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２０１９年１２月２日 

株式会社 阿波銀行 

 

「阿波銀プラザ」特別展示『“Future Design 徳島”絵画コンテスト』 

受賞作品発表について 

 

阿波銀行（頭取 長岡奨）は、本店営業部の新築移転にともなうオープン記念として本年８月から

学生向けの絵画コンテストを開催しておりましたが、受賞作品および表彰式の概要が決定いたしまし

たので、お知らせします。 

 本コンテストは、徳島の良さを再発見してもらうことを目的に、徳島県内在住・在学の小学生から

大学・専門学校生を対象として募集し、夢と希望にあふれた２１０点に上る応募をいただきました。

これらの応募作品の中から、１１月１３日（水）に開催された審査会において厳正な審査を行い、受

賞作品が決定されました。入賞作品の展示および表彰式を下記の日程で行いますので、多数のご来場

をお待ちしております。 

 

 

記 

 

１．入賞作品の展示期間について 

      展示期間 ： ２０２０年２月１日（土）～２０２０年２月２４日（月） 

      展示場所 ： 阿波銀行本店営業部２・３階 阿波銀プラザ 

（徳島市東新町１丁目２９番地） 

 

 

２．表彰式について 

      日 時 ： ２０２０年２月１日（土）１０：００～ 

      場 所 ： 阿波銀行本店営業部３階（徳島市東新町１丁目２９番地） 

            ※詳細については入賞者宛に案内状を発送します。 

※表彰式に参加されない方々の賞品につきましては、表彰式開催後に 

郵送させていただきます。 

 

 

以  上 

 



（敬称略）

賞 部門 学校 ふりがな 名前

頭取賞 小学生高学年 川内北小学校 5 年生 みさわ　りお 三澤　莉央

美術家協会賞 大学・専門学生 四国大学 3 年生 たけうち　めい 竹内　萌衣

金賞 小学生低学年 新町小学校 1 年生 わだ　みゆ 和田　実結

金賞 小学生高学年 鳴門教育大学附属小学校 5 年生 たにむら　そうすけ 谷村　聡介

金賞 中学生 小松島南中学校 2 年生 ふくずみ　まりん 福住　茉梨

金賞 高校生 富岡西高校 1 年生 おおした　なごみ 大下　和

金賞 大学・専門学生 四国大学 1 年生 あいはら　ゆうか 相原　佑香

銀賞 小学生低学年 加茂名小学校 3 年生 いとう　ここな 井藤　心和

銀賞 小学生高学年 助任小学校 5 年生 しま　こうへい 志摩　浩平

銀賞 中学生 鳴門市第一中学校 1 年生 ふくい　あおい 福井　碧

銀賞 高校生 徳島北高校 1 年生 すぎもと　りさ 杉本　理紗

銀賞 大学・専門学生 四国大学 4 年生 ふくい　ももな 福井　桃菜

銅賞 小学生低学年 国府小学校 2 年生 おにし　あおい 尾西　碧

銅賞 小学生低学年 助任小学校 2 年生 おおぬま　ゆうと 大沼　祐斗

銅賞 小学生低学年 富田小学校 2 年生 むらべ　まりこ 村部　麻里子

銅賞 小学生低学年 鳴門第一小学校 3 年生 つかはら　しんすけ 塚原　進佑

銅賞 小学生低学年 助任小学校 3 年生 やまなか　はるた 山中　遥太

銅賞 小学生高学年 内町小学校 4 年生 ふじたき　じょうじ 藤滝　丈士

銅賞 小学生高学年 喜来小学校 4 年生 きたおか　ゆうと 北岡　優乙

銅賞 小学生高学年 加茂名南小学校 5 年生 おかもと　つよし 岡本　強志

銅賞 小学生高学年 鳴門第一小学校 5 年生 すぎもと　はるか 杉本　陽香

銅賞 小学生高学年 川内北小学校 5 年生 なかい　みゆう 中井　美優

銅賞 中学生 鳴門市第一中学校 1 年生 てらにし　りこ 寺西　梨湖

銅賞 中学生 鳴門市第一中学校 1 年生 なかの　みゆ 中野　心優

銅賞 中学生 鳴門市第一中学校 2 年生 すぎもと　まい 杉本　真唯

銅賞 中学生 生光学園中学校 3 年生 とくの　ゆうひ 徳野　雄飛

銅賞 中学生 小松島南中学校 3 年生 よしもと　かずは 葭本　和波

銅賞 高校生 徳島市立高校 1 年生 まえだ　ゆうは 前田　優羽

銅賞 高校生 城ノ内高校 2 年生 ふなこし　みゆき 舟越　美由紀

銅賞 大学・専門学生 四国大学 1 年生 さかた　ななみ 坂田　七海

銅賞 大学・専門学生 四国大学 3 年生 たかい　なお 髙井　奈穂

学年



賞 部門 学校 ふりがな 名前学年

銅賞 大学・専門学生 四国大学 3 年生 こむら　ともみ 小村　智美

銅賞 大学・専門学生 四国大学 3 年生 うめもと　あやめ 梅本　あやめ

銅賞 大学・専門学生 四国大学 4 年生 たなか　あやの 田中　綾乃

優秀賞 小学生低学年 論田小学校 2 年生 ますだ　さくら 増田　さくら

優秀賞 小学生低学年 桑島小学校 2 年生 もりもと　ななみ 森本　奈那美

優秀賞 小学生低学年 助任小学校 2 年生 しのみや　まつり 四宮　茉莉

優秀賞 小学生低学年 助任小学校 2 年生 ふくもと　はる 福本　早留

優秀賞 小学生低学年 助任小学校 2 年生 やまのい　ゆうき 山野井　佑樹

優秀賞 小学生低学年 川内南小学校 3 年生 たつもと　あおい 立本　葵唯

優秀賞 小学生低学年 北島北小学校 3 年生 もとき　たいちろう 元木　太一朗

優秀賞 小学生低学年 鳴門教育大学附属小学校 3 年生 すぎもと　かほ 杉本　果穂

優秀賞 小学生低学年 千松小学校 3 年生 やなぎはら　いちか 柳原　苺香

優秀賞 小学生低学年 鳴門市第一小学校 3 年生 まつなが　はやと 松永　隼門

優秀賞 小学生低学年 助任小学校 3 年生 ほり　こうき 堀　琥稀

優秀賞 小学生高学年 鳴門教育大学附属小学校 4 年生 ゆあさ　りの 湯浅　梨乃

優秀賞 小学生高学年 鴨島小学校 4 年生 せのお　そうや 妹尾　宗弥

優秀賞 小学生高学年 南小松島小学校 4 年生 とよた　こうへい 豊田　晄平

優秀賞 小学生高学年 鳴門第一小学校 5 年生 さが　ゆういち 佐賀　悠一

優秀賞 小学生高学年 八万南小学校 6 年生 みやもと　しんや 宮本　慎也

優秀賞 小学生高学年 国府小学校 6 年生 しおた　まどか 塩田　円香

優秀賞 小学生高学年 高原小学校 6 年生 かしはら　ゆうた 樫原　優太

優秀賞 小学生高学年 南小松島小学校 6 年生 とよた　さら 豊田　紗良

優秀賞 小学生高学年 新町小学校 6 年生 ふじもと　なつみ 藤本　夏未

優秀賞 中学生 徳島中学校 1 年生 あかざわ　りお 赤澤　理央

優秀賞 中学生 徳島中学校 1 年生 よねだ　しおり 米田　志桜里

優秀賞 中学生 阿南第一中学校 1 年生 つるは　ここ 鶴羽　胡々

優秀賞 中学生 南部中学校 1 年生 かいじま　こうみ 貝島　光美

優秀賞 中学生 富岡東中学校 1 年生 こまつ　れいな 小松　令奈

優秀賞 中学生 城ノ内中学校 1 年生 まつい　みさき 松井　美咲希

優秀賞 中学生 城ノ内中学校 1 年生 もり　ゆずの 森　柚乃

優秀賞 中学生 川内中学校 1 年生 すが　あやか 菅　絢花

優秀賞 中学生 川内中学校 2 年生 やまがみ　りな 山上　りな



賞 部門 学校 ふりがな 名前学年

優秀賞 中学生 阿南第一中学校 2 年生 にしの　はるか 西野　晴香

優秀賞 中学生 福井中学校 2 年生 いわさ　まお 岩浅　真緒

優秀賞 中学生 国府中学校 2 年生 はやし　ゆうか 林　優花

優秀賞 中学生 小松島南中学校 3 年生 いわもと　このは 岩本　紅葉

優秀賞 中学生 城東中学校 3 年生 なかにし　ほのか 中西　ほのか

優秀賞 中学生 鳴門教育大学附属中学校 3 年生 やまなか　ゆずき 山中　柚季

優秀賞 高校生 徳島文理高校 1 年生 にき　ももか 仁木　萌々香

優秀賞 高校生 徳島文理高校 1 年生 しま　ありさ 島　ありさ

優秀賞 高校生 城ノ内高校 1 年生 ふくい　はやと 福井　颯人

優秀賞 大学・専門学生 穴吹調理デザインビューティカレッジ 1 年生 くわうち　あすか 桒内　明日香

優秀賞 大学・専門学生 穴吹調理デザインビューティカレッジ 1 年生 かがやま　あやの 加賀山　綺乃

優秀賞 大学・専門学生 穴吹調理デザインビューティカレッジ 1 年生 おはら　はやと 小原　颯斗

優秀賞 大学・専門学生 穴吹調理デザインビューティカレッジ 1 年生 やました　たかふみ 山下　貴史

優秀賞 大学・専門学生 穴吹調理デザインビューティカレッジ 1 年生 なにわ　なな 浪花　虹

優秀賞 大学・専門学生 穴吹調理デザインビューティカレッジ 1 年生 ゆあさ　まなみ 湯浅　まなみ

優秀賞 大学・専門学生 穴吹調理デザインビューティカレッジ 1 年生 おおもり　かつや 大森　克哉

優秀賞 大学・専門学生 穴吹調理デザインビューティカレッジ 1 年生 すみだ　ゆい 住田　結衣

優秀賞 大学・専門学生 四国大学 1 年生 あいはら　りょう 粟飯原　稜

優秀賞 大学・専門学生 穴吹調理デザインビューティカレッジ 2 年生 すざき　かずさ 須崎　上総

優秀賞 大学・専門学生 四国大学 2 年生 くろかわ　なみ 黒川　奈美

優秀賞 大学・専門学生 四国大学 4 年生 くにひさ　まい 國久　真依


