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Ⅰ．入選作品
１．小学生の部

賞　名 氏　名 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

最優秀賞 森千優 ふるい剣道着のはかまをリサイクル 本巣市立席田小学校 岐阜県

優秀賞 石本真子 ひまわりのタペストリー 徳島市八万南小学校 徳島県

松尾菜々 ドレス 文京区立本郷小学校 東京都

後藤敬陽 リバーシブルハット 東広島市立東西条小学校 広島県

飛田紫緒里 ガウチョパンツ、かただしブラウス 我孫子市立我孫子第三小学校 千葉県

中井愛心 じんべい 松野町立松野東小学校 愛媛県

アイデア賞 藤井美羽 知育絵本 早稲田実業学校初等部 東京都

努力賞 後藤柊湖 大物入れ様リュックサック 海津市立高須小学校 岐阜県

稲垣杏綸 チャイナドレス 恵那市立大井小学校 岐阜県

越智帆南 チェックワンピースとカーディガン 恵那市立大井小学校 岐阜県

中垣六花 巾着バッグ 恵那市立大井小学校 岐阜県

板東美咲 二部式着物風ドレス(変身) 徳島市加茂名小学校 徳島県

平島遥菜 「はち」のお散歩セット 徳島市加茂名小学校 徳島県

尾﨑花音 お花畑のワンピース 学校法人鶴学園　なぎさ公園小学校 広島県

渡邉雪乃 フリルミニスカート 御嵩町立上之郷小学校 岐阜県

後藤一樹 かいぶつネッククッション 徳島市八万南小学校 徳島県

蝦名杏奈 エプロン 恵庭市立和光小学校 北海道

大塔唯花 はなやかじんべい 桶川市立川田谷小学校 埼玉県

髙虫航平 お祭りきんちゃく 大山町立大山西小学校 鳥取県

長谷部美桜 帽子とバッグ 羽島市立福寿小学校 岐阜県

大坪咲月 手作りガウチョパンツ 我孫子市立布佐南小学校 千葉県

松下結咲 リュック 下関市立豊浦小学校 山口県

田村菜奈子 ショルダーバッグとポーチ 牛久市立ひたち野うしく小学校 茨城県

和賀萌々花 ルンルンいちごバッグ 北本市立西小学校 埼玉県

内池映 ワンピース 藤沢市立大越小学校 神奈川県

長田紗歩 エプロン 仙台市立七郷小学校 宮城県

河西佳苗 おでかけコーディネート 板橋区立北前野小学校 東京都

立木芽衣 アリス風パジャマ 岐阜市立加納小学校 岐阜県

沼田璃空 カトリー 仙台市立金剛沢小学校 宮城県

長彩里 レースのノースリーブワンピース 伯耆町立八郷小学校 鳥取県

小野真花 ネコ１７５０g 鹿沼市立東小学校 栃木県

杉山奈那香 ワンピース 阿見町立本郷小学校 茨城県

宮下恋綾 ズボン 八戸市立田面木小学校 青森県
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賞　名 氏　名 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

努力賞 佐藤咲良 カラフルな物置き 栄町立竜角寺台小学校 千葉県

菊地咲英 フラワーガーランドのバッグ 仙台市立根白石小学校 宮城県

東海玖 花柄ワンピース 徳島市立加茂名南小学校 徳島県

香川莉紗子 かわいい箱の工場 大津市立仰木の里東小学校 滋賀県

荻久保悠香 マルシェバッグ 大津市立仰木の里東小学校 滋賀県

星加悠那 しまもようのツーピース 西条市立西条小学校 愛媛県

佐藤遙音 カラフルリボンのポシェット 秦野市立鶴巻小学校 神奈川県

志村遙香 浴衣作り 秦野市立鶴巻小学校 神奈川県

小川仁瑚 ペンキバッグ 秦野市立鶴巻小学校 神奈川県

西垣愛理 レモンのワンピース 本巣市立席田小学校 岐阜県

後藤凪彩 マイエプロン 寒河江市立寒河江中部小学校 山形県

白土陽翔 なべしきときんちゃく 小美玉市立羽鳥小学校 茨城県

大江心温 ポットカバー 日立市立坂本小学校 茨城県

松浦羽美 ガーリーなエプロン 仙台市立南小泉小学校 宮城県

田邉美咲 グラニーバッグ 仙台市立南小泉小学校 宮城県

相澤柚月 USA 茂原市立二宮小学校 千葉県

野沢音緒 お出かけに着ていきたい服 佐久市立佐久城山小学校 長野県

山本うたの ドレスワンピース 小金井市立小金井第三小学校 東京都

熊谷七央 つなぎ(オーバーオール) 小金井市立小金井第三小学校 東京都

北脇幸来 シェリーメイ　ゴシックロリータ 小金井市立小金井第三小学校 東京都

山本衣良 Ｔシャツ 杉並区立方南小学校 東京都

佐々木柚月 ダッフィの冬服 仙台市立川前小学校 宮城県

川崎結梨 バッグ 日高市立高麗川小学校 埼玉県

宮川仁志 ベイバッグ 日高市立高麗川小学校 埼玉県

中津愛衣理 花柄スカート ぐんま国際アカデミー初等部 群馬県

金子紗香 パッチワークのスカート 仙台市立岡田小学校 宮城県

伊藤静寿 浴衣 恵那市立岩邑小学校 岐阜県

田中優奈 パウスカート 世田谷区給田小学校 東京都

鈴口彩加 合掌造り民宿ののれん 白川郷学園 岐阜県
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2．中学生の部

（1）小物・インテリア作品部門

賞　名 氏　名 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

最優秀賞 中俣乃音 日本舞踊のお稽古バッグ 美濃加茂市立東中学校 岐阜県

優秀賞 瀨川佳央 I ♡ sewing 牛久市立下根中学校 茨城県

河西千花子 モノトーンのエプロン 板橋区立中台中学校 東京都

佐藤りいら 家族のおでかけセット 沖縄カトリック中学校 沖縄県

佳作賞 永田爽笑 グラニーバッグ 大垣市立星和中学校 岐阜県

林佳奈 パッチワークこたつ掛け 中津市立蛭川中学校 岐阜県

安井千陽 ミニキルティングリュック 泉南市立信達中学校 大阪府

楠田夢花 ショルダーバッグ 坂出市白峰中学校 香川県

江幡佳奈衣 タペストリー 水戸市立内原中学校 茨城県

今村みき バッグ３点 飯田市立緑ヶ丘中学校 長野県

山本一葉 Afternoon teaセット さいたま市立桜木中学校 埼玉県

清水遥加 ファスー付きトートバッグ 美濃加茂市立東中学校 岐阜県

今井麗 タペストリー 沖縄カトリック中学校 沖縄県

努力賞 山本結愛 アリスのリバーシブルバッグ さいたま市三橋中学校 埼玉県

濱﨑和凜 カラフルクッションカバー＆ランチョンマット 中間市立中間中学校 福岡県

川井萌花 ボストンバッグ 中津市立蛭川中学校 岐阜県

塚岡黎斗 がま口かばん 大垣市立東中学校 岐阜県

髙木さくら ドラえもんのシンバル袋 高山市立清見中学校 岐阜県

小平龍也 バッグと小物入れ 伊那市立春富中学校 長野県

加藤奈鈴 ショルダーバッグ 相模原市立田名中学校 神奈川県

小口心暖 ダッフィーのタキシード 小山市立小山第三中学校 栃木県

鈴江俊介 思い出ウォールポケット 鳴門教育大学附属中学校 徳島県

押田月乃 ベレー帽 春日部市立緑中学校 埼玉県

大川真捺美 巾着付きトートバッグ 坂出市白峰中学校 香川県

宮坂美紅 ストライプバッグ 原村立原中学校 長野県

加藤美遥 パッチワーク袋 長野県屋代高等学校附属中学校 長野県

赤畑実鈴 ボストンバッグ 神戸市立鷹取中学校 兵庫県

角奈名子 お花畑バッグ 学習院女子中・高等学校 東京都

内海響 カラフルバッグ 学習院女子中・高等学校 東京都

畑愛理 クッションとうさぎさん 沖縄カトリック中学校 沖縄県

宮城藍伽 ベッドカバー・うさぎのワンピース 沖縄カトリック中学校 沖縄県

アイデア賞鄭安妮 テーブルクロスセット 沖縄カトリック中学校 沖縄県

－3－



（2）衣服作品部門

賞　名 氏　名 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

最優秀賞 村田まりん アンティーク・ドール・スタイル 神戸市立玉津中学校 兵庫県

優秀賞 種村愛莉 ゴスロリ浴衣ドレス 東員町立東員第一中学校 三重県

葛谷友美 2枚のズボンから生まれたジャケット 千葉市立轟町中学校 千葉県

大島睦未 アンサンブルドレス 美濃加茂市立東中学校 岐阜県

佳作賞 大野優月 弟の服を作ってみた！ 名古屋市立豊国中学校 愛知県

岡崎万実子 フリルネックワンピース 名古屋市立豊国中学校 愛知県

小林蒼來 チェックスカートとブラウス 豊橋市立吉田方中学校 愛知県

末永瑞季 from here(kokokara) 名古屋市立猪子石中学校 愛知県

三浦彩華 スチームパンク風コルセット衣装 那覇市立小禄中学校 沖縄県

坂口徳夏 ロザリオ 上田市立塩田中学校 長野県

佐藤愛夏 コートドレス 豊田市立前林中学校 愛知県

元谷美夕輝 バレエの衣装 葛飾区立桜道中学校 東京都

田代結香 紺色エレガントドレス さいたま市立桜木中学校 埼玉県

努力賞 嶋津結南 今、私が着たい服 相模原市立上鶴間中学校 神奈川県

日暮愛香 メイド服 松戸市立金ヶ作中学校 千葉県

澤井和洸 黒い服 大和市立上和田中学校 神奈川県

堤姫花 ワンピースとドレス 豊田市立美里中学校 愛知県

原野空知 ココロの気持ち 名古屋市立東陵中学校 愛知県

宮治美空 ドレス 名古屋市立神の倉中学校 愛知県

竹森美波 パジャマ 葛城市立新庄中学校 奈良県

椋本彩月 パウスカート さいたま市立尾間木中学校 埼玉県

田賀陽菜乃
スタンドカラーブラウス
サロペットガウチョ

神戸市立本庄中学校 兵庫県

田賀陽菜乃 ダッフルコート 神戸市立本庄中学校 兵庫県

坂本円花 ツーピース 東広島市立向陽中学校 広島県

堀内理美 子供のゆかた 菊川市立菊川西中学校 静岡県

岩倉希歩 シャツ 菊川市立菊川西中学校 静岡県

北原沙夏 ママのお出かけセットアップ 飯田市立緑ヶ丘中学校 長野県

林七菜夏 サロペット 飯田市立緑ヶ丘中学校 長野県

保科涼音 MA-1コーデ 神戸市立玉津中学校 兵庫県

水谷純礼 休日のお出かけコーデ（ワンピース） さいたま市立桜木中学校 埼玉県
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（3）リメイク・デコ作品部門

賞　名 氏　名 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

優秀賞 今仲野乃佳 和布Tシャツ 横手市立横手明峰中学校 秋田県

工藤航太 ジーンズからバッグ 板橋区立志村第一中学校 東京都

大野詩織 使わなくなった｢かさ」でレインポンチョを作る 美濃加茂市立東中学校 岐阜県

努力賞 増田葵 エコバッグ 藤枝市立青島中学校 静岡県

松尾花音 ファスナーポーチ 福岡市立三筑中学校 福岡県

吉田陽樹 デニムのバッグ 岐阜市立東長良中学校 岐阜県

鳥屋尾結芽 リメイクバッグ 島根大学教育学部附属中学校 島根県

西尾萌 着なくなった服をリメイク 中津市立蛭川中学校 岐阜県

纐纈咲希 フットウォーマーひざかけ布団 中津市立蛭川中学校 岐阜県

仙田あみ エコバッグ 明石市立大久保北中学校 兵庫県

瀨川佳央 ソーイングセット 牛久市立下根中学校 茨城県

山田真帆 不思議の国のアリス 湖西市立鷲津中学校 静岡県

杉本観月 Gapのシャツからぬいぐるみ 鳴門教育大学附属中学校 徳島県

藤井優華 デニムバッグ 明石市立野々池中学校 兵庫県

土屋りこ リメイクワンピース さいたま市立尾間木中学校 埼玉県

野池彩愛 和ゴシック～百花繚乱～ 長野県屋代高等学校附属中学校 長野県

賀川未喜
都守希美
向井来幸

マリオ・ルイージ・ワリオ 広島市立井口中学校 広島県

里井心南 イエネコペンケース 山口大学教育学部附属山口中学校 山口県

石井鈴菜 チュニック 山口大学教育学部附属山口中学校 山口県

小泉舞桜 panda on skirt さいたま市立桜木中学校 埼玉県

藤井小雪 不用品を活用した防災グッズ 美濃加茂市立東中学校 岐阜県

中島ひより 出生体重ベア三姉妹 豊川市東部中学校 愛知県
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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 氏　名 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

優秀賞 藤原くるみ 刀剣乱舞-ONLINE-石切丸 美郷町立美郷中学校 秋田県

努力賞 葉山楓花 浦島坂田船・坂田着物ver 逗子市立久木中学校 神奈川県

芦澤美紀 第二渋谷高校制服 一宮市立丹陽中学校 愛知県

若槻彩花
#コンパス魔法少女リリカ☆カラーバリ
エーション２

大垣市立西部中学校 岐阜県

沖さくら しゅやくだ！王様プリン九条天衣装 愛西市立立田中学校 愛知県

日暮愛香 メイドインアビス　リコの探偵服 松戸市立金ヶ作中学校 千葉県

本橋あゆ 孤食ロボットムジャキ衣装 松戸市立金ヶ作中学校 千葉県

新舩凛 プーさんの着ぐるみ 高萩市立秋山中学校 茨城県

髙原郁海
カードキャプターさくらクリアカード編友
枝中学校女子制服

大手前丸亀中学校 香川県

松林希美 射命丸　文 香取市新島中学校 千葉県

妹尾春花 東京ディズニーランド35周年ミニー衣装 調布市立第三中学校 東京都

松島千桜 アスタ 入善町立入善西中学校 富山県

松本日奈 白雪姫 岸和田市立山滝中学校 大阪府

會田陽菜
吉田萌花
後藤璃音

ブレンドSよりお姉さんキャラ、メイド服 山形市立第四中学校 山形県

家庭科部 塔の上のラプンツェル 神戸市立北神戸中学校 兵庫県

岡田明華 右代宮真里亞の服 横浜市立生麦中学校 神奈川県

仲田百合 薄桜鬼隊士服（土方Ver) 草加市立両新田中学校 埼玉県

小野詩織 レム幼少期着物 草加市立両新田中学校 埼玉県
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3．高校生の部

（1）小物・インテリア作品部門

賞　名 氏　名 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

最優秀賞 外間玲美 幼児のお昼寝セット 沖縄カトリック高等学校 沖縄県

優秀賞
大﨑由季菜
他８名

ミシンキルト（おばあさんの扇） 愛知県立岡崎西高等学校 愛知県

江口碧 
河村緋菜希 
山内莉奈 
山本綾華

しまなみサイクリング 愛媛県立土居高等学校 愛媛県

山内彩加 マーメイドの宮殿 沖縄カトリック高等学校 沖縄県

佳作賞 岡崎朱莉 反射板付き交通安全グッズ 宇部フロンティア大学附属香川高等学校 山口県

篠原理 マルチお道具箱 徳島県立城東高等学校 徳島県

兼田若奈 パッチワークのふわふわバッグ 徳島県立城東高等学校 徳島県

木村磨理絵 ぬいぐるみのペンケースとティッシュカバー 金城学院高等学校 愛知県

大森真弥エリース お裁縫大好き少女のウキウキリュック 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

森田みちる お気に入りをつめこんで! 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

池田愛 ROCOCO調ラグ 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

神谷百々花 グラニーバッグ 名古屋市立緑高等学校 愛知県

棚谷咲月 ポーチ 神奈川県立川崎高等学校 神奈川県

努力賞 田中茉梨亜 バッグ 栃木県立宇都宮白楊高等学校 栃木県

五月女百花 バッグ 栃木県立宇都宮白楊高等学校 栃木県

金野あえり ステラルー　ニコイチコーデ 宇都宮海星女子学院高等学校 栃木県

大城璃央 エプロン 沖縄県立八重山特別養護学校 沖縄県

高橋夢佳
山本菜月

打ち上げ花火 愛媛県立新居浜東高等学校 愛媛県

日野風音 かざねのかばん 甲南女子高等学校 兵庫県

夏目あい おにぎりとアリス 愛知県立新城高等学校 愛知県

小島さくら テクマクマヤコン箱 愛知県立新城高等学校 愛知県

白井咲帆 夜のお花畑 愛知県立新城高等学校 愛知県

アイデア賞 佐古麻菜 迷想。 愛媛県立新居浜東高等学校 愛媛県
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（2）衣服作品部門

賞　名 氏　名 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

最優秀賞 梶山美月 パフスリーブのドレス Jouerファッションクリエイト高等学院 大阪府

優秀賞 田𠩤愛矢乃 ジャパニーズ・ドレス 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 山口県

上地花鈴 パフスリーブのドレス 沖縄カトリック高等学校 沖縄県

渡邉詩苑 ノーカラージャケットスーツ 千葉県立八千代高等学校 千葉県

佳作賞 紅露はづき ウエディングドレス 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

岡﨑笑子
夢かなうプリンセスラインのワンピース
とバンブーリングのバッグ

山口県立下関南高等学校 山口県

飯坂歩理 サボテン 千葉県立八千代高等学校 千葉県

泉名蘭 ウェディングドレス 千葉県立八千代高等学校 千葉県

毛利彩花 I'm hiding 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

神谷さくら 贅沢みれにあむ 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

近藤加波 勇装 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

杉浦結衣 Singularity 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

原口望来 I'm hiding 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

努力賞 横山水咲 軍服ワンピース 埼玉県立鴻巣女子高等学校 埼玉県

谷地愛紀 Mustard 東京都立忍岡高等学校 東京都

紅露はづき ノーカラージャケット 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

葛生沙良 ノーカラージャケット 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

大谷菜摘 フラワードレス 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

小野茉梨乃 大きなリボンのセーラーワンピース 愛国学園大学附属龍ヶ崎高等学校 茨城県

倉地華 ONES 横浜デザイン学院 神奈川県

宮崎怜香 ワンピース 和洋国府台女子高等学校 千葉県

南美帆 アモーレ 和洋国府台女子高等学校 千葉県

泉名蘭 ノーカラージャケットスーツ 千葉県立八千代高等学校 千葉県

増子萌 ノーカラージャケットスーツ 千葉県立八千代高等学校 千葉県

小幡結依 勇装 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

粟津千春 ハッピー☆感染症 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

近藤加波 tiny 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

津田千縁 ハッピー☆感染症 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

中山涼捺 染む 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

西口愛梨 pipio 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

山口茉名果 贅沢みれにあむ 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

神谷さくら tiny 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 氏　名 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

優秀賞 野平礼央奈 着物リメイク 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

橋本陽菜 女物あわせ長着をリメイクしたお洒落な装い 愛知県立日進高等学校 愛知県

山口花音 愛犬とお散歩へ 栃木県立宇都宮中央女子高等学校 栃木県

努力賞 綱河陽唄 つなぐ 栃木県立宇都宮白楊高等学校 栃木県

小豆野葉子 外出できない方のためのグリーンカーテン 宮崎県立延岡工業高等学校 宮崎県

増岡史華 犬とわたしのお揃いコーデ ルネサンス豊田高等学校 愛知県

小川里奈 バッグ 千葉県立天羽高等学校 千葉県

堀内咲希 ２wayポーチ（ショルダーポーチと財布） 愛知県立岡崎商業高等学校 愛知県

柴田ひなの ジーンズリメイクバッグ 愛知県立岡崎商業高等学校 愛知県

北川実蘭 二コちゃんお弁当入れ 徳島県立城東高等学校 徳島県

山本二千夏 Hola!!! 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

松尾仁美 Hola!!! 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

齋藤梨月 Hola!!! 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

立花彰那 女の子の好きを詰め込んだゆかたドレス 栃木県立小山城南高等学校 栃木県
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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 氏　名 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

優秀賞 赤尾実咲 ゴシックドレス編　小原鞠莉 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

努力賞 大島三穂 リゼロ｢レムちゃんのメイド服」 広島県立福山誠之館高等学校 広島県

内山菜香 プロイセンの衣装 鎌倉女子大学高等学校 神奈川県

中平麻結 一期一振『刀剣乱舞』 神戸女学院高等学校 兵庫県

三浦花霞 アンジェの服 桜美林高等学校 東京都

明見栞 ヘタリア　パンダ組（中国・香港） ノートルダム清心高等学校 広島県

明見栞 ヘタリア　パンダ組（中国・香港） ノートルダム清心高等学校 広島県

鈴木成海 ピーターパン 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

馬庭未羽 バルボッサ 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

渡部沙羅 ジャック・スパロウ 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

菅谷多恵子 らんま１/2のシャンプー 翔洋学園高等学校 茨城県

松上琴音 魔法少女まどか☆マギカ 国立筑波大学附属坂戸高等学校 埼玉県

室井佳利奈
ラブライブ!スクールアイドルフェスティバ
ルより「舞踏会編覚醒後　西木野真姫」

学校法人麻布獣医学園 神奈川県

鹿野真由 ピュアプレミアムウェディング 和洋国府台女子高等学校 千葉県

德永美香 白雪姫 福島県立会津農林高等学校 福島県

鈴木春香 戦国BASARA伊達政宗 福島県立会津農林高等学校 福島県

4．特別賞

全国ミシン商工業協同組合連合会　技術賞

赤嶺佳菜美 テーブルクロスセット 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 伊奈町立小室小学校 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 菊川市立菊川西中学校 静岡県

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 千葉県立八千代高等学校 千葉県
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