
賞 氏名 学年 学校名 タイトル
1 教育長賞 谷田貝友香 3 牧野原中学校 粋ぬかなきゃあ、意味がない
2 博物館長賞 尾澤陽真李 4 牧野原小学校 天照大御神
3 博物館長賞 平原小鈴 6 寒風台小学校 清州城
4 博物館長賞 飯村莉帆 2 市立松戸高校 大正時代
5 優秀賞 相馬杏浬 3 小金小学校 篤姫の未来
6 優秀賞 古越光稀 4 六実第二小学校 大好きな坂本龍馬
7 優秀賞 久保田瑞葉 4 北部小学校 縄文時代
8 優秀賞 池田多紅美 5 旭町小学校 雷門
9 優秀賞 佐鳥一葉 6 北部小学校 一の谷の戦い

10 優秀賞 野村みゆきジャスミン 6 小金小学校 郷土の誇り　伊能忠敬
11 優秀賞 内田乙穂 6 寒風台小学校 今へと伝わる日本の文化　銀閣寺
12 優秀賞 鈴木里奈 6 旭町小学校 日本最大の銅鐸
13 優秀賞 東　純麗 1 六実中学校 江戸の町の少女
14 優秀賞 深澤陽南乃 2 第四中学校 江戸の文化
15 優秀賞 佐原希海 3 第五中学校 歴史の輝き
16 優秀賞 高原晴日 3 第四中学校 花魁
17 優秀賞 池田新奈 3 第四中学校 富嶽三十六景
18 優秀賞 川畑瑠唯 3 和名ヶ谷中学校 花魁
19 優秀賞 山口陽菜 1 市立松戸高校 昭和
20 優秀賞 大井凉花 2 市立松戸高校 大正時代
21 佳作 山二　優 3 稔台小学校 むらさき式部
22 佳作 清水深希 4 中部小学校 花火と戸定邸
23 佳作 河内陽輝 4 中部小学校 関東の覇者　北条氏康
24 佳作 瀬川　希 4 東松戸小学校 弱き者を助ける平将門
25 佳作 田沼彩華 5 旭町小学校 四季折々・原爆ドーム
26 佳作 松川力也 6 中部小学校 首里城
27 佳作 櫛田侑希 6 矢切小学校 戦国武将・上杉謙信
28 佳作 後藤　蓮 6 旭町小学校 一人立ち獅子舞
29 佳作 伊藤小雪 6 旭町小学校 戦国世界
30 佳作 杉山　凛 6 松ヶ丘小学校 紅葉したカエデと小川に祈りを込めて
31 佳作 漆畑泰輝 6 寒風台小学校 井伊の赤おに（井伊直正）
32 佳作 卯　由嘉 6 寒風台小学校 昔の土器
33 佳作 石井葉琉万 6 寒風台小学校 桜・熊本城
34 佳作 清水野々花 6 大橋小学校 邪馬台国の女王卑弥呼
35 佳作 齊藤凛桜 6 小金北小学校 鐙（馬具）
36 佳作 武藤凛音 6 栗ヶ沢小学校 戦いの前
37 佳作 竹下里奈 6 常盤平第三小学校 昭和の常盤平団地
38 佳作 天羽亮羽 6 聖徳大学附属小学校 縄文・自然の恵み
39 佳作 長久保諒成 6 小山小学校（流山） 主砲砲撃戦～戦艦大和の勇姿
40 佳作 小倉遥香 1 南流山中学校（流山） 時代をこえた歴史
41 佳作 板橋小晴 2 第四中学校 眠り猫
42 佳作 岡田美咲 2 第四中学校 戸定邸
43 佳作 生田　心 2 第四中学校 三猿
44 佳作 車古瑞季 2 第五中学校 人間のかみさまの歴史
45 佳作 松井佐和子 2 専修大学松戸中学校 終戦
46 佳作 石井友華 2 南流山中学校（流山） 逢う魔が時
47 佳作 河島凪紗 2 岩名中学校（野田） 平安時代の貴族
48 佳作 櫛田涼羽 3 第二中学校 晴れの日の巌流島
49 佳作 秋山清花 3 第四中学校 大正ロマン
50 佳作 堀松芽衣　 3 常盤平中学校 銀閣寺
51 佳作 渡邉綾乃 3 六実中学校 土器
52 佳作 小山明莉 3 和名ヶ谷中学校 埴輪に乗った武人埴輪
53 佳作 表野結衣 3 和名ヶ谷中学校 もう繰り返さない
54 佳作 千野日花里 3 和名ヶ谷中学校 札の人物
55 佳作 栗田琉名 1 市立松戸高校 江戸時代
56 佳作 小泉　凪 2 市立松戸高校 平安時代
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