
神奈川県内及び全国の外国人学校の入賞者・入選者　 (市町村あいうえお順）

市町村 名前 賞
愛川町 原田　碧 カナガワ賞

森内　紀香 カナガワ賞
浅倉　漣 カナガワ賞
北村　涼 カナガワ賞（作品集掲載）
江藤　零 カナガワ賞
山田　恭平 カナガワ賞（作品集掲載）
吉武　利紗 カナガワ賞
阿部　翔真 カナガワ賞（作品集掲載）
金延　俊 カナガワ賞
ラナトゥンガ・アユム・ヘーリタ カナガワ賞

伊勢原市 熊澤　なな子 カナガワ賞

西中　湖羽 特別賞：JICA
小金澤　優和 特別賞：YMCA
宮田　ひまり カナガワ賞
泊　暁 特別賞：YMCA
進藤　真生 カナガワ賞（作品集掲載）
飯島　桜舞 カナガワ賞
今井　蒼大 カナガワ賞
市川　ゆり カナガワ賞
髙橋　雄心 カナガワ賞（作品集掲載）
奥田　新菜 カナガワ賞
直井　鉄平 カナガワ賞
髙橋　由宇 カナガワ賞
齊藤　悠樹 カナガワ賞
小杉　かりん カナガワ賞（作品集掲載）
高橋　凛 カナガワ賞（作品集掲載）
宮川　友里 カナガワ賞（作品集掲載）
髙山　晟徳 カナガワ賞
宮田　実晴 カナガワ賞（作品集掲載）
田島　大介 カナガワ賞
服部　桜子 カナガワ賞
越野　航 カナガワ賞
奴田　優莉奈 カナガワ賞
向　紘平 カナガワ賞（作品集掲載）
石曽根　美怜 カナガワ賞
小滝　悠仁 カナガワ賞
中村　航 カナガワ賞
竹本　青生 特別賞：UNICEF
大橋　玄 特別賞：UNICEF
中島　颯太 カナガワ賞
鈴木　珂乃 カナガワ賞
木村　凛大郎 カナガワ賞
細谷　璃紗 カナガワ賞
中村　圭人 カナガワ賞

川崎市

厚木市

海老名市

大井町

小田原市

鎌倉市

大磯町



市町村 名前 賞

小暮　一輝 カナガワ賞
下立　蒼大 カナガワ賞
高田　綾音 カナガワ賞
亀井　拓実 特別賞：UNESCO
伏見　友那 カナガワ賞
辻　深智 カナガワ賞
佐藤　詩葉 カナガワ賞
小倉　健 カナガワ賞（作品集掲載）
古谷　祢碧 カナガワ賞
小川　瑞紗 カナガワ賞
羽賀　菜乃花 カナガワ賞
目﨑　彩介 カナガワ賞
小林　楓果 特別賞：UNESCO
大澤　翔太 カナガワ賞
中山　果帆子 カナガワ賞
小髙　大輝 カナガワ賞
井上　碧海 カナガワ賞
向山　日菜 カナガワ賞
清水　柚菜 カナガワ賞
小山　由理香 カナガワ賞
細木　海音 カナガワ賞
長谷川　乃愛 カナガワ賞（作品集掲載）

中井町 石渡　柚紀子 カナガワ賞
箱根町 稲葉　心乃香 カナガワ賞

長谷川　小蒔 カナガワ賞（作品集掲載）
北村　陽依 特別賞：UNA
橋本　健佑 カナガワ賞

葉山町 磯飛　友里 カナガワ賞
山戸　麻莉 カナガワ賞
久﨑　新大 カナガワ賞
杉田　ななほ カナガワ賞
梅津　龍之介 カナガワ賞
西﨑　礼 カナガワ賞
下村　成瑠 カナガワ賞（作品集掲載）
大渕　碧 カナガワ賞
栗本　柊那 カナガワ賞
佐藤　洸人 カナガワ賞
山崎　ひなた カナガワ賞
本郷　恵麻 カナガワ賞
外尾　春樹 特別賞：JICA
中鉢　莉央 カナガワ賞
尾鼻　孝俊 カナガワ賞
鵜飼　倫世 あーすぷらざ賞

松田町 塚田　華子 カナガワ賞

真鶴町 山本　一輝 総務大臣賞

三浦市 井上　晶 カナガワ賞（作品集掲載）

南足柄市 山尾　優貴乃 カナガワ賞

秦野市

平塚市

藤沢市

相模原市

座間市

寒川町

茅ヶ崎市



市町村 名前 賞
李　斉賢 特別賞：JF
高久　颯太 カナガワ賞（作品集掲載）

湯河原町 八月朔日　龍義 カナガワ賞
横須賀市 山口　旺志朗 カナガワ賞（作品集掲載）

大谷　柚葉 カナガワ賞
久保　心太郎 大賞
倉坪　佑衣 カナガワ賞
カルニンチ　仁菜 カナガワ賞
田淵　寧々 カナガワ賞
佐藤　衣晏 カナガワ賞（作品集掲載）
片桐　真奈 カナガワ賞（作品集掲載）
高橋　怜央 カナガワ賞
岩下　諒大 カナガワ賞（作品集掲載）
高田　想愛 カナガワ賞
南村　怜花 カナガワ賞
久目　海咲 カナガワ賞（作品集掲載）
重信　里咲 カナガワ賞（作品集掲載）
髙見澤　百花 カナガワ賞
朴　哲賢 カナガワ賞（作品集掲載）
新井　幸来 特別賞：JF
金子　莉衣奈 カナガワ賞
鈴木　新一 カナガワ賞（作品集掲載）
中村　りお葉 カナガワ賞（作品集掲載）
木村　千絢 カナガワ賞
大塚　早瑛 カナガワ賞
柴　愛華 カナガワ賞
伊藤　祐輝 カナガワ賞
金子　進之助 カナガワ賞
ナオキ・レチェック・イノウエ カナガワ賞
クレア・ヨコイ カナガワ賞
プージャ・スリ・ポプリ カナガワ賞
サトウ・フジモト・エリキ カナガワ賞
マドゥミラ・キラムセッティ カナガワ賞
セリナ・コンドウ カナガワ賞
サイ・キールタナ・カンドゥリ カナガワ賞
アグラワル　森田　多羅 カナガワ賞
シン・チョンウ カナガワ賞
チャン・ナラ 特別賞：UNA
糸柳　幸大 カナガワ賞（作品集掲載）

＊特別賞略称 JF： （独）国際交流基金理事長賞

JICA： （独）国際協力機構理事長賞

UNA： (公財）日本国際連合協会会長賞

UNESCO： （公社）日本ユネスコ協会連盟会長賞

YMCA： (公財)日本YMCA同盟賞

UNICEF： (公財)日本ユニセフ協会会長賞

＊カナガワ賞（作品集掲載）は、入選の中から作品集掲載審査を通過した作品です。

＊市町村は、応募団体（個人応募の場合は、個人住所）の所在地となります。

外国人学校

大和市

横浜市


