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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 管ひなた パッチワークスカート&リバーシブル帽子 河北町立谷地南部小学校 山形県

優秀賞 今本風花 a dress of my own（私だけのお洋服） 岩国市立岩国小学校 山口県

佐々木奏
大おばあちゃんの着物リメイク
オリジナルワンピース

金沢市立兼六小学校 石川県

石戸領 東方プロジェクト魂魄妖夢の服 筑西市立新治小学校 茨城県

時信咲 リュックサック 堺市立北八下小学校 大阪府

山下英恵 丸いバッグ 調布市立深大寺小学校 東京都

アイデア賞 近藤有矢 ワンタッチ帽子 洞峰学園つくば市立東小学校 茨城県

努力賞 伊藤大真 手提げバッグ 海津市立高須小学校 岐阜県

林裕衣 妹のワンピース 春日市立春日野小学校 福岡県

伊藤幹太 エコバッグ 町田市立小山中央小学校 東京都

中里梓佐 人形の洋服 佐久市立中佐都小学校 長野県

野上莉彩子 アルザス風サロペットパンツ 飛騨市立神岡小学校 岐阜県

陳子衿 エコバッグ 春日市立大谷小学校 福岡県

和田あずさ お弁当入れ 日高市立高麗小学校 埼玉県

後藤南美 サマーワンピース 本巣市立弾正小学校 岐阜県

進木来海 斜め掛けバッグ 稲城市立城山小学校 東京都

後藤莉音 禰豆子の着物 岐阜市立鏡島小学校 岐阜県

村瀬妃咲 鬼滅の刃隊服 岐阜市立鏡島小学校 岐阜県

鈴木わかほ リバーシブルクッション 岐阜市立鏡島小学校 岐阜県

岡本咲希 エプロン 武蔵村山市立第十小学校 東京都

西村彩 はじめて作ったバッグ 日高市立高麗川小学校 埼玉県

樋口萌彩 便利な手さげ 取手市立宮和田小学校 茨城県

山田夏実 エプロンワンピース 秦野市立鶴巻小学校 神奈川県

黒田さき ねこねこトートバック 堺市立金岡南小学校 大阪府

平原愛佳 スカート 伊那市立西箕輪小学校 長野県

柄沢薫流 かたかけバッグ 長野原町立中央小学校 群馬県

近藤百音 服で作ったおしゃれカバン 学校法人大阪初芝学園はつしば学園小学校 大阪府

木村優甫 かばん 学校法人大阪初芝学園はつしば学園小学校 大阪府

久保琴暖 ワンピース 東松山市立青鳥小学校 埼玉県

田中美咲 ミニバック 岐阜市立早田小学校 岐阜県

森菜月 エプロン 岐阜市立早田小学校 岐阜県

小林英悟 アレンジお出かけバッグ 栗東市立治田西小学校 滋賀県
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賞　名 氏　名 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

努力賞 細野斗吾 すぐにたためるエコバッグ 朝霞市立朝霞第四小学校 埼玉県

新井一花 ミシンで作ったペンケース 朝霞市立朝霞第四小学校 埼玉県

柳澤知恵 三つ編みな服 佐久市立佐久城山小学校 長野県

岡本さほ キャラクターコスチューム 伊奈町立小室小学校 埼玉県

濱田百花 スカートバック 川口市立中居小学校 埼玉県

髙岡歩 エコバック 川口市立飯仲小学校 埼玉県

前山楓 思い出のバック 川口市立飯仲小学校 埼玉県

永山未菜 リボンバック 川口市立飯仲小学校 埼玉県

大矢夏妃 リュック式テニスラケット入れ 吉川市立栄小学校 埼玉県

古志美侑 布カレンダー 大山町立大山西小学校 鳥取県

福田こゆき 楽園のすてきな服 福岡市立多々良小学校 福岡県

塩崎朱莉 うさぎのぬいぐるみ ひたちなか市立田彦小学校 茨城県

鈴木絆那 水色エプロン ひたちなか市立田彦小学校 茨城県

伊藤実千佳 Tシャツ 伊那市立富県小学校 長野県

小島叶子 エコワンピース 成蹊小学校 東京都

北畑乃々果 鬼滅の刃胡蝶しのぶのコスプレ 美濃加茂市立古井小学校 岐阜県

渡邉花穂 胡蝶しのぶの羽織 美濃加茂市立古井小学校 岐阜県

大脇蒼士 オリジナルナップザック 美濃加茂市立古井小学校 岐阜県

安田望乃 さんぽ日和 誕生寺小学校 岡山県

堤さくら 紅葉 文京区立駒本小学校 東京都

中川真菜
デニムエプロン、デニム三角巾
デニム巾着

香芝市立真美ケ丘東小学校 奈良県

谷口楓花 大きな木の下で 宮崎市立清武小学校 宮崎県

鎌田集 ボクの好きなのみものはコーラ ヴァレイソーイングジャム 奈良県

谷口慈深 初めてのワンピース 宮崎市立生目小学校 宮崎県

黒木琴未 マスクとズボン 高鍋町立高鍋西小学校 宮崎県

諸隈歩美 ワンピース 三木町立平井小学校 香川県

德永優璃彩 禰豆子のリュックサック 信州大学教育学部付属松本小学校 長野県

前原更紗 鬼滅の刃の衣装 調布市立深大寺小学校 東京都

河西尚香 大好きな深海生物とお出かけ 板橋区立北前野小学校 東京都

松田咲綾 リメイクエプロン 春日市立春日小学校 福岡県
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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 𡧃佐美愛咲美
「熊本の復興を願って」
・熊本城のタペストリー
・肥後六花のバッグとブックカバー

八代市立千丁中学校 熊本県

優秀賞 岡村紗奈 すずの部屋 北区立滝野川紅葉中学校 東京都

山内乃綾
お出かけバッグ
ソファ型ティッシュケース
オリジナル裁縫セット

磐田市立城山中学校 静岡県

桃原あき
・ピアノカバー
・椅子カバー
・メトロノームカバー

沖縄カトリック中学校 沖縄県

佳作賞 八巻奈々 2wayバッグ 習志野市立第七中学校 千葉県

中鉢桜 リュックサック 大崎市立古川中学校 宮城県

宮川小雪 ジンベイザメ 水戸市立国田義務教育学校 茨城県

河西千花子 パッチワークのお出掛けセット 板橋区立立中台中学校 東京都

伊藤美逢 エコバック 松戸市立六実中学校 千葉県

井出優花

秋のピクニックセット
・リュックサック
・おにぎりポーチ
・持ち手つきポーチ

神戸市立本庄中学校 兵庫県

舟橋心陽 花柄リバーシブルバッグ 学習院女子中学校 東京都

今井李 ベッドカバー 沖縄カトリック中学校 沖縄県

佐藤りいら フォトフレーム 沖縄カトリック中学校 沖縄県

努力賞

佐野心優
浅井ゆい子
池上久由
鈴木真響

4つ葉の4色クッションセット 泉南市立信達中学校 大阪府

堤絵里紗 小さい子でも使いやすい大きめバッグ 上牧町立上牧第二中学校 奈良県

津波知歩 黒ネコモチーフのお出かけ小物 足立区立第十中学校 東京都

今村千晴 トートバッグ 斑鳩町立斑鳩南中学校 奈良県

鈴木桃子 リドル・ローズハートの寮服 安城市立安城南中学校 愛知県

清水結衣 パッチワークバッグとうさぎのぬいぐるみ 相模原市立中野中学校 神奈川県

平田一葉 バッグ 中央区立晴海中学校 東京都

畔見琴子 ショルダーバッグ（大） 高崎市立群馬南中学校 群馬県

加藤寿 X'masタペストリー 大阪市立新豊崎中学校 大阪府

榎本弥奈 犬の散歩バッグ 島田市立島田第二中学校 静岡県

伊藤美咲
十人十色　マルチ文房具ポーチ①
十人十色　マルチ文房具ポーチ②

君津市立君津中学校 千葉県

栗原莉緒 motherのお仕事バッグ 君津市立君津中学校 千葉県

香川明澄 うさぎのぬいぐるみ 坂出市立白峰中学校 香川県

池野美海 シュパッとたためるエコバッグ 浜松市立北部中学校 静岡県

萩原未菜美 バック 伊勢崎市立宮郷中学校 群馬県

新井彩香 リボン（Reborn)のおでかけセット さいたま市立桜木中学校 埼玉県

北條瑠々奈 ひよこぴょっこりベレー帽 川口市立戸塚西中学校 埼玉県

坂内七海 巾着トートバッグ 学習院女子中学校 東京都
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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

中村珠璃
唄悠埜
大川明日香
図師花奈保

グレンチェック生地の
着回しできるセットアップ

大阪市立高倉中学校 大阪府

優秀賞 内野柚花 貴族のティーパーティー 所沢市立狭山ヶ丘中学校 埼玉県

山田花 おとぎの国のフリルドレス 春日井市立南城中学校 愛知県

畑愛理 ワンピース 沖縄カトリック中学校 沖縄県

佳作賞 今野蒼唯
2wayワンピース（オリンピック応援コス
チューム→タウンウェア＆コースター）

相模原市立弥栄中学校 神奈川県

増澤由理 メイド風ワンピース 松本市立女鳥羽中学校 長野県

佐藤優衣 ふんわりワンピース 吹田市立第三中学校 大阪府

飯村あかり 小さなお姫様ドレス 君津市立君津中学校 千葉県

姫嶋翼 浴衣・帯・サコッシュ 大分市立大東中学校 大分県

桐生珠希 チェックのイージーワイドパンツ 飯田市立緑ヶ丘中学校 長野県

三木公美子 私が着たい制服 柏原市立堅下南中学校 大阪府

河田星来
谷本姫菜
長石きらり
山枡愛莉
中村美祈
牧彩音

ウェディングドレス 倉吉市立東中学校 鳥取県

シンクレアフィオナ ワンピース 沖縄カトリック中学校 沖縄県

努力賞 緑川歩花 summer vacationワンピース 所沢市立狭山ヶ丘中学校 埼玉県

沖さくら キュロットパンツスーツ 愛西市立立田中学校 愛知県

石川茉紀 夏こそパーカー★ 垂井町立北中学校 岐阜県

梨谷ひなた ドレス 白川村立白川郷学園 岐阜県

髙橋七海 いとこお気に入りのブラウス 君津市立君津中学校 千葉県

福島由唯 スモックブラウス 飯田市立緑ヶ丘中学校 長野県

松島加也子 折り返しスカート 杉戸町立広島中学校 埼玉県

中山紅杏 メイド服 上田市立塩田中学校 長野県

佐藤加唯奈 デニムチェックスカート 上田市立塩田中学校 長野県

西方愛理 シースルーTシャツ さいたま市立桜木中学校 埼玉県

瓜屋舞花 ワンピース 旭川市立東明中学校 北海道

石川凜
池本彩羽
佐々木那帆
橋本朱里
中川夏希
平井万里加

アレンジTシャツと
2パターン楽しめるプリーツスカート

大阪市立高倉中学校 大阪府

望月わかば チェックのガーリーワンピース 富士市立富士南中学校 静岡県

宮下十歩 ギンガムチェックのブラウス 神戸市立本庄中学校 兵庫県

新福留萌夏 秋の大人コーデ ノーカラーコート 神戸市立本庄中学校 兵庫県

井出優花 秋のおでかけコーデ シャツワンピース 神戸市立本庄中学校 兵庫県

三宅夏妃 フラワードレス 東広島市立向陽中学校 広島県

玉木明喜子 花畑ワンピース 東広島市立向陽中学校 広島県

長友美来依 ワンピース 宮崎市立加納中学校 宮崎県
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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 杉原愛子メア 情熱の女王 入善町立入善西中学校 富山県

森彩衣奈 浴衣で無駄なしリメイク 美濃加茂市立西中学校 岐阜県

菅原美空 初夏の海～振袖からワンピースへ～ 藤女子中学校 北海道

努力賞 野本つばき
ジーパン、ふとんのシーツのファスナー、
Tシャツ2枚、魚を入れていた保冷バック
からバック

掛川市立西中学校 静岡県

大町真翔 ジーンズから卓球ラケットケース 相模原市立弥栄中学校 神奈川県

仲山惺七 チェック＆デニムのブックカバー 神戸市立高倉中学校 兵庫県

柿沼風花 お米の袋、洋服からBookカバー 桶川市立加納中学校 埼玉県

平畑和 Tシャツとスカートから早きがえの服 草加市立両新田中学校 埼玉県

今仲野乃佳 着物からワンピース 横手市立横手明峰中学校 秋田県

水野志堂 枕カバーとらんチョンマットからエコバック 掛川市立西中学校 静岡県

栗平真生 ジーンズからデニムバック 掛川市立西中学校 静岡県

松尾芽依 着物からワンピース 松川町立松川中学校 長野県

北舘すず菜 服をリメイクして服に 江戸川区立小岩第五中学校 東京都

川尻彩心 古着からクッション 郡上市立郡上東中学校 岐阜県

千田華蓮 ビニールバックからカゴ柄のバック 奥州市立前沢中学校 岩手県

芦原由真 着物から衣装 呉市立広中央中学校 広島県

中西桃花

犯罪から身を守るおしりバッグ
・ジーンズからバッグ
・ベルトから肩かけベルト
・スーツケースベルトからウェストベルト

豊田市立逢妻中学校 愛知県

佐野結菜 肩掛けバック 浜松市立北星中学校 静岡県

園芸・家庭科部 きもの→もんぺ 福山市立向丘中学校 広島県

坂本智咲 スカートからバッグ 川口市立戸塚西中学校 埼玉県

坂本結香 おしゃれ風肩がけバック 川口市立戸塚西中学校 埼玉県

アイデア賞 小林水葵
自由自在変身ママバッグ
・スカートからバッグ
・ポーチからショルダーバッグ

豊田市立逢妻中学校 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 水藤祐希音
あんさんぶるスターズ！
月永レオダイナーライブ衣装

豊橋市立中部中学校 愛知県

努力賞 和田悠梨乃 エルサのエプロン 桶川市立桶川東中学校 埼玉県

橋村うた ねずこの着物 高砂市立荒井中学校 兵庫県

浅野涼花 チャイコのアイドル衣装 一宮市立木曽川中学校 愛知県

沖さくら
FINAL FANTASY. 7 REMAKE
エリアス・ゲインズブール

愛西市立立田中学校 愛知県

池戸あゆみ 魂魄妖夢 郡上市立郡上東中学校 岐阜県

野末侑里
山口璃乃
柴田さくら
関口佳恵
安岡陽菜

トイ・ストーリー　 ジェシーのコスチューム 江戸川区立西葛西中学校 東京都

横山香保 初めて作ったコスプレ洋服 萩市立萩西中学校 山口県

新本光梨 薄桜鬼　雪村千鶴 宝塚市立御殿山中学校 兵庫県

仁井菜月美
今野真央

ベルのドレス 蕨市立第二中学校 埼玉県

駒﨑凛
前川柚遥

載冠式のアナのドレス 蕨市立第二中学校 埼玉県

井上梨緒 進撃の巨人　調査兵団服 八王子市立上柚木中学校 東京都

長谷井杏美 コスプレはぐみ ひたちなか市立佐野中学校 茨城県

太田妃恵李 セーラー服 磐田市立城山中学校 静岡県

工藤未沙稀
傭兵～ナワーブ・サベダ～
『猟犬』コスチューム

宮崎市立赤江東中学校 宮崎県

福地優奈 伊黒小芭内のはおり 松戸市立六実中学校 千葉県

家庭科部 アリエル（リトル・マーメイドより） 神戸市立北神戸中学校 兵庫県

小俣玲菜 マーリン最終再臨衣装 北区立明桜中学校 東京都

渡邊律果 第五人格　占い師　 イライ・クラーク 川口市立戸塚西中学校 埼玉県

𠮷福玖礼愛 第五人格　祭司　 フィオナ・ジルマン 川口市立戸塚西中学校 埼玉県

藤原さくら フランドールの服 豊橋市立中部中学校 愛知県
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3．高校生の部

（1）小物・インテリア作品部門

賞　名 氏　名 作　品　名 学　　校　　名 都道府県名

最優秀賞 田場旭 テーブルクロス・ティーコゼー 沖縄カトリック高等学校 沖縄県

優秀賞 栁井ひなた 吉祥 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 山口県

盛山優音

・幼児のプレイマット
・敷ものセット
・知育カード
・トートバッグ

沖縄カトリック高等学校 沖縄県

影山歩佳 エコバッグ 栃木県立宇都宮白楊高等学校 栃木県

佳作賞 宇佐美帆香 ひまわりバッグ 愛知県立一宮高等学校 愛知県

小倉光桃 あクマの世界 学校法人角川ドワンゴ学園 沖縄県

岐阜県立海津明
誠高等学校
２年５組

にじいろの28piece 岐阜県立海津明誠高等学校 岐阜県

今井麗 ラグマット 沖縄カトリック高等学校 沖縄県

金野あえり 疫病退散の祈り 宇都宮海星女子学院高等学校 栃木県

坪井雅 錯視 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

沢田衣里 Let's go　ピクニック 愛知県立新城高等学校 愛知県

鈴木百華 Cicada Pouch 愛知県立新城高等学校 愛知県

山本怜菜 青空と happy shoes 愛知県立新城高等学校 愛知県

努力賞 奥原駿弥

・リメイクデニムのカバー
　（薬手帳ケース）
・ジーンズセット
　（ティッシュケース　トートバック）

沖縄県立宮古高等学校 沖縄県

吉澤優奈 夏祭り用の浴衣 春日部女子高等学校 埼玉県

東春花 部活用バッグ 徳島県立城東高等学校 徳島県

尾上智咲 おちゃめなポーチ 皇學館高等学校 三重県

和田拓莉 バッグ 甲南女子中高等学校 兵庫県

山中玲奈 くまのぬいぐるみとお洋服 甲南女子中高等学校 兵庫県

中野百花 くまのぬいぐるみ 甲南女子中高等学校 兵庫県

濱端悠 チェック柄のサコッシュ 兵庫県立須磨友が丘高等学校 兵庫県

八木佳乃子 ベロアのバッグ 関東学院六浦高等学校 神奈川県

末永瑞季 Nagoya Port Sailor 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

淺野美咲 ペンギンポーチ 広島県立高陽東高等学校 広島県

中本理彩 丸型巾着ポーチ 広島県立高陽東高等学校 広島県

小川奏 トートバック 愛知県立安城高等学校 愛知県

小島さくら サコッシュ 愛知県立安城高等学校 愛知県

アイデア賞 加藤茉優 ハリーをつれておさんぽ 愛知県立新城高等学校 愛知県
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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 田口碧 花の平安女子 埼玉県立鴻巣女子高等学校 埼玉県

優秀賞 木村諭実 スタンドカラーのワンピース 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 山口県

原田凪紗
太田千尋
小林のあ
古川未季

威風堂々 愛知県立一宮高等学校 愛知県

鈴木梨紗 レイヤードレス 千葉県立木更津東高等学校 千葉県

鵜飼祥吾 タキシード 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

佳作賞 片山雅 総裏付きスーツ3点セット 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 山口県

大原彩奈 ロココ調ドール風ドレス 埼玉県立桶川高等学校 埼玉県

佐藤莉唯菜
渡邉翠希
田村彩
松井春奈

白を紡ぐ 学校法人石川学園横浜デザイン学院 神奈川県

大澤真優 ワンピース 千葉県立木更津東高等学校 千葉県

日比生ことみ ウェディングドレス 千葉県立木更津東高等学校 千葉県

大塚明 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

谷美乃梨 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

岡庭陽 桜梅桃李 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

坂野祐凛 ウェディング 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

努力賞 平林唯 Vライン切り替えドレス 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 山口県

柳紗椰 ジャカード織のワンピース 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 山口県

山本茉優 ハイウエストのワンピース 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 山口県

吉冨美晴 ダーンドル・ドレス 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 山口県

木村諭実 童子水干 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 山口県

西岡聖菜 ブラウスとジャンパースカートとエプロン 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 山口県

星野菜花 クラシカル・フルール・コーデ 埼玉県立鳩ケ谷高等学校 埼玉県

木内千夏子 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

茂木雛多 女の子のワンピース 千葉県立木更津東高等学校 千葉県

小川紬 あんず色のドレス 千葉県立木更津東高等学校 千葉県

唐木杏 葉っぱのドレス 千葉県立木更津東高等学校 千葉県

古賀すみれ ウェディングドレス 千葉県立木更津東高等学校 千葉県

長谷川凛 60年代風レトロファッション 埼玉県立鴻巣女子高等学校 埼玉県

蓼沼美穂 桜梅桃李 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

酒井詞愛 ザ・チェッ俱楽部 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

大川亜衣 PursuitS 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

五十川葵衣 ビビッピー 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

足立まゆ 桜梅桃李 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

古川真結 PursuitS 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

前田寧々子 日本の誇り（ジャパンプライド） 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

久保布起 日本の誇り（ジャパンプライド） 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 山口菜花 可愛い愛犬グッズ 栃木県立宇都宮中央女子高等学校 栃木県

佐藤歩美 フラワーガーデン 福島県立相馬東高等学校 福島県

田中さや WARK 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

努力賞 竹田純一郎 2wayパーカートートバッグ 山口県立下関南高等学校 山口県

蓮池紗佳 トートバッグ 神奈川県立藤沢西高等学校 神奈川県

金野あえり エコバッグ＆小物入れ 宇都宮海星女子学院高等学校 栃木県

青木理乃 シャツと残布からワンピース 栃木県立宇都宮白楊高等学校 栃木県

川西莉央 アレンジショートTシャツ 甲南女子中高等学校 兵庫県

角谷莉奈 パーカーワンピース 甲南女子中高等学校 兵庫県

スアレスえりい マンハッタンフリル 甲南女子中高等学校 兵庫県

スアレスえりい 茶々（愛犬の服） 甲南女子中高等学校 兵庫県

大住このみ 2wayバスケットボールエコバック 兵庫県立須磨友が丘高等学校 兵庫県

濱野茉凛 リサイクルガール 福島県立相馬東高等学校 福島県

増田優衣菜
おばあちゃんの着物から生まれた
ワンピースドレス

京都府立峰山高等学校弥栄分校 京都府

清水鈴果 蘇らせた着物のマーメイドドレス 京都府立峰山高等学校弥栄分校 京都府

津田萌果 花柄ワンピースからスカート 北星学園女子中学高等学校 北海道

成田朱美香 ウエストポーチ（古着から） 栄北高等学校 埼玉県

萩原芽郁 サコッシュ（ジーンズからバック） 栄北高等学校 埼玉県

楯野優佳 夏のワンピース 栄北高等学校 埼玉県

鈴木香音 和風カシュクール・ワンピース 翔洋学園高等学校 茨城県

高久瑠々 ポンチョ風Tシャツ 翔洋学園高等学校 茨城県
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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 黒執事　ジークリンデ・サリヴァン 秋田県立横手城南高等学校 秋田県

努力賞 榎本有柚実
ディズニー・スプーキーBoo!パレード
マックスフロートダンサー

学習院女子高等学校 東京都

木津小遥 鬼滅の刃　竈門禰豆子 徳島県立城東高等学校 徳島県

今野梨菜
山端佑衣

ローゼンメイデン～真紅～ 北海道旭川永嶺高等学校 北海道

日暮愛香 乱数 あずさ第一高等学校 千葉県

鈴木湖都 シンデレラ 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

村本雪菜 ベル 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

櫻田優芽
ツイステッドワンダーランド
リリア・ヴァンルージュ

宮崎県立宮崎農業高等学校 宮崎県

岡村和 ジェリー 兵庫県立松陽高等学校 兵庫県

札内咲希 ホメチギリはっぴ 兵庫県立松陽高等学校 兵庫県

伊豫かなみ オシャレにこだわる女教師 兵庫県立松陽高等学校 兵庫県

隈部はるの 麗日お茶子の夏服 兵庫県立松陽高等学校 兵庫県

佐々木杏珠 ［シーサイド★ヘブン］城ケ崎美嘉＋ 北星学園女子中学高等学校 北海道

山本万陽 にじさんじ相羽ういは　2020私服 北星学園女子中学高等学校 北海道

植田琴未 艦隊これくしょん　金剛 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

櫻井春菜
中泉美紀

加州清光ロングコート 茨城県立土浦第三高等学校 茨城県

小嶋優紀美 地縛少年花子くん　蒼井茜ver. 時計守 茨城県立水戸第三高等学校 茨城県

4．特別賞

全国ミシン商工業協同組合連合会　技術賞

渡辺舞 布絵本「ヘンゼルとグレーテル」 東広島市立福富中学校 広島県
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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 ひたちなか市立田彦小学校 茨城県

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 旭川市立東明中学校 北海道

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 甲南女子中高等学校 兵庫県
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