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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

最優秀賞
原田椛乃
管ひなた

夜 河北町立谷地南部小学校 山形県

優秀賞 渡部由梨佳 Ｔシャツドレス 美濃加茂市立古井小学校 岐阜県

小山龍汰 ワンピース 石巻市立広渕小学校 宮城県

ラヒミマリヤ 全力で夢に向かってつき進もう！ 京都市立上鳥羽小学校 京都府

山本昊 レースブラウスとチェックスカート 白井市立南山小学校 千葉県

伊東玲菜 お出かけ10点セット 横浜市立南瀬谷小学校 神奈川県

アイデア賞 森島珠理 思い出の服 横浜市立中川小学校 神奈川県

努力賞 西垣乃愛 ティアードワンピース 本巣市立席田小学校 岐阜県

大村さくら 白いワンピース 八頭町立八東小学校 鳥取県

関由弥 私の成長記録 岐阜市立鏡島小学校 岐阜県

加山遼 白黒ボタンのエプロン 小平市立小平第十二小学校 東京都

長谷川心絆 ベルのドレス 湯梨浜町立東郷小学校 鳥取県

粕谷咲 サロペット 練馬区立南町小学校 東京都

沼田藍沙 フランドール・スカーレットの服 仙台市立金剛沢小学校 宮城県

尾藤友結 くまくまランチセット 各務原市立那加第三小学校 岐阜県

若林怜那 水玉もようのワンピース 岐阜市立常磐小学校 岐阜県

戸次結香
ロマンチックなバラの
パフスリーブワンピース

船橋市立若松小学校 千葉県

林柚良 ウイルス対さくポーチ 吉賀町立六日市小学校 島根県

山本乃愛 ゆめかわポーチ＆ティッシュケース 揖斐川町立谷汲小学校 岐阜県

大澤潤稀
オーバーオールリメイクで
オーバースカート

岐阜市立加納西小学校 岐阜県

上野竜聖 ボディーバッグ 筑前町立三並小学校 福岡県

大矢夏妃 私だけのシェル型ショルダーバッグ 吉川市立栄小学校 埼玉県

黒住咲歩 クリスマスアドベントカレンダー 大津市立仰木の里東小学校 滋賀県

柏木颯斗 タイムふろしきのシューズ入れ みなべ町立上南部小学校 和歌山県

武元陽彩 鬼滅の刃の冨岡義勇の刀 春日市立大谷小学校 福岡県

都筑未来 ピアノの発表会で着るドレス 高山村立高山小学校 群馬県

山添結葉 ウォールポケット 宇陀市立榛原小学校 奈良県

竹中祐人 くじら 宇陀市立榛原小学校 奈良県

本間心凛 だいち君のボール 鶴岡市立東栄小学校 山形県

平原愛佳 カラフルマカロンのジャンパースカート 伊那市立西箕輪小学校 長野県

佐々木那奈 ネイティブ風バッグ 佐久市立佐久城山小学校 長野県

宮下藍衣 マイバッグ 佐久市立佐久城山小学校 長野県

二星俊輝 ワンパンマン 松戸市立東部小学校 千葉県

中野天寧 黄色いお花のトートバッグ 桶川市立川田谷小学校 埼玉県

大野樹奈 一筆書きの世界 目黒区立田道小学校 東京都

西潟莉々寧 都道府県パズル 伊奈町立小針北小学校 埼玉県

豊倉千歩 クッション 伊奈町立小針北小学校 埼玉県

糸村澪 カメのポーチ 市川市立富美浜小学校 千葉県

伊佐治咲希 傘の布で作ったエコバッグ 多治見市立精華小学校 岐阜県

末吉菜摘 2wayゆかたとワンピース 神戸市立糀台小学校 兵庫県
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賞　　　名 氏　　　名 作　品　名 学　　校　　名 都道府県

努力賞 阿部紬 うさぎのぬいぐるみ 酒田市立若浜小学校 山形県

阿部るな お料理くまさん (くまのぬいぐるみ) 酒田市立若浜小学校 山形県

長屋勇希 デクの服(ぼくばーじょん) 大垣市立青墓小学校 岐阜県

佐々木奏
ありがとう！制服でスプラトゥーンの
トータルコーデ

金沢市立兼六小学校 石川県

花岡桜 レムとラムのメイド服 直島町立直島小学校 香川県

古市琴茜 ゆかた 美濃加茂市立古井小学校 岐阜県

松原優芽 おでかけバッグセット 堺市立北八下小学校 大阪府

天野珠愛 promise 豊田市立高嶺小学校 愛知県

平田将人 甚平さん 三田市立三田小学校 兵庫県

安居優志 新撰組の羽織 栗東市立治田西小学校 滋賀県

谷蒼葉 秋のコーディネート ヴァレイソーイングジャム本校 奈良県

鎌田集 ボクの好きな色は赤と黒 ヴァレイソーイングジャム本校 奈良県

青柳百香 ポシェットにつけられるマスクケース 四街道市立中央小学校 千葉県

寒河江奈々子 羽織とシャツのワンピース 横浜市立篠原小学校 神奈川県

松江実里 ユニコーンのブラウス 京都市立養徳小学校 京都府

住田桜 SDG'sエコバッグ 三次市立神杉小学校 広島県

西原緋実 ポケットつきボストンバッグ 柏市立西原小学校 千葉県

森川駿 リメイクエプロン 恵那市立岩邑小学校 岐阜県

梶原愛 エプロン ヴァレイソーイングジャム大津瀬田校 滋賀県

梶並萌音 レッツラ、リメイク！ 大阪狭山市立南第二小学校 大阪府

中島颯太 エコなエコバッグ つくばみらい市立小絹小学校 茨城県

永福悠太 ミニオン 鹿児島市立南小学校 鹿児島県

河村侑香 初音ミク 春日井市立春日井小学校 愛知県

岡汰樹 ポーチ 三好市立池田小学校 徳島県

真鍋実央 キャミソールとガウチョパンツ 葛飾区立川端小学校 東京都

村山和奏 カラフルカレンダー 高山市立栃尾小学校 岐阜県

一木羚亜
岡本茉莉
糸平莉子
児玉尚己

平岩タペストリー 平岩小中学校 宮崎県

中島璃桜 お花のスカート 佐久市立中佐都小学校 長野県

小林みい菜 リメイクバッグ 佐久市立中佐都小学校 長野県
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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

最優秀賞

景山晴香
山本らん
庵坂侑花
井上寧々
井林実優
上村絢音
藤野杏

タペストリー「日本の美」 東広島市立松賀中学校 広島県

優秀賞 山田優奈 ピクニックセット①　リュック 神戸市立本庄中学校 兵庫県

丸山紅美 大きなポケットのリュック 尼崎市立立花中学校 兵庫県

前原満里子 ヴァイオリンケースカバー レッスンバッグ 沖縄カトリック中学校 沖縄県

佳作賞 髙橋風姫 リメイクショルダーバッグ 神戸市立本庄中学校 兵庫県

山本みゆう 犬の服 飯田市立緑ヶ丘中学校 長野県

岡田茉弥 ウォールポケット 安城市立安城南中学校 愛知県

江本郁乃 コンパクトな救急箱 豊田市立竜神中学校 愛知県

内田紗香 ヘアアクセサリーラック 横浜市立本牧中学校 神奈川県

宮川心緒 リボンポーチ・ナフキン・巾着 大垣市立西部中学校 岐阜県

川嶋夕陽 金魚ポシェット 三郷町立三郷中学校 奈良県

髙里真貴子 ネコちゃんのベッド 沖縄カトリック中学校 沖縄県

努力賞 高延日葵 ワンピース姿のテディベア 松戸市立第五中学校 千葉県

渡辺千寛 エンジョイ読書3点セット 東広島市立福富中学校 広島県

久部眞子 たろうのバッグ 君津市立君津中学校 千葉県

古木美智子 親子のリュックサック 磐田市立城山中学校 静岡県

水野友彩 2way巾着バッグ 垂井町立北中学校 岐阜県

土屋優那 犬用品 小金井市立緑中学校 東京都

髙橋優生雅 寿司クッション(えび) 羽後町立羽後中学校 秋田県

松田芽苺 鯨のぬいぐるみ 「Mare(マーレ)」 横浜市立本牧中学校 神奈川県

近藤由花 ランチュウ 大洲市立大洲北中学校 愛媛県

箱﨑ゆきの 三角ポーチ 鉾田市立鉾田北中学校 茨城県

野村穂葉 チューリップ和柄バッグ 大垣市立西部中学校 岐阜県

飯野未彩 マスクボックスケース さいたま市立三橋中学校 埼玉県

渡邉京 黒のショルダーバッグ 美濃加茂市立東中学校 岐阜県

只井里奈 ポーチ 富士宮市立富士宮第四中学校 静岡県

山本優月 バッグ 旭川市立東明中学校 北海道

千代谷真緒 勉強するためのバッグ 戸田市立笹目中学校 埼玉県

清水結衣 花柄がま口バッグ 相模原市立中野中学校 神奈川県

清水麻衣 カントリー人形 相模原市立中野中学校 神奈川県

アイデア賞

谷津晴夢
中村美桜
石原由萌
渋谷優太
野元凛冴

「なにわの伝統野菜」 タペストリー 大阪市立豊崎中学校 大阪府
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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

最優秀賞

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

カムフラージュ柄を使った
ミリタリーコーディネイト

大阪市立高倉中学校 大阪府

優秀賞 横田百香 モノクローム・ドレス 北方町立北方中学校 岐阜県

新井彩香 「織物の王様」 レースを使ったドレス さいたま市立桜木中学校 埼玉県

津波知歩 13歳の休日 足立区立第十中学校 東京都

佳作賞 山下智子 お父さんの ワ－キングシャツ 中央区立晴海中学校 東京都

後藤咲実 バラの スモッキングワンピース さいたま市立桜木中学校 埼玉県

姫嶋翼 羽織、袴、着物 大分市立大東中学校 大分県

町田安優
ゆったりシャツブラウスと
花柄ティアードスカート

名古屋市立桜山中学校 愛知県

黒田玲菜 深海のドレス 東広島市立向陽中学校 広島県

飛田紫織里 ブラウス、スカート、ヘッドドレス 我孫子市立我孫子中学校 千葉県

岸本優美 MeもCatもテンションＵＰ！ 岐阜市立加納中学校 岐阜県

村井理紗子 カエルの刺繍の半袖 大阪教育大学附属平野中学校 大阪府

上杉樹里奈 マーメイドグリーンドレス 大手前丸亀中学校 香川県

努力賞 清水七海 花柄のギャザーワンピース 神戸市立有野中学校 兵庫県

芝ひなた
サスペンダーつきパンツ
秋のショッピングコーデ

神戸市立本庄中学校 兵庫県

髙橋風姫 茶色のサロペット 神戸市立本庄中学校 兵庫県

森本倫 刺しゅう入りブラウス 飯田市立緑ヶ丘中学校 長野県

多田七海 ジャンパースカート 飯田市立緑ヶ丘中学校 長野県

太田妃恵李 オーバーオール 磐田市立城山中学校 静岡県

河原塚真由希 AMATERASU 女子美術大学付属高等学校中学校 東京都

新田芽久 ワンピース 船橋市立飯山満中学校 千葉県

西原涼太 浴衣・帽子・帯 大分市立大東中学校 大分県

荒生茜 姉妹で長く使える エプロンドレス 川口市立仲町中学校 埼玉県

塚本乙光 いつか着て踊りたい 「フローラ」 神戸町立神戸中学校 岐阜県

山田鼓子
梅田天海
新井詩花
濵口寧珠
乙部穂乃佳
鹿野和花

メイド服 江戸川区立西葛西中学校 東京都

沼さくら ワンピース 大阪市立蒲生中学校 大阪府

小島樹莉 チェックのワンピース 東広島市立向陽中学校 広島県

谷野綾女 ワンピース 旭川市立東明中学校 北海道

安達優果 ワンピース 旭川市立東明中学校 北海道

坂本亜衣 チェック柄のワンピース 東広島市立中央中学校 広島県

田中あづ 妹のドレス 高山市立北稜中学校 岐阜県

村土宗 アフリカン浴衣 郡上市立八幡西中学校 岐阜県

野上莉彩子 「おやゆびひめ」の南の国 飛騨市立神岡中学校 岐阜県
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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

優秀賞 草場美海 布団からサリー風ワンピースなど10点 千葉大学教育学部附属中学校 千葉県

森来理
帯から布絵本持ち運びエコバッグ
SDGs布絵本

大分市立南大分中学校 大分県

二階堂菜摘 古着からリュック＆小物 福島市立岳陽中学校 福島県

努力賞 藤井優妃 ワンピースからバック 岩手大学教育学部附属中学校 岩手県

上村佳那 猫のショルダーバッグ さいたま市立尾間木中学校 埼玉県

藤本玲菜 バック 島田市立島田第一中学校 静岡県

川尻彩心
ジーンズから
クッションになる収納カバー

郡上市立郡上東中学校 岐阜県

近藤由花 アオザイ風チュニック 大洲市立大洲北中学校 愛媛県

讃岐心乃 プリティ♡ドレスタオル 山口大学養育学部附属山口中学校 山口県

二羽めぐみ ショルダーバッグ 大垣市立西部中学校 岐阜県

髙𣘺采愛 メモリアルポケット 四街道市立四街道中学校 千葉県

杉原愛子メア 薔薇園の令嬢 入善町立入善西中学校 富山県

石合美結 リメイクカフェエプロン 志木市立志木中学校 埼玉県

米澤陽加 お気に入りのバック トキワ松学園中学校高等学校 東京都

高嶋知聖 レインコートの防水エコバック 長久手市立南中学校 愛知県

朝倉優衣 ミニベーカリー 長久手市立南中学校 愛知県

麦島幹矢 ショッピングバック 長久手市立南中学校 愛知県

杉井美咲 リバーシブルバック 長久手市立南中学校 愛知県

北島颯大 出し入れ楽々リュック 長久手市立南中学校 愛知県

宮島舞 エコ＆キュート 長久手市立南中学校 愛知県

山岡希美 Ｙシャツから半ズボン 板橋区立中台中学校 東京都

大里夢姫 Su★Te★Ki★服 大牟田市立甘木中学校 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 氏　　　名 作　品　名 学　　校　　名 都道府県

優秀賞 小林由依
カードキャプターさくらクリアカード編
オープニング衣装

八百津町立八百津中学校 岐阜県

努力賞 宇田なつみ ラベンダードレス 一宮市立木曽川中学校 愛知県

伊藤好珂
ティム・バートンのコープスブライド
エミリーのウェディングドレス

一宮市立木曽川中学校 愛知県

伊藤好珂
タイタンズ　レイヴンモチーフ
ミニスカートドレス

一宮市立木曽川中学校 愛知県

濃野聖莉
「sky星を紡ぐ子どもたち」(ｽﾏﾎｹﾞｰﾑ)から
「星の子」

小牧市立小牧西中学校 愛知県

森彩葉 (ヘタリア) 日本(本田菊)の衣装 小牧市立小牧西中学校 愛知県

和田悠梨乃 通気性バツグン 禰豆子の着物 桶川市立桶川東中学校 埼玉県

粟野真璃 「夜桜さんちの大作戦」 ヒナギク隊服 成田市立玉造中学校 千葉県

栁原麗良
仲満梨奈
牧野柚衣
花木胡桃
三輪有依香
髙澤杏花里

映画 「ふしぎの国のアリス」より アリス 神戸市立北神戸中学校 兵庫県

名越由宇
文豪ストレイドッグス
江戸川乱歩コスチューム

島根大学教育学部附属義務教育学校 島根県

岡村瑠南 AMABIE 島田市立島田第一中学校 静岡県

長谷川絢香
アリス・マーガトロイドの服
(東方プロジェクト)

鳴門教育大学附属中学校 徳島県

前田紬 黒尾鉄朗ユニフォーム 小金井市立緑中学校 東京都

館野都美
三原弓佳

アニメ「魔法少女まどか★マギカ」の
暁美ほむらのコスチューム

川口市立仲町中学校 埼玉県

園川由稀 かぐや様は告らせたい 四宮かぐや 八百津町立八百津中学校 岐阜県

戸田優南 ウマ娘ライスシャワー (勝負服) 神戸町立神戸中学校 岐阜県

沓名凜 銀魂　神楽のコスチューム 本巣市立糸貫中学校 岐阜県

宮下桃花
ディズニープリンセス
アリエルの町人風衣装

四街道市立四街道中学校 千葉県

林未來
Re:ゼロから始める異世界生活
レム　メイド服

相模女子大学中学部 神奈川県

小原望愛 ヒプノシスマイク 飴村乱数の衣装 美濃加茂市富加町中学校組合立双葉中学校 岐阜県

石井想来 アリスのドレス 郡上市立大和中学校 岐阜県

沼田璃空 黒・レミリア・スカーレット 仙台市立西多賀中学校 宮城県

福田こゆき 無意識の少女 福岡市立多々良中央中学校 福岡県
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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

最優秀賞 佐藤りいら テーブルクロスセット 沖縄カトリック高等学校 沖縄県

優秀賞 ジョンソンジャスミン美魅 愛猫たちのクッション 沖縄カトリック高等学校 沖縄県

田場旭 タペストリー・ポーチ 沖縄カトリック高等学校 沖縄県

大田音々 Each Individuality -それぞれの個性- 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

佳作賞 橘のどか
ポケットいっぱい！花いっぱい！
ショルダーバッグ

香川県立丸亀城西高等学校 香川県

岐阜県立海津
明誠高等学校
１年生活デザイ
ン科

愛の花を咲かせよう 岐阜県立海津明誠高等学校 岐阜県

松井菜摘 朝の空 愛知県立新城有教館高等学校 愛知県

今泉侑菜 レトロポーチ 愛知県立新城有教館高等学校 愛知県

仲柴くるみ 一番星 愛知県立新城有教館高等学校 愛知県

伊藤沙姫
木本菜々美
石井友姫乃

コロナ禍でも遊べる仕掛けマット 愛知県立半田農業高等学校 愛知県

畑愛理 リュック 水筒入れ ぬいぐるみ 沖縄カトリック高等学校 沖縄県

水谷天音 ピクニック 高田高校 三重県

尾上智咲 おちゃめなトートバック 皇學館高等学校 三重県

田中美希 夏祭り 広島県立賀茂高等学校 広島県

袴田花帆 布ナプキンとぴったりネコポーチ 静岡県立浜松湖東高等学校 静岡県

努力賞 吉澤優奈 大正浪漫 埼玉県立春日部女子高等学校 埼玉県

大木悠以 双子の猫の首輪 私立桐朋女子高等学校 東京都

山中莉奈 うさぎのレースポーチ 甲南女子高等学校 兵庫県

中村にこ 犬のおもちゃ 山口県立小野田高等学校 山口県
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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

最優秀賞 知久結衣子 ウエディングドレス 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

優秀賞 松永志麻 パンツスーツとボウタイブラウス mitsubaya洋裁教室 東京都

シンクレアフィオナ ワンピース 沖縄カトリック高等学校 沖縄県

宇野七海 Willed 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

佳作賞 諏訪部真央 チャイナアレンジ 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

日暮愛香 空色メイド服 あずさ第一高等学校 千葉県

森咲乃 レースのドレス mitsubaya洋裁教室 東京都

野村力 disorder 学校法人石川学園横浜デザイン学院 神奈川県

大澤真優 創作ドレス ～La sorciere enchantee～ 千葉県立木更津東高等学校 千葉県

藤原くるみ Cruella de Vil 秋田県立横手城南高等学校 秋田県

木下笑 めいくいっと！！ 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

鈴木絵菜 ドリンク 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

坂田友茉 森の女王 女子美術大学付属高等学校 東京都

努力賞 藤本愛桜 花柄スラックス 広島県立福山誠之館高等学校 広島県

三橋由梨香 Art Deco 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

山本うらら ウエディングドレス 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

望月星花 ウエディングドレス 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

萩原綺咲 フォーマルドレス 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

三木公美子 私の着たいドレス 英風女子高等専修学校 大阪府

野村力 Glam Stage Cape 学校法人石川学園横浜デザイン学院 神奈川県

中山桜 Fee des fleurs 学校法人石川学園横浜デザイン学院 神奈川県

葛田志穂 創作ドレス ～キャサリン726号～ 千葉県立木更津東高等学校 千葉県

阿部菜々子 創作ドレス ～水色のフラワードレス～ 千葉県立木更津東高等学校 千葉県

岡本彩佳 ゴージャスなパンツドレス 和洋国府台女子高等学校 千葉県

影山歩佳 ロングトレーンドレス 栃木県立宇都宮白楊高等学校 栃木県

村田涼 ロールアップのレース付きスーツ 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 山口県

栁井ひなた タイト・クロク 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 山口県

栁井ひなた ロングドレス寒花 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 山口県

矢幡真由樹 チャイナのセットアップ 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 山口県

渡邊美咲 揺れる、動く 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

鬼頭瑠衣 INTERFACE 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

富田萌子 WarM♡ 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

眞鍋志麻 シンプルなサマージャケット 自由学園高等科（女子部） 東京都

坂内七海 ティアードワンピース 学習院女子高等科 東京都

内海響 メルヘンワンピース 学習院女子高等科 東京都

アイデア賞 加藤えん LET's SHOW Time! 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

優秀賞 山田碧 デニムのリメイクワンピース 北星学園女子中学高等学校 北海道

山口菜花
思い出をまとう
～祖母の和服を普段着に～

栃木県立宇都宮中央女子高等学校 栃木県

大川葵 インディゴのバッグ 徳島県立城東高等学校 徳島県

努力賞
三浦凜乃亜
阿部明羽

シャツからワンピース 福島県立安達高等学校 福島県

櫻井優夏 リメイクワンピース 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

竹原和虹 Wkoko 福井県立丹生高等学校 福井県

加藤空 収納多用バッグ 愛知県立岡崎商業高等学校 愛知県

酒井萌 制服からブラウス ロリータブラウス 愛知県立大府高等学校 愛知県

和田愛莉 シャツレースワンピース 埼玉県立春日部女子高等学校 埼玉県

影山歩佳
横山茉那

チュニックとベルボトムパンツ 栃木県立宇都宮白楊高等学校 栃木県

加藤綾乃 巾着バック 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

奥山愛 ジーンズスカート 翔洋学園高等学校 茨城県

青木凛 服からタブレットケース 白梅学園高等学校 東京都

土谷早和 Tシャツエコバック 甲南女子高等学校 兵庫県

添田千聖
着物→バッグ・髪留め・服
糸→飾り物・チャック
ビーズ→花、布→帯・バッグ

日本大学東北高等学校 福島県

原口蒼生 余り布で作るパッチワークキルト 熊本県立人吉高等学校 熊本県

野中花純
立体刺繍のバッグ
～デニムスカートをリメイク～

三輪田学園高等学校 東京都
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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

優秀賞 前田心優
アイカツ！藤堂ユリカ
ゴスマジックコーデ

東京都立忍岡高等学校 東京都

努力賞 佐藤汐莉 western 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

宮内和海 classical 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

三橋由梨香 MaryPoppins 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

遠藤楓 燕尾服 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

北村歩夏 メタモルフォーゼ 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

萩原綺咲 classical 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

宮本奈々美 シンデレラドレス 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

桑江しおり メタモルフォーゼ 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

横尾美沙紀 フォーマルドレス 千葉県立佐倉東高等学校 千葉県

尾板那津
ヴァイオレット・エヴァーガーデンの
ヴァイオレット

角川ドワンゴ学園Ｎ高等学校 兵庫県

永長煕将
けものフレンズ3より
カンザシフウチョウパーティードレス

千葉県立佐原高等学校 千葉県

石橋羽菜 ミニドレス ～キティちゃんと一緒～ 千葉県立木更津東高等学校 千葉県

五十嵐未愛
フェイト/グランドオーダー
ワルツインザムーンライト
ロストルーム～女主人公風ドレス～

福島県立会津学鳳高等学校 福島県

櫻田優芽 ポムフィオーレ寮・寮服 宮崎県立宮崎農業高等学校 宮崎県

佐藤弥慧 「Dr.STONE」より西園寺羽京 栃木県立宇都宮白楊高等学校 栃木県

長屋友羽 ホワイトスカイヴェールコーデ 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

小出彩寧 モアナと伝説の海 名古屋市立桜台高等学校 愛知県

榎本有柚実 ベリーミニーリミックス ダンサー衣装 学習院女子高等科 東京都

   ４.特別賞

全国ミシン商工業協同組合連合会　技術賞

辻󠄀村ひなの Liberty 名古屋市立桜台高等学校 愛知県
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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 相模原市立大野小学校 神奈川県

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 神戸市立本庄中学校 兵庫県

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 広島県立高陽東高等学校 広島県
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