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分野 タイトル 高校名

絵画 おはよう～お母さんとトラちゃんの朝～ 鈴木 美琴 静岡県立伊東高等学校

絵画 今 森髙 莉帆 大分県立芸術緑丘高等学校

絵画 夢の中へ 瀬崎 美優 帝塚山学院高等学校

絵画 飄々 神谷 菜帆 大阪府立港南造形高等学校

絵画 みーちゃん 楠山 実季 和歌山県立紀央館高等学校

絵画 X18 川野 風花 大阪府立港南造形高等学校

絵画 Yes! break 久保田 華布 静岡県立浜松江之島高等学校

絵画 もしも私がいなくなったら．．． 小松原 佳織 静岡県立浜松江之島高等学校

絵画 Ship 桐田 毅 愛媛県立宇和島東高等学校

絵画 忘れたくない場所 新城 晴菜 兵庫県立尼崎高等学校

絵画 勇気 吉村 沙弥香 長崎県立波佐見高等学校

絵画 Reconquista-Neo 長尾 光倫 西武学園文理高等学校

絵画 作為 當山 裕紀 宮城県仙台二華高等学校

絵画 緑・碧・翠 石岡 愛子 宮城県仙台二華高等学校

絵画 GAME 齊藤 詩織 宮城県仙台二華高等学校

絵画 春秋に富む 笠原 日菜子 宮城県仙台二華高等学校

写真 古猫が見つめる町 溝内 凜 埼玉県立芸術総合高等学校

写真 鯉のぼり 岡田 望 兵庫県立長田高等学校

写真 大志 加森 春香 和歌山県立神島高等学校

写真 いっぱい汗をかいて 江南 舞依香 大阪府立成城高等学校

写真 時をかけるもの 角 陽菜乃 大阪府立成城高等学校

写真 雫に咲く 乾 由佳 三重県立名張桔梗丘高等学校

写真 ひとり 斎藤 弥良唯 福井県立丹生高等学校

写真 息づく色 林 明日香 広島市立舟入高等学校

写真 ANIMA Ⅱ 古賀 友理絵 東京都立総合芸術高等学校

写真 Summer girl 藤原 まりな 帝塚山学院高等学校

写真 preparation 髙出 あずさ 大阪市立工芸高等学校

写真 泡沫 金子 香穂 山口県立下松高等学校

写真 カミリン　モンロー 浅野 十蔵 大阪市立工芸高等学校

写真 あの日あの時 島原 大知 大阪市立工芸高等学校

グラフィックデザイン Jam 佐藤 羅奈 佐賀県立鳥栖高等学校

グラフィックデザイン 雲居 掛橋 なのん 愛知県立昭和高等学校

グラフィックデザイン ファッショなブル 大橋 七緒 大阪府立門真なみはや高等学校

イラストレーション 愉しむウサギ 村上 晃大 クラーク記念国際高等学校

イラストレーション contrast 佐野 美優 兵庫県立福崎高等学校

イラストレーション 傘 園田 まゆ 宮崎第一高等学校

イラストレーション 考える城 国生 将弥 宮崎第一高等学校

イラストレーション 広がる 青山 美波 岩手県立盛岡第一高等学校
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イラストレーション 夢中に沈む 宮脇 新奈 神戸市立六甲アイランド高等学校

イラストレーション 昇降口 菅原 音羽 東京学館船橋高等学校

イラストレーション Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ～温暖化の後に～ 山﨑 ちはる 和歌山県立和歌山高等学校

イラストレーション 四季 藤崎 由紀乃 三重県立飯野高等学校

イラストレーション 知識を求め 小畑 光莉 三重県立飯野高等学校

イラストレーション 夢 大海 千咲 大阪府立門真なみはや高等学校

イラストレーション 夢想 駒井 志帆 京都府立嵯峨野高等学校

イラストレーション TGIF ＋ TOYモンスター 森田 実菜 天王寺学館高等学校

イラストレーション 1日の終わり 森田 実菜 天王寺学館高等学校

彫刻 初恋は故人 西田 有紀 大阪府立港南造形高等学校

彫刻 カラス 岡田 みなみ 徳島県立徳島商業高等学校

彫刻 聞こえない聲 住谷 萌衣 神戸市立六甲アイランド高等学校

彫刻 黒髪の少女 私市 陽 大阪府立布施高等学校

工芸 Exodus 渡田 開斗 神戸市立六甲アイランド高等学校

工芸 灯台下眩し 村松 錬 東京学芸大学附属国際中等教育学校

工芸 チューリップ 久保 絢子 大阪府立港南造形高等学校

工芸 潮のあわ 宮宇地 史麻 香川県立高松工芸高等学校

プロダクトデザイン ff-chair 大中 都波 大阪府立港南造形高等学校

プロダクトデザイン show window 中条 優利 大阪府立布施高等学校

ファッションデザイン 射通しと照り映え 伊奈 弘豊 神戸市立六甲アイランド高等学校

ファッションデザイン 試練 奥田 寿香 神戸市立六甲アイランド高等学校

ファッションデザイン 射通しと照り映え 伊奈 弘豊 神戸市立六甲アイランド高等学校

建築 BOOK+CAFE= 浜野 春香 福島県立勿来工業高等学校

建築 自然に埋もれる 石山 貴大 新潟県立上越総合技術高等学校

建築 ヒカリと暮らす 磯野 亜夢 新潟県立上越総合技術高等学校

建築 音で繋がる家族の絆 竹田 希和 新潟県立上越総合技術高等学校

キャラクター ガラスのなかのあのコ 小坂 奈々葉 愛知県立岡崎西高等学校

キャラクター 神に恋したひとりの米 江塚 美羽 愛知県立岡崎西高等学校

キャラクター 水 畔柳 絵梨華 愛知県立岡崎高等学校

キャラクター 英雄 那須 麻央 神戸市立六甲アイランド高等学校

キャラクター リリーのぬいぐるみ屋さん 西田 有美香 大阪夕陽丘学園高等学校

キャラクター 「明日へ」 山田 啓吾 大阪府立金剛高等学校

キャラクター Let's Roll!! 境 佑莉 富山県立高岡工芸高等学校

キャラクター Green Electronic girl 野間 帆乃珠 和歌山県立那賀高等学校

キャラクター 傀放 坂田 麻実 富山県立志貴野高等学校

キャラクター 旅の修理屋 須賀田 佳那 Edina High School

漫画 ポメ＆ドベ 佐々木 理絵 神戸市立六甲アイランド高等学校

漫画 お友達から 見沢 咲歩 京都市立銅駝美術工芸高等学校

漫画 トランスフォーミー 木庭 祥太 神戸市立六甲アイランド高等学校

文芸 鏡のあなた 東本 祥 愛知県立昭和高等学校
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文芸 あの遠く輝かしい空を 前田 葉月 愛知県立昭和高等学校

文芸 こうして愛はどこまでも続くのだ 杞山 穂花 大阪府立清水谷高等学校

文芸 夢を書く 岩本 恵 クラーク記念国際高等学校

映像 しせん 北谷 凜 埼玉県立芸術総合高等学校

映像 マリエッタの微笑み 吉田 美和 神奈川県立相模田名高等学校

映像 大分上野丘高校美術部PV2016 渡邉 莉子 大分県立大分上野丘高等学校

映像 The Color-one day of clubs- 川西 一輝 神戸市立六甲アイランド高等学校

映像 向かう先 小畑 萌湖 宮城県仙台二華高等学校

音楽 ピアノ・ソナタ第17番Op.31-2第1楽章 榎本 咲良 和歌山県立海南高等学校

音楽
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタイ
ン」ハ長調 第1楽章

高村 百合花 奈良県立高円高等学校

音楽 森からの便り 湯川 岳 並木学院福山高等学校

音楽 ノスタルジア 坂本 祐一 上宮高等学校

音楽 サイハテノヨアケ 沖 昇太朗 大阪府立旭高等学校

音楽 good times 菊地 宗一郎 立命館宇治高等学校

舞台 恵愛 黒田 都華 金蘭会高等学校

舞台 挫折からの決意～０からの始まりより～ 中塚 摩里奈 神戸市立六甲アイランド高等学校

舞台 ハイスクール天守物語 西村 和香奈 兵庫県立姫路工業高等学校

舞台 焦燥 本田 大河 北海道札幌藻岩高等学校

舞台 Wａｖｅ 野田 大賀 北九州市立高等学校

放送 私とスマホ 青山 紗也 岐阜県立岐阜工業高等学校

放送 葛藤 堀金 周人 愛媛県立松山南高等学校

放送 正しく歯をみがこう 安江 里緒 岐阜県立岐阜工業高等学校

放送 歯のぼうけん　～なかまをさがしに～ 江上 彩 岐阜県立岐阜工業高等学校

放送 歯をみがこう 坂口 廉 岐阜県立岐阜工業高等学校

放送 素敵な出会い 小池 優子 岐阜県立岐阜工業高等学校

放送 日常 長田 彩花 岐阜県立岐阜工業高等学校

放送 最悪の結末 大野 栞 岐阜県立岐阜工業高等学校

放送 視野を広げよう 伊藤 ゆり子 岐阜県立岐阜工業高等学校

放送 Are we wrong? 藤本 晴香 愛媛県立今治西高等学校
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