
吉田 日向子 金城大学短期大学部

清水　綾乃 株式会社サクラ印刷

北川　阿由子 西濃印刷株式会社

西山　花音 トライデントデザイン専門学校

日髙　千樹 専門学校日本デザイナー芸術学院

梶原　七海 サンデザイン専門学校　高等課程

樋廻　里彩 三重県立飯野高等学校

中野　加奈 新日本印刷株式会社

岡村　実咲 サンデザイン専門学校　高等課程

森　星也 岐阜県立大垣工業高等学校

多村　千聡 三重県立飯野高等学校

牛間木　小春 名古屋市立工芸高等学校

塚本　晋吉 駒田印刷株式会社

上野　鮎奈 株式会社大鹿印刷所

冨田　舞百合 半田中央印刷株式会社

馬場　遥 株式会社アドパック

大山　圭介 株式会社アサプリ

長谷　礼夏 金沢学院大学

早崎　瑞月 朝日印刷株式会社

第10回ポスターグランプリ審査結果
入賞者・入選者一覧　　　　 　　　　(敬称略)

グランプリ(最優秀賞)・中部経済産業局長賞

優秀賞（高校生の部）・全日本印刷工業組合連合会会長賞

優秀賞(高校生の部)・中日新聞社賞

優秀賞(一般の部)・愛知県知事賞

優秀賞(一般の部)・岐阜県知事賞

優秀賞(大学生･専門学校生の部)・三重県知事賞

優秀賞(大学生･専門学校生の部)・石川県知事賞

特別賞・名古屋市長賞

特別賞・愛知県教育委員会賞

特別賞・岐阜県教育委員会賞

特別賞・三重県教育委員会賞

特別賞・名古屋市教育委員会賞

特別賞・中部デザイン団体協議会会長賞

特別賞・中部広告制作協会賞

特別賞・愛知県印刷工業組合理事長賞

特別賞・岐阜県印刷工業組合理事長賞

特別賞・三重県印刷工業組合理事長賞

特別賞・石川県印刷工業組合理事長賞

特別賞・富山県印刷工業組合理事長賞

【特別賞（12名）】

【優秀賞（6名）】



板倉　理恵 山本学園情報文化専門学校

横井　恵 長苗印刷株式会社

赤堀　加奈 新日本印刷株式会社

髙橋　泉貴 株式会社サクラ印刷

吉田　征弘 株式会社アサプリ

提髪　希世子 プリ・テック株式会社

長谷川　麻予 株式会社大鹿印刷所

田中　初那 西濃印刷株式会社

青木　雅徳 新日本印刷株式会社

山田　慎介 株式会社マルワ

佐藤　美和 新日本印刷株式会社

山田　和香 新日本印刷株式会社

稲垣　恵美 ヨツハシ株式会社

宮丸　貴臣 駒田印刷株式会社

川嵜　貴子 名鉄局印刷株式会社

石井　愛望 株式会社ジャパンプランニングセンター

高橋　圭二郎 駒田印刷株式会社

竹内　明日香 新日本印刷株式会社

平岩　誠也 専門学校日本デザイナー芸術学院

長澤　あかり 愛知産業大学

森　雪華 トライデントデザイン専門学校

松本　瑞季 広告デザイン専門学校

竹富　江梨 あいち造形デザイン専門学校

丹羽　絢子 広告デザイン専門学校

酒勾　美紗稀 金沢学院大学

加治　みゆき 大原情報デザインアート専門学校金沢校

稲垣　航 あいち造形デザイン専門学校

若松　夏音 富山県立富山北部高等学校

坂田　菜帆 三重県立松阪工業高等学校

伊藤　輝 愛知県立愛知総合工科高等学校

宮野　舞 富山県立富山北部高等学校

吉池　実和 富山県立富山北部高等学校

上村　琴音 三重県立松阪工業高等学校

二上　晴君 富山県立富山北部高等学校

関山　明里 富山県立富山北部高等学校

小島　あずさ 愛知県立愛知総合工科高等学校

協賛会社賞・㈱大塚商会 賞

【協賛会社賞（36名／順不同）】

協賛会社賞・石川県洋紙会 賞

協賛会社賞・㈱光文堂 賞

協賛会社賞・コニカミノルタジャパン㈱ 賞

協賛会社賞・日本紙通商㈱ 賞

協賛会社賞・日本紙パルプ商事㈱ 賞

協賛会社賞・三重県紙商組合 賞

協賛会社賞・㈱共同紙販ホールディングス 賞

協賛会社賞・㈱トコロ 賞

協賛会社賞・㈱タイガ 賞

協賛会社賞・日本製紙㈱ 賞

協賛会社賞・平和紙業㈱ 賞

協賛会社賞・国際紙パルプ商事㈱ 賞

協賛会社賞・㈱シロキ 賞

協賛会社賞・㈱アクアス 賞

協賛会社賞・リコージャパン㈱ 賞

協賛会社賞・セントラル画材㈱ 賞

協賛会社賞・北越コーポレーション㈱ 賞

協賛会社賞・㈱モリサワ 賞

協賛会社賞・ウエノ㈱ 賞

協賛会社賞・富士ゼロックス㈱ 賞

協賛会社賞・飯島製本㈱ 賞

協賛会社賞・㈱ＳＣＲＥＥＮ ＧＰ ジャパン 賞

協賛会社賞・㈱キングコーポレーション 賞

協賛会社賞・ＤＩＣグラフィックス㈱ 賞

協賛会社賞・大阪印刷インキ中部販売㈱ 賞

協賛会社賞・名古屋紙商事㈱ 賞

協賛会社賞・富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱ 賞

協賛会社賞・中央紙通商㈱ 賞

協賛会社賞・イトーテック㈱ 賞

協賛会社賞・リョービＭＨＩグラフィックテクノロジー㈱賞

協賛会社賞・東京インキ㈱ 賞

協賛会社賞・㈱小森コーポレーション 賞

協賛会社賞・東洋インキ㈱ 賞

協賛会社賞・㈱Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 賞

協賛会社賞・王子製紙㈱ 賞



齊藤　佑太 半田中央印刷株式会社 水谷　朱里 専門学校日本デザイナー芸術学院

後口　誠 新日本印刷株式会社 近藤　望 専門学校日本デザイナー芸術学院

奥村　沙也 新日本印刷株式会社 藤原　葉由 専門学校日本デザイナー芸術学院

石川　和秀 新日本印刷株式会社 寺岡　有稀 専門学校日本デザイナー芸術学院

志水　秀陽 株式会社サンアート印刷 奥岡　杏菜 広告デザイン専門学校

板倉　千夏 株式会社マルワ 神保　兵眞 大原情報デザインアート専門学校金沢校

内田　実優 株式会社エムアイシーグループ 山名田　彩香 大原情報デザインアート専門学校金沢校

川瀬　綾乃 株式会社コームラ 秋田　海咲 大原情報デザインアート専門学校金沢校

中村　公美 ヨツハシ株式会社 端田　涼花 金城大学短期大学部

吉松　留美 ヨツハシ株式会社 齋藤　夏海 金城大学短期大学部

糟谷　昌良 伊藤印刷株式会社 重吉　笑里 金沢学院大学

加藤　毅 株式会社アサプリ 堀田　花菜 金沢学院大学

山本　倫裕 株式会社アサプリ 中﨑　祐佳 金沢学院大学

野村　奈美 ヨシダ印刷株式会社 濱森　美伎 金沢学院大学

松村　龍馬 トライデントデザイン専門学校 大平　沙樹 北陸デザイナー専門学校

小田　隼也 トライデントデザイン専門学校 高塚　紀沙 北陸デザイナー専門学校

犬飼　穂風 あいち造形デザイン専門学校 山室　寧 愛知県立蒲郡高等学校

山崎　公視 あいち造形デザイン専門学校 仲座　華那 愛知県立愛知総合工科高等学校

水野　凪 あいち造形デザイン専門学校 石川　聖佳 愛知県立愛知総合工科高等学校

山田　桃永 あいち造形デザイン専門学校 佐野　香苗 愛知県立愛知総合工科高等学校

木村　翔太 大同大学 寺本　翔 愛知県立愛知総合工科高等学校

河邑　侑徒 大同大学 磯部　真琳 愛知県立愛知総合工科高等学校

水谷　祐介 大同大学 奥田　綾香 三重県立松阪工業高等学校

木村　真也 大同大学 金谷　怜奈 三重県立松阪工業高等学校

高杉　昇吾 大同大学 堀江　奈津希 三重県立松阪工業高等学校

杉浦　太一 山本学園情報文化専門学校 山本　凌平 三重県立松阪工業高等学校

清水　琴海 山本学園情報文化専門学校 坂田　ユリエ 三重県立飯野高等学校

菊池　将史 山本学園情報文化専門学校 東堀　光希 三重県立飯野高等学校

柴田　龍希 山本学園情報文化専門学校 坂本　桃香 石川県立工業高等学校

田中　雄大 専門学校日本デザイナー芸術学院 山本　優羽 石川県立小松高等学校

竹内　海月 専門学校日本デザイナー芸術学院 稲山　すず 富山県立富山北部高等学校

富田　恵理子 専門学校日本デザイナー芸術学院 武原　由乃 富山県立富山北部高等学校

津田　斗南 専門学校日本デザイナー芸術学院 中田　麗 富山県立富山北部高等学校

岩田　莉奈 専門学校日本デザイナー芸術学院 野上　晴香 富山県立富山北部高等学校

福田　萌絵 専門学校日本デザイナー芸術学院 松村　日向乃 富山県立富山北部高等学校

松井　優月 富山県立富山北部高等学校

【入　選（71名／順不同）】


