沢中学校 群馬県　沼田市立沼田中学校



高校１年生　菅原 詩野 高校１年生　近藤 杏珠
埼玉県　県立芸術総合高等学校 大阪府　大阪高等学校

高校２年生　礒部 光優 高校２年生　倉本 遥加
宮城県　宮城野高等学校 石川県　県立工業高等学校

高校３年生　山本 武蔵 高校３年生　岡部 珠緒
愛知県　山本学園情報文化専門学校高等課程 香川県　県立高松工芸高等学校



令和２年度明るい選挙啓発ポスターコンクール（第72回）　中央審査結果

令和2年10月30日

学年 都道府県名 氏名 学校名

小学１年生 鹿児島県 的場　柚歩 霧島市立国分小学校　

小学２年生 高知県 橋村　龍ノ佑 宿毛市立松田川小学校

小学３年生 山梨県 望月　美玖 甲府市立山城小学校

小学４年生 茨城県 横須賀　和瑚 北茨城市立平潟小学校

小学５年生 愛知県 山本　望心 常滑市立小鈴谷小学校

小学６年生 長野県 北原　風空 安曇野市立穂高北小学校

中学１年生 岡山県 野田　千倖 岡山市立京山中学校

佐賀県 川久保　有華 西松浦郡有田町立西有田中学校

中学２年生 福井県 北岡　千明 坂井市立三国中学校

京都府 葛󠄀城　千勢 京都市立加茂川中学校

中学３年生 岩手県 髙橋　里奈 滝沢市立滝沢中学校

群馬県 山本　菫 沼田市立沼田中学校

高校１年生 埼玉県 菅原　詩野 県立芸術総合高等学校

大阪府 近藤　杏珠 大阪高等学校

高校２年生 宮城県 礒部　光優 宮城野高等学校

石川県 倉本　遥加 県立工業高等学校

高校３年生 愛知県 山本　武蔵 山本学園情報文化専門学校高等課程

香川県 岡部　珠緒 県立高松工芸高等学校

文部科学大臣・総務大臣賞（18人）



学年 都道府県名 氏名 学校名

小学１年生 愛知県 嶋﨑　遼 西尾市立花ノ木小学校

福岡県 宮本　由愛 糟屋郡篠栗町立篠栗小学校

小学２年生 神奈川県 高森　千遥 海老名市立杉本小学校

広島県 平田　こはる 広島市立五月が丘小学校

小学３年生 青森県 中野　心晴 むつ市立第三田名部小学校

熊本県 橋本　美伽 荒尾市立荒尾第一小学校

小学４年生 千葉県 関　航大朗 茂原市立茂原小学校

福井県 石田　梨紗 あわら市金津小学校

福岡県 阿比留　あおい 糟屋郡篠栗町立篠栗小学校

小学５年生 秋田県 金田一　みの李 鹿角市立十和田小学校

山形県 坂田　光希 東置賜郡川西町立吉島小学校

東京都 渡邊　綾香 葛飾区立花の木小学校

富山県 谷川　綾香 滑川市立寺家小学校

小学６年生 北海道 本間　月雫 函館市立亀田小学校

青森県 大橋　碧空 三沢市立木崎野小学校

福島県 滝澤　飛雅 いわき市立小名浜東小学校

栃木県 先崎　結莉奈 栃木市立大平中央小学校

埼玉県 山﨑　春空 戸田市立戸田第二小学校

東京都 中山　祐寧菜 品川区立豊葉の杜学園

長野県 仁科　樹希 中野市立平野小学校

大阪府 中本　優里菜 守口市立梶小学校

島根県 小村　愛心 出雲市立荒木小学校

中学１年生 栃木県 小泉　うた 芳賀郡益子町立益子中学校

東京都 五弓　実里 国分寺市立第三中学校

静岡県 三保家　理湖 浜松市立北星中学校

兵庫県 黒岩　きらら 神戸市立渚中学校

長崎県 藤川　茉那 佐世保市立中里中学校

中学２年生 秋田県 佐藤　美月 横手市立横手明峰中学校

福島県 佐藤　璃子 福島市立福島第二中学校

栃木県 中野　沙菜 栃木市立皆川中学校

東京都 島野　陽菜 文京区立茗台中学校

新潟県 五十嵐　菜那 新潟市立宮浦中学校

大阪府 角田　莉央 大阪市立北稜中学校

長崎県 林田　澪音 雲仙市立愛野中学校

公益財団法人明るい選挙推進協会会長・都道府県選挙管理委員会連合会会長賞（60人)



学年 都道府県名 氏名 学校名

中学３年生 東京都 川島　千鶴 東村山市立東村山第六中学校

静岡県 本間　唯世 磐田市立磐田第一中学校

富山県 寺島　葵 富山市立速星中学校

滋賀県 李　美稘 県立水口東中学校

福岡県 舞田　優樂 糸島市立前原西中学校

宮崎県 佐藤　花歩 延岡市立北方学園中学校

沖縄県 渡邊　瑚々 宜野湾市立真志喜中学校

高校１年生 宮城県 大和田　莉穂 涌谷高等学校

埼玉県 椎野　円 県立芸術総合高等学校

山口県 石田　羽菜 県立防府商工高等学校

福岡県 杉山　結香 県立青豊高等学校

長崎県 古里　拓馬 県立鶴南特別支援学校五島分校高等部

鹿児島県 下野　亜実 県立鶴丸高等学校

高校２年生 秋田県 門脇　七海 県立角館高等学校

千葉県 本田　葉乃佳 県立千葉女子高等学校

石川県 深井　乙斗把 県立工業高等学校

岐阜県 和田　陽菜 県立岐阜総合学園高等学校

大阪府 井上　樹那 関西福祉科学大学高等学校

和歌山県 菅原　由紗 和歌山市立和歌山高等学校

愛媛県 西村　菫 県立松山北高等学校

愛媛県 金　娜莉 県立松山南高等学校砥部分校

福岡県 盛也　茜　 九州産業大学付属九州高等学校

高校３年生 山形県 金子　夢生 米沢中央高等学校

静岡県 川村　未向 県立伊東高等学校城ケ崎分校

富山県 長谷　奏音 県立小杉高等学校

愛媛県 鎌倉　莉里子 県立今治工業高等学校


