
第31回小学生による「牛乳大すき」絵のコンクール 佳作入賞者名簿 ※敬称略

NO 題（テーマ） 学年 名前

1 牛さんと　かんぱい 1年 佐藤　葵依

2 ゆうま　ぼくじょう 盛岡市立 見前小学校 1年 久慈　悠真

3 うしさん、大きいね 盛岡市立 見前小学校 1年 櫻岡　優喜

4 ぎゅうにゅう　みんな　大すき！ 盛岡市立 見前小学校 1年 佐々木　莉心

5 うしさん、ぎゅうにゅう ありがとう 盛岡市立 見前小学校 1年 佐々木　玲來

6 うしさん モーモー 盛岡市立 見前小学校 1年 樋口　舞香

7 かぞくで　ちちしぼり 盛岡市立 見前小学校 1年 藤澤　未咲

8 おいしい　ぎゅうにゅう　ありがとう 盛岡市立 見前小学校 1年 宮　千春

9 うしと　なかよし 盛岡市立 山岸小学校 1年 阿部　直李

10 おいしそうに　ぎゅうにゅうのんでるね～！ 盛岡市立 山岸小学校 1年 井上　悠真

11 ぎゅうにゅう　おいしいな 盛岡市立 山岸小学校 1年 岡田　蘭

12 エサが大すきな うし 葛巻町立 葛巻小学校 1年 滝上　奏斗

13 おやこのうし 葛巻町立 葛巻小学校 1年 山村　繁誠

14 牛さん いつも ありがとう 花巻市立 南城小学校 1年 佐藤　美希

15 おいしい ぎゅうにゅう ありがとう 1年 昆　衣愛

16 牛乳　はやく　のみたいな 花巻市立 矢沢小学校 1年 菅原　心華

17 みんなでのもう、おいしい牛乳 北上市立 黒沢尻北小学校 1年 菊池　颯翔

18 きょうも まっていたよ、おいしい ぎゅうにゅう。 北上市立 黒沢尻東小学校 1年 青木　創志朗

19 おいしい 牛乳、ありがとう 北上市立 黒沢尻東小学校 1年 関根　芽丸

20 かっこいいうし 一関市立 花泉小学校 1年 熊谷　泰登

21 たのしい　ぼくじょう 一関市立 花泉小学校 1年 関　陽奈

22 大きな牛 一関市立 室根東小学校 1年 菅原　大翔

23 ぎゅうにゅうからつくられる 大すきなもの 陸前高田市立 高田小学校 1年 齋藤　ちとせ

24 きゅう食の牛にゅうおいしいな 盛岡市立 城北小学校 2年 三田地　夏蓮

25 うしのごはんの時間 盛岡市立 大慈寺小学校 2年 及川　こと実

26 お花ばたけできれいだね　モーモー 盛岡市立 見前小学校 2年 岩崎　志桜

27 牛のぼくじょう 盛岡市立 見前小学校 2年 及川　瑞月

学校名

岩手大学教育学部附属小学校

岩手県立花巻清風支援学校



NO 題（テーマ） 学年 名前学校名

28 元気なうしちゃん 盛岡市立 見前小学校 2年 兼平　咲凜

29 牛さん牛乳ありがとう 盛岡市立 見前小学校 2年 吉田　陽

30 牛と、わたしだけの草原 葛巻町立 葛巻小学校 2年 熊谷　茉里

31 みんな大すき ぎゅうにゅう 八幡平市立 寄木小学校 2年 伊藤　遥愛

32 牛の　ぎゅうにゅう 矢巾町立 煙山小学校 2年 及川　心幸

33 はじめて しったよ　牛にゅうが できるまで 花巻市立 桜台小学校 2年 泉田　明穂

34 牛さん、いつも ありがとう ぼく、牛乳 大すきだよ！！ 北上市立 黒沢尻西小学校 2年 足立　琥珀

35 まいあさ　牛乳！！ 北上市立 黒沢尻西小学校 2年 佐々木　丈瑠

36 モーモーレース　１とうしょう！ 奥州市立 胆沢第一小学校 2年 小野寺　桜汰

37 おいでよ ぎゅうにゅう おいしい ぼく場 奥州市立 衣里小学校 2年 菅原　陽菜

38 モ～～～っとのみたい！ 一戸町立 一戸小学校 2年 田之岡　幸輝

39 牛の親子のえがお 北上市立 江釣子小学校 3年 髙橋　晴一

40 牛のおさんぽ 北上市立 江釣子小学校 3年 藤間　光希

41 岩手の牛乳おいしいよ！ 北上市立 黒沢尻西小学校 3年 小林　史奈

42 おいしい牛乳　ありがとう 北上市立 黒沢尻西小学校 3年 中山　心紗姫

43 牛の ちちしぼり 一関市立 舞川小学校 3年 菅原　朱莉

44 牛にゅう　大すき 軽米町立 軽米小学校 3年 工藤　新菜

45 わたしの牛乳 軽米町立 軽米小学校 3年 下條　陽菜乃

46 野原の真ん中で乳しぼり 九戸村立 江刺家小学校 3年 松本　琴葉

47 牛乳のんで、みんなえがお 盛岡市立 飯岡小学校 4年 井口　詩夕

48 いっぱい　入れてね。 盛岡市立 本宮小学校 4年 澤舘　柊

49 牛と仲よく楽しい一日 北上市立 江釣子小学校 4年 後藤　風花

50 はじめての ちちしぼり 一関市立 舞川小学校 4年 千葉　結斗

51 たくさん牛乳を飲んでほしいな 九戸村立 江刺家小学校 4年 細川　亜沙

52 温泉での牛乳さいこう！！ 二戸市立 石切所小学校 4年 山口　虎太朗

53 かわいい牛さん！たくさん牛乳だしてちょうだいね！ 洋野町立 帯島小学校 5年 木村　碧彩

54 みんなで牧場見学！ 北上市立 江釣子小学校 6年 髙橋　佳穂

55 乳製品いただきます 北上市立 鬼柳小学校 6年 千田　大惺

56 のどかな牧場 陸前高田市立 米崎小学校 6年 金野　優梨
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57 牛とともに 遠野市立 宮守小学校 6年 小原　大河

58 牛乳を飲モ～！ 山田町立 豊間根小学校 6年 佐藤　希乃花


