
岩手県食育標語コンクール入賞作品（敬称略・順不同） 

賞 氏名 学校(市町村)名・作品 

最優秀賞 千葉 愛夏 
岩手県立一関第一高等学校附属中学校 ２年生 

スイッチオン！ 元気をチャージ 朝ごはん 

優秀賞 
（公社）岩手県栄養士会 

会長賞 
織笠 大地 

岩手県立花巻北高等学校 １年生 

朝ごはん 脳が目覚めて スイッチＯＮ！ 

優秀賞 
岩手県漁業協同組合連合会 

会長賞 
佐藤 博志 

盛岡市 

おひさまも 一緒に食べたい 朝ごはん 

優秀賞 
(一社)岩手県歯科医師会 

会長賞 
田中 悦子 

奥州市 

朝ごはん 夢を叶える お手伝い 

優秀賞 
岩手県社会福祉協議会・ 

保育協議会 会長賞 
藤本 千二 

一関市 

朝ごはん 食べて元気な 笑顔の家族 

優秀賞 
(一社)岩手県獣医師会 

会長賞 
大道 慶次郎 

久慈市立久喜小学校 ４年生 

おいしいね えがおがあふれる 朝ごはん 

優秀賞 
いわて純情米需要拡大推進 

協議会 会長賞 
小菅 暖佳 

大船渡市立立根小学校 ６年生 

「いただきます！」 １日の始まり 朝ごはん 

優秀賞 
(一社)岩手県食品衛生協会 

会長賞 
伊藤 充隆 

花巻市立南城中学校 ３年生 

早起きと 朝の食事で 健康だ 

優秀賞 
岩手県農業協同組合中央会

会長賞 
及川 真智子 

岩手県立水沢高等学校 ２年生 

朝ごはん 今日の活力 つながる未来 

優秀賞 
(一社)岩手県薬剤師会 

会長賞 
佐々木 香歩 

遠野市立遠野東中学校 ３年生 

朝ごはん 頭とからだが 動き出す 

優秀賞 
いわて生活協同組合 

理事長賞 
新田 ゆかり 

西和賀町 

しっかり朝食 おなかも やる気も いっぱいだ 

優秀賞 
岩手県学校栄養士協議会 

会長賞 
小野寺 晴輝 

一関市立一関小学校 ６年生 

朝食を 毎日食べる 元気な子 

優秀賞 
岩手県チキン協同組合 

理事長賞 
早坂 秋華 

盛岡市立見前南中学校 ３年生 

朝食は 1 日元気で いる秘訣 

入賞 菊池 永遠 
遠野市立遠野東中学校 ２年生 

朝ごはん 家族の笑顔 隠し味 

入賞 赤間 颯華 
大船渡市立立根小学校 ５年生 

朝ごはん しっかりかんで 食べようね 

入賞 照山 新 
岩手県立一関第一高等学校 １年生 

朝ごはん いい一日の はじまりに 

入賞 菊地 風花 
一関市立東山中学校 ３年生 

朝ごはん もりもり食べると 元気もりもり！ 

入賞 土澤 柊太 
遠野市立宮守小学校 ６年生 

朝ごはん もりもり食べて 今日もまる 

入賞 泉 莉央 
一関市立一関小学校 ４年生 

朝ごはん しっかりたべて いってきまーす！ 



賞 氏名 学校(市町村)名・作品 

入賞 武田 柚希 
盛岡市立黒石野中学校 ３年生 

一日の スタート切るのは 朝ごはん 

入賞 髙橋 桃香 
一関市立東山中学校 ２年生 

１日を 笑顔ではじめる 朝ごはん 

入賞 伊藤 光 
花巻市立南城中学校 １年生 

一日の スタート始まる 朝ご飯 

入賞 阿部 悠奈 
一関市立東山中学校 ２年生 

大切な 家族みんなで 朝ごはん 

入賞 田村 舜華 
花巻市立南城中学校 ３年生 

元気一杯！ 良い１日を 朝食で 

入賞 三浦 文佳 
岩手県立花巻北高等学校 １年生 

いただきます １日のスタート 朝ごはん 

入賞 阿部 里緒奈 
遠野市立土淵小学校 １年生 

たのしいなそろってたべるあさごはん 

入賞 佐々木 唯佳 
遠野市立土淵小学校 ３年生 

元気のみなもとえがおでいただく朝ごはん 

入賞 松井 愛美 
盛岡市立河北小学校 ６年生 

早起きし たくさんたべよう 朝ごはん 

入賞 千葉 貴広 
大船渡市立立根小学校 ５年生 

朝ごはん しっかり食べて 元気よく 

入賞 金野 真凜 
岩手県立水沢高等学校 ３年生 

朝ごはん しっかり食べて 元気よく 

入賞 齋藤 光希 
花巻市立南城中学校 ２年生 

朝ごはん 毎日食べて パワーアップ！ 

入賞 久慈 真也 
久慈市立侍浜中学校 １年生 

朝ごはん 毎日食べて パワーアップ！！ 

入賞 佐々木 裕香 
岩手県立花巻北高等学校 １年生 

朝ごはん 食べて元気に 行ってきます！ 

入賞 吉田 愛梨 
岩手県立一関第一高等学校 １年生 

朝ごはん 食べて元気に 行ってきます 

入賞 亀卦川  智稀 
一関市立東山中学校 １年生 

朝ごはん 食べて元気に 行ってきます！ 

入賞 河口 真輝 
岩手県立水沢高等学校 ３年生 

毎日の 笑顔の源 朝ごはん 

入賞 菅原 康平 
一関市立東山中学校 ３年生 

毎日の 笑顔の源 朝ごはん 

 

 

 


