
学 校 名 学年 名 前 作 品 名

最優秀賞 明和町立上御糸小学校 6年 阪村 美紅 パパッと手軽に、栄養たっぷり古代米おにぎり朝ごはん

（１名）

優秀賞 四日市市立内部東小学校 5年 乾 那優嶺 和風定食

（４名） 朝日町立朝日小学校 5年 角谷 優京 腸（超）元気！乳酸菌で絶好腸（朝）食

津市立戸木小学校 6年 青木 咲新 シャキシャキ もぐもぐ♪優しい朝ごはん

松阪市立松尾小学校 6年 村瀬 凜 野菜たっぷり！栄養満点朝食

優良賞 東員町立稲部小学校 6年 三林 明日香 海の幸・山の幸 三重にありがとsun！

（１０名） 四日市市立内部東小学校 6年 徳久 暁士 カルシウムとミネラルまんてんの朝食

鈴鹿市立加佐登小学校 5年 小野寺 咲星 みえの山幸・海幸モーニング

伊勢市立神社小学校 6年 北川 美空 朝から元気！野菜たっぷり美空の朝ごはん♪

伊勢市立神社小学校 6年 山口 彰太 食べて元気。食べ物にありがとう！

伊勢市立修道小学校 6年 寺西 倫太郎 野菜たっぷりごはん

名張市立つつじが丘小学校 6年 五十嵐 雅 小町

名張市立百合が丘小学校 6年 横山 沙也子 美味し国の健康朝ごはん

三重大学教育学部附属小学校 5年 新井 沙都子 暑くてもパクパク食べられる朝ごはん

三重大学教育学部附属小学校 6年 坂倉 杏 たっぷり野菜で朝から元気！

努力賞 四日市市内部東小学校 6年 山下 莉子 栄養いっぱい朝ご飯

（１５名） 鈴鹿市立加佐登小学校 6年 佐野 智咲 三色とりそぼろ丼・焼き魚・トマトのチーズ焼き・山いものおすい物

鈴鹿市立栄小学校 5年 坂倉 詩乃 さっぱりしらすどんでパワーアップ

鈴鹿市立愛宕小学校 6年 近藤 遼空 地物食材で、夏バテ防止

亀山市立関小学校 6年 豊田 優 この朝ご飯で朝から元気に！

亀山市立関小学校 6年 若林 杏珠 旬の地物で夏バテ解消！

亀山市立関小学校 6年 近藤 宙 彩り健康ごはん

明和町立上御糸小学校 6年 東 那奈葉 栄養バッチリ カラフル朝食

伊勢市立神社小学校 6年 城山 翼 ２分で簡単“親子丼”

伊勢市立修道小学校 6年 中村 陸玖 スタート丼とキノコスープ

鳥羽市立答志小学校 6年 永富 久温 答志島DX（デラックス）

伊賀市立上野東小学校 6年 福森 葵 フライパンケークサレ

御浜町立阿田和小学校 6年 古川 もみじ ビタミンたっぷり朝食

三重大学教育学部附属小学校 6年 河村 羽琉 海の幸プレート with スムージー

三重大学教育学部附属小学校 6年 高倉 咲帆 ヘルシー朝食

■ 小学生の部 （１，２８８作品）

平成29年度 みえの地物が一番！朝食メニューコンクール ＜審査結果・受賞者一覧＞

総応募数：4,068作品 （小学生の部 1,288作品、中学生の部 2,780作品）



学 校 名 学年 名 前 作 品 名

最優秀賞 鈴鹿市立神戸中学校 3年 中脇 由衣 野菜たっぷり朝ご飯

（１名）

優秀賞 四日市市立常磐中学校 2年 橋本 優輝 カルシウムアップ！骨太 朝ごはん

（４名） 大台町立大台中学校 2年 尾上 恵里佳 大台パワーモーニング！

大台町立大台中学校 3年 鶴田 廉人 トマト丸ごとグラタンとトマトとベーコンのスープ

津市立久居東中学校 3年 齋 藤  葵 お酢でさっぱり！夏野菜たっぷり和朝食

優良賞 四日市市立常磐中学校 2年 生川 泰雅 夏野菜コロコロカレー丼

（１０名） 鈴鹿市立大木中学校 1年 服部 竜也 野菜たっぷり朝ごはん

津市立久居中学校 2年 中橋 明日海 お腹いっぱい・元気いっぱい！！

津市立久居東中学校 1年 中野 涼太 カラフル朝ご飯

津市立橋北中学校 2年 山下 亞紋 地物たっぷり元気定食

松阪市立中部中学校 1年 片濱 源起 （松）やさいたっぷり朝からケーキと七色スープ

松阪市立中部中学校 1年 安木 心優 栄養満点！キラキラ朝食

大台町立大台中学校 3年 村田 隼 スタミナ朝食

玉城町立玉城中学校 1年 山下 怜夕 カルシウムたっぷり朝ごはん！

三重大学教育学部附属中学校 1年 中村 日南 Caルシウムたっぷり！Caフェ風朝プレート

努力賞 東員町立東員第二中学校 1年 福壽 七都奈 サラダケーキ

（１５名） 鈴鹿市立鈴峰中学校 1年 澤内 心 カジキのソテーとアボカド丼、玉ねぎ入りかき玉じる

鈴鹿市立鈴峰中学校 2年 古川 紘大 栄養バランス バッチリ朝食

鈴鹿市立神戸中学校 2年 伊東 怜香 ☆米粉パンケーキbreakfast☆

鈴鹿市立神戸中学校 3年 半田 捺美 元気になれる朝ごはん

松阪市立嬉野中学校 1年 井上 朔乃介 地元の食材を使った朝食

松阪市立中部中学校 1年 幸丸 凜音 三重の夏の元気朝食！

松阪市立西中学校 1年 前島 李音 オシャレでさっぱりmorning

伊勢市立小俣中学校 3年 榮 栞那 休みの日の朝食

伊賀市立緑ケ丘中学校 1年 倉阪 翔太 伊賀牛～っとそうめん、ぶとうシャーベット

名張市立南中学校 1年 近藤 ひなた 野菜たっぷり健康のための朝ごはん

名張市立南中学校 1年 玉村 桃香 私の大好きな朝食セット

名張市立南中学校 1年 浦西 希良里 あゆの冷製だし茶づけ

名張市立南中学校 1年 隱地 真音 ポークビーンズとホットサンドとぶどう

セントヨゼフ中学校 3年 大田 麻貴 カフェ風朝ごはん

■ 中学生の部 （２，７８０作品）

～入賞おめでとうございます！～


