
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４６回群馬県児童生徒 

木工工作コンクール 

群 馬 県 木 材 青 年 協 会 

群 馬 県 

 



番号 学　　　校　　　名 ふりがな 学年 氏　　　名 ふりがな 作　　　品　　　名

01 350 高崎市立上室田小学校 かみむろだ 5 黛　咲季葉 まゆずみ　さきは 八幡塚古墳
02 208 渋川市立豊秋小学校 とよあき 6 中澤　駿斗 なかざわ　しゅんと  Ｔ４ブルーインパルスTOKYO２０２０

03 384 群馬県立中央中等教育学校 ちゅうおうちゅうとう 3 猪内　孔盟 いのうち　こうめい 雄鶏と花

番号 学　　　校　　　名 ふりがな 学年 氏　　　名 ふりがな 作　　　品　　　名

04 305 高崎市立片岡小学校 かたおか 4 佐藤　丞 さとう　じょう 世界遺産白川郷
05 805 沼田市立升形小学校 ますがた 4 今井　佳斗 いまい　けいと あぶない！！アシナガバチの巣だ！！

06 386 高崎市立中尾中学校 なかお 1 猪内　悠生 いのうち　ゆうき 羽ばたくミミズク

番号 学　　　校　　　名 ふりがな 学年 氏　　　名 ふりがな 作　　　品　　　名

07 379 安中市立松井田小学校 まついだ 6 金森　大祐 かなもり　だいすけ 住んでみたい昔の家
08 228 群馬県立渋川特別支援学校　中学部 しぶかわとくべつしえん 3 冨永　童威 とみなが　とうい 恐竜ロボ（４つの恐竜が合体します）

09 385 高崎市立大類中学校 おおるい 3 羽鳥　真捺 はとり　まな ハリネズミ

  
番号 学　　　校　　　名 ふりがな 学年 氏　　　名 ふりがな 作　　　品　　　名

10 124 玉村町立玉村小学校 たまむら 4 櫛渕　そら くしぶち　そら toritoriパーク
11 118 群馬県立聾学校 ろうがっこう 6 星野　未和 ほしの　みわ ねこ未和金
12 318 高崎市立京ヶ島小学校 きょうがしま 6 千木良　悠斗 ちぎら　ゆうと アウトドア用調味料BOX

番号 学　　　校　　　名 ふりがな 学年 氏　　　名 ふりがな 作　　　品　　　名

13 618 富岡市立妙義小学校 みょうぎ 3 山﨑　丈太郎 やまざき　じょうたろう 鳥のえさ台
14 323 高崎市立乗附小学校 のつけ 5 佐伯　奏太 さえき　そうた 森の公園
15 816 沼田市立沼田北小学校 ぬまたきた 6 根岸　優志 ねぎし　ゆうし 木のごみ箱

番号 学　　　校　　　名 ふりがな 学年 氏　　　名 ふりがな 作　　　品　　　名

16 211 渋川市立橘小学校 たちばな 1 鈴木　宙青 すずき　ゆお かいぞくせんちょうのたからばこ

17 620 甘楽町立福島小学校 ふくしま 2 相川　聖奈 あいかわ　せな おりたためるテーブル
18 115 前橋市立時沢小学校 ときざわ 4 若林　瑛翔 わかばやし　えいと 翔んでいるぼくの心

番号 学　　　校　　　名 ふりがな 学年 氏　　　名 ふりがな 作　　　品　　　名

19 610 富岡市立額部小学校 ぬかべ 4 齋藤　陽天 さいとう　ひそら 鳥のえさ台
20 839 昭和村立南小学校 みなみ 4 清水　智嗣 しみず　ともつぐ 雷炎黒
21 334 高崎市立車郷小学校 くるまさと 5 福島　颯眞 ふくしま　そうま さお立て

番号 学　　　校　　　名 ふりがな 学年 氏　　　名 ふりがな 作　　　品　　　名

22 339 高崎市立金古南小学校 かねこみなみ 3 松本　和紀 まつもと　かずき ぼくの未来のあい車
23 903 太田市立城西小学校 じょうさい 3 髙橋　歩夢 たかはし　あゆむ　 消防署
24 834 みなかみ町立水上小学校 みなかみ 6 畠山　空 はたけやま　そら 火起こし機

番号 学　　　校　　　名 ふりがな 学年 氏　　　名 ふりがな 作　　　品　　　名

25 811 沼田市立薄根小学校 うすね 3 東　蓮桜 あずま　れお ゆめのかんらん車
26 103 前橋市立若宮小学校 わかみや 4 村田　あおい むらた　おあい 夏の小物入れ
27 615 富岡市立高田小学校 たかた 6 小島　椛 こじま　もみじ おしゃれなカレンダー

番号 学　　　校　　　名 ふりがな 学年 氏　　　名 ふりがな 作　　　品　　　名

28 701 中之条町立中之条小学校 なかのじょう 2 一場　治慶 いちば　はるちか ダイオウグソクムシ
29 823 片品村立片品小学校 かたしな 2 吉野　朝陽 よしの　あさひ ヒラタクワガタ
30 129 前橋市立鎌倉中学校 かまくら 2 大山　洸道 おおやま　ひろみち キャンプ用キッチンセット入れ

◎関東森林管理局長賞

◎群馬県木材組合連合会会長賞

◎群馬県森林組合連合会会長賞

◎群馬県素材生産流通協同組合理事長賞

◎上毛新聞社賞

◎朝日新聞社賞

◎毎日新聞社賞

◎群馬県議会議長賞

第４６回群馬県児童生徒木工工作コンクール入賞者名簿

◎群馬県知事賞

◎群馬県教育長賞



番号 学　　　校　　　名 ふりがな 学年 氏　　　名 ふりがな 作　　　品　　　名

31 611 富岡市立小野小学校 おの 2 五十嵐　陽汰 いがらし　ひなた クワバコ
32 371 安中市立東横野小学校 ひがしよこの 5 富岡　直刃 とみおか　すぐは 重戦車「オニ」
33 802 沼田市立沼田小学校 ぬまた 5 石井　結妃 いしい　ゆうひ 手作り木琴

番号 学　　　校　　　名 ふりがな 学年 氏　　　名 ふりがな 作　　　品　　　名

34 603 富岡市立西小学校 にし 2 村田　倫太郎 むらた　りんたろう サッカーボールライト
35 207 渋川市立豊秋小学校 とよあき 4 関口　結月 せきぐち　ゆづき 調味料入れ
36 365 安中市立安中小学校 あんなか 5 伊藤　承子 いとう　ことこ 絵合わせパズル

番号 学　　　校　　　名 ふりがな 学年 氏　　　名 ふりがな 作　　　品　　　名

37 817 沼田市立白沢小学校 しらさわ 3 田中　亜嵐 たなか　あらん 虫のひょう本
38 202 渋川市立渋川北小学校 しぶかわきた 6 石川　舞人 いしかわ　まいと Tiger１
39 369 安中市立磯部小学校 いそべ 6 磯野　太志 いその　たいし 旧安中藩　武家長屋

番号 学　　　校　　　名 ふりがな 学年 氏　　　名 ふりがな 作　　　品　　　名

40 329 高崎市立鼻高小学校 はなだか 2 後藤　聡太 ごとう　そうた ぼくのまち
41 807 沼田市立利南東小学校 となみひがし 4 宮田　真名 みやた　まな 流木のランプ
42 306 高崎市立片岡小学校 かたおか 6 杉田　蒼偲 すぎた　そうし 木のリヤカーラーメン屋台

番号 学　　　校　　　名 ふりがな 学年 氏　　　名 ふりがな 作　　　品　　　名

43 343 高崎市立桜山小学校 さくらやま 1 富樫　柚牙 とがし　ゆうが 海の思い出の船
44 337 高崎市立金古小学校 かねこ 3 都倉　真央 とくら　まお  はにわと一緒にタブレット学習

45 804 沼田市立沼田東小学校 ぬまたひがし 6 髙橋　幸世 たかはし　こうせい マスクがけ付きハンガー

番号 学　　　校　　　名 ふりがな 学年 氏　　　名 ふりがな 作　　　品　　　名

46 113 前橋市立笂井小学校 うつぼい 4 小平　正幸 こだいら　まさゆき スギの木のポスト
47 110 前橋市立永明小学校 えいめい 6 鈴木　妃海 すずき　ひうな 中がかくれるゴミ箱
48 130 前橋市立前橋特別支援学校　中学部 しりつまえばし 3 早乙女　碧哉 そうとめ　りくや いぬのごはんテーブル

番号 学　　　校　　　名 ふりがな 学年 氏　　　名 ふりがな 作　　　品　　　名

49 502 藤岡市立鬼石小学校 おにし 1 森　晴菜 もり　はるな ぺんとれー
50 311 高崎市立八幡小学校 やわた 3 佐藤　亜琥亜 さとう　あくあ バイクでドライブ
51 704 東吾妻町立太田小学校 おおた 6 中野　美空 なかの　みく 祖母への花台
52 812 沼田市立薄根小学校 うすね 6 片山　和 かたやま　まどか ツリーハウス

◎参加数
参加学校数　　 　　　１１８校　（小学校　　１１１校、中学校　  ７校）
学校代表作品数　　 　２２２点　（小学校　　２１４点、中学校　  ８点）
応募作品数　 　　３，３９１点　（小学校３，３８０点、中学校　　１１点）

◎奨励賞

◎エフエム群馬賞

◎群馬県ウッドクラフト作家協会会長賞

◎群馬県木材青年協会会長賞

◎群馬テレビ賞

◎読売新聞社賞

◎NHK前橋放送局賞



八幡塚古墳

黛　咲季葉（まゆずみ　さきは）

高崎市立上室田小学校 ５年

Ｔ４ブルーインパルスTOKYO２０２０

中澤　駿斗（なかざわ　しゅんと）

渋川市立豊秋小学校 ６年

雄鶏と花

猪内　孔盟（いのうち　こうめい）

群馬県立中央中等教育学校 ３年

群馬県知事賞（３作品）



世界遺産白川郷

佐藤　丞（さとう　じょう）

高崎市立片岡小学校 ４年

あぶない！！アシナガバチの巣だ！！

今井　佳斗（いまい　けいと）

沼田市立升形小学校 ４年

羽ばたくミミズク

猪内　悠生（いのうち　ゆうき）

高崎市立中尾中学校 １年

群馬県議会議長賞（３作品）



住んでみたい昔の家

金森　大祐（かなもり　だいすけ）

安中市立松井田小学校 ６年

恐竜ロボ（４つの恐竜が合体します）

冨永　童威（とみなが　とうい）

群馬県立渋川特別支援学校　中学部 ３年

ハリネズミ

羽鳥　真捺（はとり　まな）

高崎市立大類中学校 ３年

群馬県教育長賞（３作品）



toritoriパーク

櫛渕　そら（くしぶち　そら）

玉村町立玉村小学校 ４年

ねこ未和金

星野　未和（ほしの　みわ）

群馬県立聾学校 ６年

アウトドア用調味料BOX

千木良　悠斗（ちぎら　ゆうと）

高崎市立京ヶ島小学校 ６年

関東森林管理局局長賞（３作品）



群馬県木材組合連合会会長賞（３作品） 群馬県森林組合連合会会長賞（３作品）

鳥のえさ台 かいぞくせんちょうのたからばこ

山﨑　丈太郎（やまざき　じょうたろう） 鈴木　宙青（すずき　ゆお）

富岡市立妙義小学校 ３年 渋川市立橘小学校 １年

森の公園 おりたためるテーブル

佐伯　奏太（さえき　そうた） 相川　聖奈（あいかわ　せな）

高崎市立乗附小学校 ５年 甘楽町立福島小学校 ２年

木のごみ箱 翔んでいるぼくの心

根岸　優志（ねぎし　ゆうし） 若林　瑛翔（わかばやし　えいと）

沼田市立沼田北小学校 ６年 前橋市立時沢小学校 ４年



群馬県素材生産流通協同組合理事長賞（３作品） 上毛新聞社賞（３作品）

鳥のえさ台 ぼくの未来のあい車

齋藤　陽天（さいとう　ひそら） 松本　和紀（まつもと　かずき）

富岡市立額部小学校 ４年 高崎市立金古南小学校 ３年

雷炎黒 消防署

清水　智嗣（しみず　ともつぐ） 髙橋　歩夢（たかはし　あゆむ　）

昭和村立南小学校 ４年 太田市立城西小学校 ３年

さお立て 火起こし機

福島　颯眞（ふくしま　そうま） 畠山　空（はたけやま　そら）

高崎市立車郷小学校 ５年 みなかみ町立水上小学校 ６年



朝日新聞社賞（３作品） 毎日新聞社賞（３作品）

ゆめのかんらん車 ダイオウグソクムシ

東　蓮桜（あずま　れお） 一場　治慶（いちば　はるちか）

沼田市立薄根小学校 ３年 中之条町立中之条小学校 ２年

夏の小物入れ ヒラタクワガタ

村田　あおい（むらた　おあい） 吉野　朝陽（よしの　あさひ）

前橋市立若宮小学校 ４年 片品村立片品小学校 ２年

おしゃれなカレンダー キャンプ用キッチンセット入れ

小島　椛（こじま　もみじ） 大山　洸道（おおやま　ひろみち）

富岡市立高田小学校 ６年 前橋市立鎌倉中学校 ２年



読売新聞社賞（３作品） NHK前橋放送局賞（３作品）

クワバコ サッカーボールライト

五十嵐　陽汰（いがらし　ひなた） 村田　倫太郎（むらた　りんたろう）

富岡市立小野小学校 ２年 富岡市立西小学校 ２年

重戦車「オニ」 調味料入れ

富岡　直刃（とみおか　すぐは） 関口　結月（せきぐち　ゆづき）

安中市立東横野小学校 ５年 渋川市立豊秋小学校 ４年

手作り木琴 絵合わせパズル

石井　結妃（いしい　ゆうひ） 伊藤　承子（いとう　ことこ）

沼田市立沼田小学校 ５年 安中市立安中小学校 ５年



群馬テレビ賞（３作品） エフエム群馬賞（３作品）

虫のひょう本 ぼくのまち

田中　亜嵐（たなか　あらん） 後藤　聡太（ごとう　そうた）

沼田市立白沢小学校 ３年 高崎市立鼻高小学校 ２年

Tiger１ 流木のランプ

石川　舞人（いしかわ　まいと） 宮田　真名（みやた　まな）

渋川市立渋川北小学校 ６年 沼田市立利南東小学校 ４年

旧安中藩　武家長屋 木のリヤカーラーメン屋台

磯野　太志（いその　たいし） 杉田　蒼偲（すぎた　そうし）

安中市立磯部小学校 ６年 高崎市立片岡小学校 ６年



群馬県ウッドクラフト作家協会会長賞（３作品） 群馬県木材青年協会会長賞（３作品）

海の思い出の船 スギの木のポスト

富樫　柚牙（とがし　ゆうが） 小平　正幸（こだいら　まさゆき）

高崎市立桜山小学校 １年 前橋市立笂井小学校 ４年

はにわと一緒にタブレット学習 中がかくれるゴミ箱

都倉　真央（とくら　まお） 鈴木　妃海（すずき　ひうな）

高崎市立金古小学校 ３年 前橋市立永明小学校 ６年

マスクがけ付きハンガー いぬのごはんテーブル

髙橋　幸世（たかはし　こうせい） 早乙女　碧哉（そうとめ　りくや）

沼田市立沼田東小学校 ６年 前橋市立前橋特別支援学校　中学部 ３年



ぺんとれー 祖母への花台

森　晴菜（もり　はるな） 中野　美空（なかの　みく）

藤岡市立鬼石小学校 １年 東吾妻町立太田小学校 ６年

バイクでドライブ ツリーハウス

佐藤　亜琥亜（さとう　あくあ） 片山　和（かたやま　まどか）

高崎市立八幡小学校 ３年 沼田市立薄根小学校 ６年

奨励賞（4作品）


