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Ⅰ．入選作品

１．小学生の部

賞　名 名　前 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

最優秀賞 髙橋葉月 赤の女王 寒河江市立寒河江中部小学校 山形県

優秀賞 古溝竜太 ぼくの甚兵衛 仙台市立東四郎丸小学校 宮城県

前田恵利 ゆったりポンチョのお出かけセット 瑞穂市立牛牧小学校 岐阜県

宮地花純 リュックサック 恵那市立岩邑小学校 岐阜県

村松玲菜 テーブルクロスとベッドカバー 市川市立柏井小学校 千葉県

有馬大地 Ｇジャン使用のトートバッグ 松本市立安曇小・中学校 長野県

アイデア賞 中原梢 マロンの服づくり 瑞穂市立牛牧小学校 岐阜県

努力賞 鈴木栞 ハートとクマのウォールポケット 桜川市立樺穂小学校 茨城県

林夏鈴 防災頭きん みなべ町立上南部小学校 和歌山県

片山瀬奈 手さげかばん みなべ町立上南部小学校 和歌山県

三谷礼愛 ウォールポケット 東かがわ市立引田小学校 香川県

牧野倫子 マリンバッグ 河内長野市立三日市小学校 大阪府

林奈緒 水玉バッグ 真庭市立美川小学校 岡山県

神農櫻子 リング・バッグ 神戸市立板宿小学校 兵庫県

小林麗水 らくらくエプロン 白岡町立西小学校 埼玉県

八田羽美香 ぬいぐるみ 栄町立安食小学校 千葉県

堀池愛子 エプロン 印南町立印南小学校 和歌山県

萩原廉 シェフになった気分 秦野市立渋沢小学校 神奈川県

猪俣柚葵 テディベアー 秦野市立渋沢小学校 神奈川県

掘井太一 サッカーボールクッション 小野市立河合小学校 兵庫県

鹿野萌奈 エコバッグ 松伏町立金杉小学校 埼玉県

山田玲実 バッグ・小物入れ 本庄市立本庄東小学校 埼玉県

伊藤和花 初音服 伊奈町立小室小学校 埼玉県

山下大征 レジャーシート 上里町立賀美小学校 埼玉県

伊藤紗央 バッグインバッグ（トゥシューズ入れ） 秦野市立南小学校 神奈川県

小原真衣 ボーダーズボン 呉市立両城小学校 広島県

小林希美 暁マント 宇都宮市立平石北小学校 栃木県

加藤綾夏 世界に１つだけのゾウのバッグ 下関市立豊浦小学校 山口県

中野彩華 おそろいさいふ＆バッグ 下関市立豊浦小学校 山口県

林あかり エプロン 仙台市立長町小学校 宮城県

下岡歩乃果 パッチワークマット 泉大津市立戎小学校 大阪府

多田南美 キュロットワンピース 泉大津市立戎小学校 大阪府
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賞　名 名　前 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

努力賞 芦田真依 手さげ袋 神戸市立本多聞小学校 兵庫県

菅原葵 リサイクルパッチワークじゅうたん 鶴岡市立羽黒第三小学校 山形県

鈴木佳奈 夏の日のワンピース 北茨城市立中妻小学校 茨城県

小林涼帆 ポシェット 弥彦村立弥彦小学校 新潟県

山本花音 うさぎの手紙入れ 草加市立瀬崎小学校 埼玉県

奥遼介 保冷バッグ 日立市立田尻小学校 茨城県

松丸晃太 クッション 日立市立田尻小学校 茨城県

小野寺風佳 バッグ 日立市立田尻小学校 茨城県

三代奈々 カレンダー 北九州市立日明小学校 福岡県

田中優佳子 私のお気に入りのワンピース 郡上市立大和西小学校 岐阜県

佐藤千紗 ウォールポケット 中津川市立加子母小学校 岐阜県

長瀬彩里 うさぎのだきまくら 白川村立白川小学校 岐阜県

遠藤葵梨 ハッピーデコバッグ 茨城町立駒場小学校 茨城県

関野由奈 ペンケース 上越市立高田西小学校 新潟県

田代和 「涼宮ハルヒの憂鬱」コスチューム 館山市立神戸小学校 千葉県

鐘ヶ江彩 非常用バッグ 北本市立北小学校 埼玉県

大島琴音 豆しばクッション 恵那市立岩邑小学校 岐阜県

野村明希実 銭湯バッグ&リュック 品川区立旗台小学校 東京都

中林美雨 ルームシューズ 我孫子市立新木小学校 千葉県

柴梨々菜 キュロットワンピース 大津市立青山小学校 滋賀県

小山葉月 スーちゃんのトートバッグ 日立市立諏訪小学校 茨城県

山崎莉里佳 ランチバッグ 日立市立諏訪小学校 茨城県

小口遥香 オリジナルブックカバー ひたちなか市立中根小学校 茨城県

森川歩美 オールインワン&シュシュ 観音寺市立柞田小学校 香川県

杉尾優月 自分の服から犬の服へ 市川市立柏井小学校 千葉県

村田育 スカート 湯浅町立田村小学校 和歌山県

長久保茉里 ブックカバー 日立市立大沼小学校 茨城県

大戸優菜 バニーちゃんとお洋服 堺市立榎小学校 大阪府

高山恵実 犬のぬいぐるみ 豊島区立目白小学校 東京都

板橋歩 なんでもバッグ 仙台市立連坊小路小学校 宮城県
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2．中学生の部

（1）小物・インテリア作品部門

賞　名 名　前 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

最優秀賞 上江洲まりの
テーブルクロス、カトラリーケー
ス、ティーコゼー、トートバッグ、
テーブルセンター

沖縄カトリック中学校 沖縄県

優秀賞 後藤沙耶佳 ラブラブDOG 御嵩町立向陽中学校 岐阜県

中井美彩
マーメイドタペストリー～モラをミ
シンで～

名古屋市立大高中学校 愛知県

加藤玲奈 和風バッグ 知立市立知立南中学校 愛知県

佳作賞 永津未稀 「ゆるカワ」手作り小物 江南市立西部中学校 愛知県

荒貝結依子 バッグ 砺波市立出町中学校 富山県

倉田唯衣 テニスバッグ 屋代高等学校附属中学校 長野県

百島涼香 メモリアル 南砺市立福野中学校 富山県

伊藤静流 お助けクマちゃん！ 瑞穂市立巣南中学校 岐阜県

多田さくら キュートエプロン 高松市立一宮中学校 香川県

吉田琉菜 財布 坂出市立白峰中学校 香川県

嶋田芹歌
エプロンシアター～ブレーメンの
音楽隊～

丸亀市立東中学校 香川県

吉田有花
ティータイム～ウォールかざり収
納～

浦安市立明海中学校 千葉県

努力賞 早野希 インテリア 大垣市立西部中学校 岐阜県

坂口萌 イヌのざぶとん 大垣市立西部中学校 岐阜県

猪狩萌依 クマの写真たて いわき市立植田中学校 福島県

堀越あゆ バッグ 砺波市立出町中学校 富山県

濵琴音 リバーシブルトートバッグ 川越市立名細中学校 埼玉県

池畑南菜 バッグ 出水市立米ノ津中学校 鹿児島県

兼松里奈 ぬいぐるみの服 笠松町立笠松中学校 岐阜県

家庭部 きらめく雪の五箇山 南砺市立福野中学校 富山県

水城晴香 バスケット 広島市立大塚中学校 広島県

安藤あやか クッション 板橋区立志村第三中学校 東京都

土肥愛佳 Manaka's Kitchen 富田林市立第一中学校 大阪府

舟久保明香
渡邊美優

大トトロのぬいぐるみ 富士吉田市立下吉田中学校 山梨県

佐藤緋実華 バルーンバッグ ひたちなか市立佐野中学校 茨城県

澁谷友季栄 和のポーチ 麹町学園女子中学校 東京都

松田千和希 パッチワークの手さげ 麹町学園女子中学校 東京都

村木夢菜 ぬいぐるみの服 神戸市立伊川谷中学校 兵庫県

豊田海颯 プレイマット 秋田県立大館国際情報学院中学校 秋田県

生田茉奈美 装着簡単！カフェエプロン 聖徳大学附属女子中学校 千葉県
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（2）衣服作品部門

賞　名 名　前 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

最優秀賞 岡本佳子 ゆかた 葛城市立新庄中学校 奈良県

優秀賞 煤賀愛里 じんべい 日光市立今市中学校 栃木県

阿部優香 ワンピース&ドロワーズ 宇都宮市立陽南中学校 栃木県

古田楓 花のワルツ 葛飾区立一之台中学校 東京都

佳作賞 前田織衣 ワンピースの製作 瑞穂市立穂積中学校 岐阜県

安原有紀 衣装 熊谷市立熊谷東中学校 埼玉県

坂牧なつみ セーラー服を私服風に 足立区立青井中学校 東京都

山﨑智生 ワンピース 毛呂山町立川角中学校 埼玉県

藏田雛子 ワンピース 東京都立両国高等学校附属中学校 東京都

井上由梨 ブラウス 大山崎町立大山崎中学校 京都府

西田えり佳 ワンピース 聖徳大学附属女子中学校 千葉県

新島由子 ねこみみケープ 那珂市立第四中学校 茨城県

努力賞 加藤綾華 ワンピース 大垣市立西部中学校 岐阜県

蓑島いろは ゴシックアンドロリイタ 郡上市立高鷲中学校 岐阜県

　 加藤悠香 フリルをつけたワンピース 神戸市立西神中学校 兵庫県

河村優衣 浴衣ときんちゃく 山口市立潟上中学校 山口県

大渕野々花 シャーリングマキシ丈ワンピース さいたま市立桜木中学校 埼玉県

丹羽さくら いとこの服 恵那市立恵那東中学校 岐阜県

米重尋也 飼い主と犬のペアルック 長岡京市立長岡第三中学校 京都府

加藤真央 ブラウス 関市立上之保中学校 岐阜県

長岡明穂 ワンピース 朝霞市立朝霞第一中学校 埼玉県

杉浦加奈恵 ブラウス他 豊橋市立中部中学校 愛知県

魚谷実咲 ワンピース 葛城市立新庄中学校 奈良県

和田紗也加 ゆかたワンピース 葛城市立新庄中学校 奈良県

髙實日向子 スカート兼ワンピース 山口大学教育学部附属山口中学校 山口県

加納なつみ チュニックブラウス 山口大学教育学部附属山口中学校 山口県

金尾さくら チュニック 新居浜市立西中学校 愛媛県

安宅瑞紀 ワンピース 仙台市立富沢中学校 宮城県

伊藤冴恵 起こせ!Miracle rouge 厚木市立厚木中学校 神奈川県

平野透那 水玉ワンピース 聖徳大学附属女子中学校 千葉県

アイデア賞 盛ちはる リメイクドレス 呉市立安浦中学校 広島県

片山陽菜 フリルスカート、フリルブラウス 神戸市立玉津中学校 兵庫県
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（3 ）リメイク・デコ作品部門

賞　名 名　前 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

優秀賞 伊藤陽香
ポンチョ型レインコート、カッター
シャツからアイデア割ぽう着

大阪市立阿倍野中学校 大阪府

小林来未 パーカーからリュック 茂原市立東中学校 千葉県

多木愛美音
タータンチェックシャツからＴシャ
ツinブラウス

山口大学教育学部附属山口中学校 山口県

努力賞 金武由真
こわれた傘と幼児服から手づくり
日傘

江南市立西部中学校 愛知県

小嶋麗華 タンクトップからワンピース いわき市立植田中学校 福島県

新谷陽菜 スカートからバッグ 千葉市立稲毛中学校 千葉県

髙橋絵理子
ジーパン、ワンピースから手提げ
バッグ

いわき市立内郷第一中学校 福島県

小栁津那月 スカートからバッグ 藤枝市立青島北中学校 静岡県

福永千夏 ジーパンからバッグ 広島市立戸坂中学校 広島県

三浦舞花 ジーンズとシャツからバッグ 船橋市立二宮中学校 千葉県

小栗亜梨咲 お菓子の袋からかばん 御嵩町立向陽中学校 岐阜県

堂上日菜子 ジーンズからバッグ 御嵩町立向陽中学校 岐阜県

鈴木麻未 ネクタイからバッグ 横浜市立すすき野中学校 神奈川県

石本莉菜 ワンピースからエプロン 神戸市立西神中学校 兵庫県

宮澤杏奈 父のワイシャツからキャミソール 神戸市立西神中学校 兵庫県

橋本大知 ズボンからエコバッグ 神戸市立西神中学校 兵庫県

磯部梓 ボアジャケットからテディベア 神戸市立西神中学校 兵庫県

岩田明花音
ワンピース、タオルからお風呂３
点セット

丸亀市立東中学校 香川県

渡邉春香 ジーンズからバッグ 山口大学教育学部附属山口中学校 山口県

石川沙歩 チュニックからバッグ 山口大学教育学部附属山口中学校 山口県

小峰悠希 ジーパンからワンピース 聖徳大学附属女子中学校 千葉県
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（4 ）アニメ・ゲームキャラクターコスチューム作品部門

賞　名 名　前 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

優秀賞 井坂葵 英国風ロリータ 茨城町立桜丘中学校 茨城県

努力賞 四井絢菜 ワンピース 大垣市立西部中学校 岐阜県

高橋舞 ハリーポッター制服衣裳 横須賀市立田浦中学校 神奈川県

末吉美桜 涼宮ハルヒの制服 三郷市立前川中学校 埼玉県

新海愛莉 アニメ「日常」の制服 相模原市立大野台中学校 神奈川県

吉田夏美 ミリアの服 明石市立望海中学校 兵庫県

大野笑佳 鏡音リンの服 郡上市立白鳥中学校 岐阜県

宍戸未羽 みくずきん 西条市立西条北中学校 愛媛県

高橋千佳子 鏡音リン・レンの服 神奈川県立秦野養護学校 神奈川県

藤島サヤ
「Axis Powers ヘタリア」シーラン
ドくんのコスチューム

帯広市立翔陽中学校 北海道

田中茜 鏡音レンコスプレ 狭山市立中央中学校 埼玉県

新田莉子 キュアサンシャイン 大阪市立住吉中学校 大阪府

笠原紫音
「マクロスＦ」ランカ・リー　星間飛
行のコスチューム

伊勢崎市立宮郷中学校 群馬県

佐藤美羽
カゲロウデイズのアメミヤヒビヤ
のパーカーベスト

浦安市立明海中学校 千葉県

渡邊詩織 シェゾ（ぷよぷよ） 沼津市立沼津高等学校中等部 静岡県

林風希 白雪姫 聖徳大学附属女子中学校 千葉県

谷脇里沙
「黒子のバスケ」木吉鉄平のユニ
フォーム

土佐女子中学高等学校 高知県
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3．高校生の部

（1）小物・インテリア作品部門

賞　名 名　前 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

最優秀賞 加藤友里 心をこめて 浜松開誠館高等学校 静岡県

優秀賞 稲田真矢 喜怒哀楽 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

東直道 テーブルクロス、コースター 沖縄カトリック高等学校 沖縄県

吉元愛紀子 タペストリー「小人さん見つけた」 沖縄カトリック高等学校 沖縄県

佳作賞 久保友里香 タペストリー 沖縄カトリック高等学校 沖縄県

仲村渠由希 トートバッグ 沖縄カトリック高等学校 沖縄県

村口明日香 タペストリー 沖縄カトリック高等学校 沖縄県

三上彩香 スクールバッグ 筑波大学附属坂戸高等学校 埼玉県

石川智代
北條知咲
森實みなみ
近藤里美
齋籐歩実
佐々木裕美
川野理緒奈

わくわく！カラフル魚つり 愛媛県立土居高等学校 愛媛県

伊藤まや 特別な日のためのエプロン メリノール女子学院高等学校 三重県

手嶋泉恵
佐々木楓

願いの樹 昭和学園高等学校 大分県

小鹿美咲 タペストリー 学校法人原田学園山形女子専門学校 山形県

伊藤はるか 水玉のリュックサック 聖徳大学附属女子高等学校 千葉県

努力賞 熊谷真実子 ペンケース 川口市立県陽高等学校 埼玉県

井関瞳 洗練 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

川俣彩来 ロボット 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

吉元愛紀子 日傘 沖縄カトリック高等学校 沖縄県

矢野綾香 ちびリュック 兵庫県立小野工業高等学校 兵庫県

大槻留視 マリンバッグ 宮城県白石高等学校 宮城県

濵﨑美月 帽子 愛徳学園高等学校 兵庫県

佐藤菜緒 ドールハウス 学校法人原田学園山形女子専門学校 山形県

川口桃加 ウサギさん 埼玉県立春日部女子高等学校 埼玉県

黒田優衣 ヨーヨーバスケットポーチ 福岡県立香椎高等学校 福岡県

中島雅 スモッキングポーチ 福岡県立香椎高等学校 福岡県

木庭志帆子 猫耳ポーチ 福岡県立香椎高等学校 福岡県
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（2）衣服作品部門

賞　名 名　前 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

最優秀賞 笠井咲穂 ドレス 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

優秀賞 国見彩乃 エンブロイダリースーツ 聖心女子学院高等科 東京都

　 木村彩夏 WALL 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

佐藤瑚子 モッズコート（ライナー付） 学校法人原田学園山形女子専門学校 山形県

佳作賞 浅井可南子 ウエディングドレス 開志学園高等学校 新潟県

田川晴華

赤ワインのジャンパースカート、ホワ
イトリボンブラウス、フリルスカート、
ボリュームパニエ、赤ワインのボン
ネット

セントヨゼフ女子学園高等学校 三重県

河上遥 WALL 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

佐藤沙樹 甚平 宮城県白石高等学校 宮城県

寺田侑加 Summerドレープ＆Autumnコート 静岡県立磐田北高等学校 静岡県

荒井花木 テーラードスーツ 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

叶谷美咲 ノーカラージャケットスーツ 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

大井川希実
フルーツをイメージしたドレス（ぶ
どう）

千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

村上遥 ワンピース 和洋国府台女子高等学校 千葉県

努力賞 岩政朱音 ワンピース 愛知県立松平高等学校 愛知県

戸松優 水玉のワンピース 開志学園高等学校 新潟県

山田真穂 竜宮城 愛知県立一宮高等学校 愛知県

磯村えり子 曲線 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

今井美希 和スーツ 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

小木曽美和子 ウエディングドレス 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

山内美寿紀 ベビー服 沖縄カトリック高等学校 沖縄県

澤崎富美 プリンセスドレス 土佐女子中学高等学校 高知県

相馬沙久来 バラ柄のポンチョ 栃木県立宇都宮白楊高等学校 栃木県

寺内茉穂 浴衣 栃木県立宇都宮白楊高等学校 栃木県

鈴木久美子 子供のワンピース 栃木県立宇都宮中央女子高等学校 栃木県

小堀聖美 子供用甚平 栃木県立宇都宮中央女子高等学校 栃木県

神田桃子 甚平 沖縄県立具志川商業高等学校 沖縄県

戸川真梨恵 フリルワンピース 学校法人石川学園横浜デザイン学院 神奈川県

加藤秋羽 ギャザーシャツ 奈良県立桜井高等学校 奈良県

石黒菜奈 ワンピース 和洋国府台女子高等学校 千葉県

鎌田夏希 ロングドレス 和洋国府台女子高等学校 千葉県

坂井奈未
ホームスパンのお花衿ベストと
帽子

奈良県立山辺高等学校山添分校 奈良県

佐々木那菜 ワンピース 福岡県立香椎高等学校 福岡県

アイデア賞 山本千夏 Anarchist 名古屋市立桜台高等学校 愛知県
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（3）リメイク・デコ作品部門

賞　名 名　前 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

優秀賞 原一布美 着物からボレロ＆ワンピース 佐賀県立三養基高等学校 佐賀県

努力賞 鈴木美沙都 服からぬいぐるみ、フエルトデコ 柳井学園高等学校 山口県

小林久乃 ワンピースからチュニック 栃木県立宇都宮中央女子高等学校 栃木県

菅谷友希
スニーカーからオリジナルスニー
カー

千葉県立佐原白楊高等学校 千葉県

岸紗綾 コートからバッグ メリノール女子学院高等学校 三重県

上條萌
キャミドレスからキッズキャミワン
ピース、スカート２着

山梨県立甲府城西高等学校 山梨県

江口由唯 デニムスカート 福岡県立香椎高等学校 福岡県

狩野友希 Ｔシャツからバッグ 福岡県立香椎高等学校 福岡県

荒金恵里花 ジーンズからスカート 福岡県立香椎高等学校 福岡県
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（4）アニメ・ゲームキャラクターコスチューム作品部門

賞　名 名　前 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

優秀賞 川田マリン ローゼンメイデン　真紅 栃木県立宇都宮白楊高等学校 栃木県

努力賞 福田麻衣 駒鳥シエル 兵庫県立北摂三田高等学校 兵庫県

片山英美
魔法少女まどか☆マギカ　鹿目
まどか

栃木県立宇都宮白楊高等学校 栃木県

橋本明香里 春日野穹コスチューム 徳島県立徳島北高等学校 徳島県

石沢沙也加 博麗霊夢 学校法人原田学園山形女子専門学校 山形県

新井真幸 初音ミク 埼玉県立春日部女子高等学校 埼玉県

前田奈那
宮永彩花里

鏡音リン、鏡音レン 広島市立基町高等学校 広島県

笠井美穂
栗原奈々恵
菊池理紗
戸邊友理

二部式着物、羽織 茨城県立常陸大宮高等学校 茨城県

大西祐希
久保田由梨
白川志穂
島愛理子
橋岡あい
松下愛海

冬に花咲くモモ色ドレス 広島県立湯来南高等学校 広島県

4．特別賞

全国ミシン商工業協同組合連合会　技術賞

ウィンフィールド・
麗美・クリス
ティーナ

ベッドカバー、ドレスカバー、ピロ
ケース

沖縄カトリック高等学校 沖縄県
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Ⅱ．ホームソーイング振興最優秀校

1．小学校の部

賞　　　　　　名 学　　校　　名 所在地

ホームソーイング振興最優秀校賞 松伏町立金杉小学校 埼玉県

2．中学校の部

賞　　　　　　名 学　　校　　名 所在地

ホームソーイング振興最優秀校賞 大垣市立西部中学校 岐阜県

3．高等学校の部

賞　　　　　　名 学　　校　　名 所在地

ホームソーイング振興最優秀校賞 栃木県立宇都宮中央女子高等学校 栃木県
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