
振興局名 氏名 学校名 学年

1 県北 目黒　葵依 福島市立福島第一中学校 ３年

2 県北 長井　楓香 本宮市立本宮第二中学校 ２年

3 県北 鈴木　詩子 福島市立福島第三中学校 ３年

4 県北 門馬　裕佳 二本松市立岩代中学校 １年

5 県北 坂入　拓美 大玉村立大玉中学校 ２年

6 県北 本多　未奈 二本松市立二本松第一中学校 ３年

7 県北 齋藤　夕梨香 二本松市立二本松第一中学校 ３年

8 県北 渡邉　杏 大玉村立大玉中学校 ３年

9 県北 秋葉　月菜子 本宮市立本宮第一中学校 ２年

10 県北 原井　康志 本宮市立本宮第一中学校 ２年 県北１０点

11 県中 渡邉　華以 須賀川市立第一中学校 ３年

12 県中 五十嵐　みなみ 須賀川市立第一中学校 １年

13 県中 永沼　紗矢香 石川町立石川中学校 ３年

14 県中 佐川　朱音 石川町立石川中学校 ３年

15 県中 渡邉　莉央 須賀川市立第一中学校 １年

16 県中 弓田　純 須賀川市立第一中学校 ２年

17 県中 山田　乃愛 須賀川市立第一中学校 ２年

18 県中 白坂　優妃 浅川町立浅川中学校 ３年

19 県中 江田　美鈴 浅川町立浅川中学校 ３年 県中９点

20 県南 グメラ　ヤリ 白河市立白河中央中学校 ３年

21 県南 小幡　雛乃 矢吹町立矢吹中学校 １年

22 県南 有賀　彩夏 西郷村立西郷第二中学校 ３年

23 県南 常恒　好智 矢吹町立矢吹中学校 ２年

24 県南 和知　桃香 西郷村立西郷第一中学校 ３年

25 県南 甲斐　伸衣 西郷村立西郷第二中学校 ３年

26 県南 東海林　乃愛 西郷村立西郷第二中学校 ３年 県南７点

27 会津 福西　彩花 会津若松市立第三中学校 １年

28 会津 鈴木　夏樹 猪苗代町立東中学校 ３年

29 会津 小林　希 湯川村立湯川中学校 １年

30 会津 酒井　奏美 北塩原村立裏磐梯中学校 １年

31 会津 佐藤　有 喜多方市立高郷中学校 １年

32 会津 加藤　美怜 喜多方市立会北中学校 ２年

33 会津 小林　明日香 湯川村立湯川中学校 １年

34 会津 物江　こころ 北塩原村立裏磐梯中学校 ３年

平成２９年度福島県愛鳥週間ポスターコンクール
地方振興局長賞受賞者一覧（中学校の部）

1 / 2 ページ



振興局名 氏名 学校名 学年

平成２９年度福島県愛鳥週間ポスターコンクール
地方振興局長賞受賞者一覧（中学校の部）

35 会津 酒井　美咲 北塩原村立裏磐梯中学校 ３年

36 会津 鈴木　理孔 湯川村立湯川中学校 １年 会津１０点

37 南会津 藤原　世望 南会津町立舘岩中学校 １年 南会津１点

38 相双 荒　しおり 相馬市立向陽中学校 １年

39 相双 佐藤　洵 相馬市立向陽中学校 ２年

40 相双 蔭山　愛乃 相馬市立向陽中学校 ３年

41 相双 法村　南美 相馬市立向陽中学校 ３年

42 相双 佐藤　陸斗 新地町立尚英中学校 ３年

43 相双 吉田　朋香 相馬市立向陽中学校 ２年

44 相双 高玉　奈々海 相馬市立向陽中学校 ２年

45 相双 持舘　望英 相馬市立向陽中学校 ２年

46 相双 荒井　ひより 新地町立尚英中学校 １年

47 相双 門馬　美優 南相馬市立石神中学校 １年 相双１０点

48 いわき 曽根原　美雨 いわき市立中央台南中学校 ３年

49 いわき 岩崎　真佳 いわき市立内郷第三中学校 ２年

50 いわき 永島　なお いわき市立中央台南中学校 ３年

51 いわき 横田　彩夏 いわき市立平第二中学校 １年

52 いわき 猪瀬　弥来 いわき市立平第一中学校 ２年

53 いわき 依田　京士 いわき市立中央台北中学校 ２年

54 いわき 中里　優花 いわき市立泉中学校 ２年

55 いわき 齋藤　睦月 いわき市立中央台南中学校 １年

56 いわき 石井　花音 いわき市立中央台北中学校 ３年 いわき９点
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