
最優秀賞

番号 氏　名 ふりがな 学校名 学年 題　　　材

1 川村　空 かわむら　そら 川崎市立はるひ野中学校 3 十二神将立像「戌神」【東京国立博物館】

2 芦塚　昊 あしづか　こう 鎌倉市立玉縄中学校 1 木造彩色水月観音坐像【鎌倉市】

優秀賞

番号 氏　名 ふりがな 学校名 学年 題　　　材

3 白井　瑞希 しらい　みずき 川崎市立南生田中学校 3 三十三間堂 千手観音坐像（千体千手観音立像）【京都府京都市】

4 柏木　琴音 かしわぎ　ことね 厚木市立睦合中学校 2 三十三間堂 風神像 雷神像【京都府京都市】

5 藤井　愛莉 ふじい　あいり 大磯町立国府中学校 2 旧山田寺仏頭【奈良県奈良市】

6 野谷　美織 のや　みおり 二宮町立二宮中学校 3 空也上人立像【京都府京都市】

入賞

番号 氏　名 ふりがな 学校名 学年 題　　　材

7 伊藤　さつき いとう　さつき 横浜市立東鴨居中学校 3 石見神楽【島根県浜田市】

8 菊地　絢千 きくち　あやか 横浜市立東鴨居中学校 3 厳島神社【広島県廿日市市】

9 荻沼　香帆 おぎぬま　かほ 川崎市立渡田中学校 3 梵天像（東寺）【京都府京都市】

10 宇佐美　心悠 うさみ　みゆう 川崎市立はるひ野中学校 3 金剛力士像（仁王像）【奈良県奈良市】

11 三澤　佑伎乃 みさわ　ゆきの 相模原市立旭中学校 2 獅子舞【東京都板橋区】

12 臼井　彩華 うすい　あやか 相模原市立中央中学校 3 伏見稲荷大社【京都府京都市】

13 鈴木　実咲生 すずき　みさき 相模原市立鵜野森中学校 2 大日野原遺跡出土の人体文深鉢形土器【相模原市中央区】

14 岩本　真央 いわもと　まお 横須賀市立池上中学校 3
前方後円墳、富士山、埴輪（馬）、称名寺の反橋、厳島神社、能面（翁）
【大阪府、広島県、京都府など】

15 池上　穂花 いけがみ　ほのか 横須賀市立池上中学校 3 鶴岡八幡宮【鎌倉市】

16 若菜　快周 わかな　かいしゅう 鎌倉市立玉縄中学校 3 三猿【栃木県日光市】

17 池田　櫂 いけだ　かい 鎌倉市立玉縄中学校 3
天然記念物（ニホンカワウソ・カモシカ・トキ・オオサンショウウオ・
アホウドリ）

18 奥山　怜治 おくやま れいじ 鎌倉市立玉縄中学校 3 高徳院鎌倉大仏【鎌倉市】

19 関野　夏海 せきの　なつみ 鎌倉市立玉縄中学校 3 上三之町【岐阜県高山市】

20 渡部　雲海 わたなべ　もか 鎌倉市立玉縄中学校 3 鳥獣人物戯画【京都府京都市】

21 吉田　弦 よしだ　げん 鎌倉市立玉縄中学校 1 鎌倉文学館【鎌倉市】

22 山内　琉花 やまうち　るか 藤沢市立鵠沼中学校 2 高徳院大仏【鎌倉市】

23 久保　陽菜乃 くぼ　ひなの 厚木市立厚木中学校 3 東大寺大仏【奈良県奈良市】

24 小菅　幸祐 こすげ　ゆきひろ 厚木市立藤塚中学校 1 荻野神社【厚木市】

25 坂本　杏那 さかもと　あんな 平塚市立大野中学校 2 豊作を願う豊八幡神社のお祭り【平塚市】

26 伊藤　理緒 いとう　りお 伊勢原市立成瀬中学校 3 大山・薪能【伊勢原市】

27 飯山　すみれ いいやま　すみれ 二宮町立二宮中学校 3 不動明王、菩薩半跏像、鎌倉大仏【京都府、奈良県、鎌倉市】

28 石井　崇真 いしい　しゅうま 二宮町立二宮中学校 3 相模人形芝居（下中座）国重要無形民俗文化財【小田原市】

29 関河　輝 せきかわ　ひかる 二宮町立二宮中学校 3 歌舞伎

30 島田　脩汰 しまだ　しゅうた 二宮町立二宮中学校 2 タンチョウ・オオサンショウウオ・カモシカ【北海道ほか】

31 古谷　彩音 ふるや　あやね 小田原市立酒匂中学校 1 日本の美 小袖白綾地秋草模様【東京国立博物館】

32 権瓶　美由樹 ごんぺい　みゆき 小田原市立城北中学校 3 鎌倉大仏【鎌倉市】

33 矢内　芭南 やない　はな 横浜隼人中学校 2 福源山明月院【鎌倉市】

34 佐々木　美緒 ささき　みお 横浜隼人中学校 2 横浜市開港記念会館【横浜市中区】

35 竹山　翔馬 たけやま　しょうま 日本大学藤沢中学校 2 弥勒菩薩立像【横浜市金沢区】

36 斎賀　ひより さいが　ひより 相洋中学校 3 鶴岡八幡宮【鎌倉市】

※　○はテーマ２「私のまちの文化財」より選出

　「わたしたちの文化財」部門　 入賞者一覧
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最優秀賞

番号 氏　名 ふりがな 学校名 学年 題　　　材

1 渡辺　莉子 わたなべ　りこ 鎌倉市立玉縄中学校 2 銅造阿弥陀如来坐像、鶴岡八幡宮上宮、江ノ電、閻魔像

優秀賞

番号 氏　名 ふりがな 学校名 学年 題　　　材

2 齋藤　真奈 さいとう　まな 横浜市立南中学校 3 鎌倉大仏、切通し、杉本寺

3 齋藤　裕菜 さいとう　ゆうな 川崎市立南生田中学校 3 銅造阿弥陀如来坐像、鶴岡八幡宮本宮、大鳥居（一の鳥居）

4 川上　絢矢奈 かわかみ　あやな 鎌倉市立玉縄中学校 2 鶴岡八幡宮

5 三木　健翔 みき　けんと 二宮町立二宮中学校 2 鎌倉大仏殿跡、鶴岡八幡宮、銭洗弁財天

6 近藤　えみ こんどう　えみ 日本大学藤沢中学校 2 鎌倉大仏、鶴岡八幡宮

入賞

番号 氏　名 ふりがな 学校名 学年 題　　　材

7 大澤　朱紅 おおさわ　しゅく 横浜市立豊田中学校 3 明月院境内

8 齊藤　詩木 さいとう　うたき 相模原市立大野北中学校 2 明月院（円窓、花想い地蔵）

9 関　夏芽 せき　なつめ 相模原市立鵜野森中学校 1 高徳院 銅造阿弥陀如来坐像（鎌倉大仏）

10 鈴木　りほ すずき　りほ 厚木市立睦合中学校 2 江ノ電、花手水、江ノ島、鎌倉彫、鎌倉大仏

11 小倉　日向 おぐら　ひゅうが 伊勢原市立成瀬中学校 3 鶴岡八幡宮

12 百武　暁 ひゃくたけ　あきら 大磯町立国府中学校 3 鎌倉の大仏

13 加納　沙来 かのう　さら 二宮町立二宮中学校 3 高徳院大仏

14 調子　結大 ちょうし　ゆうだい 二宮町立二宮中学校 3 鎌倉大仏

15 中澤　杏佳 なかざわ　ももか 二宮町立二宮中学校 2 良縁地蔵

16 石井　菜々子 いしい　ななこ 小田原市立城北中学校 3 建長寺

　「世界遺産登録をめざす鎌倉」部門　 入賞者一覧




