
◇小学校　学校新聞の部
優秀賞 啓西小 児童会 啓西新聞
◇小学校　学級新聞　中学年の部
優秀賞 途別小 ４年 スキップ新聞
◇小学校　学習新聞　低学年の部
最優秀賞芽室西小 ２年１組 大谷桜子 桜子新聞
優秀賞 啓西小 ２年１組 吉田彩梨 やさしい心新聞
優秀賞 啓西小 ２年２組 須藤そら たんけん新聞
優良賞 芽室西小 ２年２組 吉田浩樹 牛新聞
優良賞 啓西小 ２年１組 村井瑞歩 町へゴーゴー新聞
佳作 芽室西小 ２年１組 長瀬苺花 ミラクル新聞
佳作 芽室西小 ２年２組 佐藤芯 中村新聞
佳作 啓西小 ２年２組 小林心春 学しゅう新聞
◇小学校　学習新聞　中学年の部
最優秀賞南中音更小 ４年 西島平恵 にじ
優秀賞 森の里小 ３年１組 松下ひかり 楽しかったバス学習
優秀賞 芽室西小 ４年２組 小林明衣 社会科見学新聞
優良賞 啓西小 ３年２組 木戸光希 バス学習
優良賞 啓西小 ４年１組 廣瀬恒輝 水新聞
優良賞 東士幌小 ３年 佐藤星空 チーズのひみつ
佳作 若葉小 ４年１組 南波朱李 ポムポムプリンが学ぶ新聞
佳作 若葉小 ４年２組 井上円花 私たちの町新聞
佳作 若葉小 ３年１組 堀田愛実 フクハラ新聞
佳作 若葉小 ３年２組 久保田栞菜 フクハラのひみつ新聞
佳作 森の里小 ３年２組 松田莉琴 勉強新聞
佳作 芽室西小 ４年１組 丹治美夕羽 浄水場見学新聞
佳作 啓西小 ３年１組 瀬野圭都 バス学習
佳作 啓西小 ４年２組 月岡優希 水新聞
◇小学校　学習新聞　高学年の部
最優秀賞豊成小 ５年２組 松本美優 オニオンニュースペーパー
優秀賞 豊成小 ５年１組 桒島瑚子 農業体験新聞
優良賞 啓西小 ５年１組 甲山綾 バス学習新聞
優良賞 啓西小 ５年２組 白木桜 バス学習
佳作 芽室西小 ５年１組 山口遼大 宿泊学習特別ＳＰ
佳作 芽室西小 ５年２組 寺町杏実 宿泊学習新聞
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◇中学校　学校新聞
優良賞 上浦幌中 広報委員会 笑
◇中学校　学級新聞　１年生の部
最優秀賞緑南中 １年Ａ組 一番星
優秀賞 緑南中 １年Ｂ組 雲外蒼天
優秀賞 緑南中 １年Ｃ組 一期一会
優秀賞 緑南中 １年Ｄ組 春夏秋冬
優秀賞 緑南中 １年Ｅ組 友情
優良賞 芽室西中 １年Ａ組 １Ａ新聞
優良賞 芽室西中 １年Ｂ組 １Ｂ伝説
◇中学校　学級新聞　２年生の部
最優秀賞緑南中 ２年Ｄ組 勇気・雲外蒼天
優秀賞 緑南中 ２年Ｂ組 漸次
優良賞 緑南中 ２年Ａ組 疾風迅雷
優良賞 緑南中 ２年Ｃ組 元気百倍
佳作 川西中 ２年Ａ組 温故知新
佳作 芽室西中 ２年Ａ組 二Ａ魂
佳作 芽室西中 ２年Ｂ組 和喜永優
佳作 大空中 ２年２組 飛翔
◇中学校　学級新聞　３年生の部
最優秀賞緑南中 ３年Ａ組 努力
優秀賞 緑南中 ３年Ｂ組 気宇壮大
優秀賞 緑南中 ３年Ｄ組 笑顔
優良賞 芽室西中 ３年Ａ組 ＴＲＩＰ
優良賞 芽室西中 ３年Ｂ組 剛毅果断
優良賞 緑南中 ３年Ｃ組 十人十色
◇中学校　学習新聞　１年生の部
最優秀賞緑南中 １年Ｃ組 坂本凪 炊事新聞
優秀賞 緑南中 １年Ｂ組 鈴木雅登 サバイバル
優秀賞 緑南中 １年Ｅ組 川井杏果 炊事しんぶん
優良賞 鹿追中 １年Ａ組 工藤亜季 野外学習新聞
優良賞 鹿追中 １年Ａ組 梅木桃香 野外学習新聞
優良賞 鹿追中 １年Ｂ組 石川花 川での“安全”
優良賞 鹿追中 １年Ｂ組 齊藤冠太 然別新聞
優良賞 瓜幕中 １年Ａ組 藤田湧斗 藤田新聞
優良賞 瓜幕中 １年Ａ組 大庭工 大庭新聞
◇中学校　学習新聞　２年生の部
最優秀賞緑南中 ２年Ｄ組 市川晟 ＪＡＧＡ
優秀賞 緑南中 ２年Ｂ組 野田陽和 生命
優秀賞 緑南中 ２年Ｃ組 高橋侑希 将来
優良賞 緑南中 ２年Ａ組 高田楓 経験
優良賞 緑南中 ２年Ｄ組 櫻木花鈴 ＧＯ！
佳作 緑南中 ２年Ａ組 田宮保孝 教育
佳作 緑南中 ２年Ｂ組 増田桃々 笑顔
佳作 緑南中 ２年Ｃ組 高田ふゆひ 清掃
◇中学校　学習新聞　３年生の部
最優秀賞御影中 ３年Ａ組 池田岳 ３AＴｒｉｐ
優秀賞 中札内中 ３年Ｂ組 鳥倉捺央 修学旅行
優秀賞 御影中 ３年Ａ組 平野花梨 Ｔｒａｖｅｌ
優良賞 中札内中 ３年Ａ組 山本紗綾 修学旅行新聞
優良賞 御影中 ３年Ａ組 江本りを Ｖａｒｉｏｕｓ　ａ　ｓｐｉｒｉｔ
佳作 八千代中 ３年１組 川原丈太郎 川原の旅行記
佳作 八千代中 ３年１組 児玉未知佳 保育新聞
佳作 中札内中 ３年Ａ組 福原望友 修学旅行新聞
佳作 中札内中 ３年Ｂ組 町田智絵理 修学旅行～IN TOKYO～


