
受賞名 部門 都道府県 団体名 氏名 タイトル

文部科学大臣賞 小学5～6年 大阪府 大阪市立加美小学校 義本　怜子 CLEAN UP! 太陽系

厚生労働大臣賞 小学3～4年 埼玉県 朝霞市立朝霞第七小学校 山田　美心 ゴミを花にできるふしぎなロボット

環境大臣賞 小学5～6年 福岡県 福岡教育大学附属福岡小学校 井上　満喜 陸のそうじき

シーバイエス賞 小学1～2年 福岡県 福岡市立住吉小学校 矢口　裕人 ごみをすてない

シーバイエス賞 小学3～4年 広島県 福山市立駅家小学校 姜　雯惠 よごれをすいとりクリーニング

シーバイエス賞 小学3～4年 東京都 練馬区立豊玉南小学校 細谷　花ノ子 自然の宝物を生み出す未来の車

リンレイ賞 小学3～4年 埼玉県 越谷市立明正小学校 本田　実莉 未来のおそうじメカくじら

リンレイ賞 小学5～6年 広島県 呉市立安浦小学校 小林　虎ノ介 アシュラがそうじ中！

リンレイ賞 小学5～6年 宮崎県 新富町立富田小学校 山下　葵 未来の世界はどっち！？

テラモト賞 幼児 鳥取県 三原　七音 くものごみをとってあげるね

テラモト賞 小学1～2年 鹿児島県 いちき串木野市立串木野小学校 江口　さくら 資源を集めてきれいな未来へ

テラモト賞 小学1～2年 東京都 新宿区立東戸山小学校 三浦　伊リア ロボットとぞうきんがけきょうそう

山崎産業賞 幼児 栃木県 平野　沙季 そうじしたおちばがおはなのえいようになったよ

山崎産業賞 小学5～6年 奈良県 大和高田市立高田小学校 菱田　明里 海をきれいにするカニロボット

山崎産業賞 小学5～6年 熊本県 熊本市立西里小学校 亀井　大嘉徳 おそうじロボットの町

ニッカー絵具賞 幼児 愛知県 梶浦　理紗 うちゅうそうじき

ニッカー絵具賞 小学1～2年 山梨県 韮崎市立韮崎小学校 橋本　健吾 おそうじベストで森をきれいに！

ニッカー絵具賞 小学5～6年 東京都 世田谷区立山野小学校 橋本　遼平 海のロボット

審査員賞 小学1～2年 奈良県 高取町立たかむち小学校 中村　未来 ねこちゃんおそうじロボット

審査員賞 小学3～4年 福井県 坂井市立高椋小学校 松田　紬希 動物たちとリサイクル

審査員賞 小学3～4年 北海道 こども絵画教室アトリエ庵 伊藤　珠里 スペースデブリをやっつけろ

審査員賞 小学5～6年 北海道 こども絵画教室アトリエ庵 藤井　愛菜 ごみを踏むと空気が出来るくつ

全国協会長賞 幼児 オーストラリア/メルボルン ソコレスキー　アイリス 体に良い空気のできあがり！

全国協会長賞 幼児 広島県 山本　柚衣 ごみをお花畑にするわんちゃんロボット

全国協会長賞 小学1～2年 兵庫県 のむら・アート・るーむ 西谷　大悟 みらいのそうじ

全国協会長賞 小学1～2年 岐阜県 木村ARTスクール 木村　峻登 鵜飼の草取り

全国協会長賞 小学3～4年 大阪府 大阪市立苅田小学校 小野　零菜 住みたい！輝く海の町

全国協会長賞 小学3～4年 京都府 洛南高等学校附属小学校 岡田　叡 おそうじロボット大活やく

全国協会長賞 小学5～6年 和歌山県 和歌山市立四箇郷北小学校 岩﨑　加音 そうじは楽しい

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（大臣賞・金賞）



受賞名 部門 都道府県 団体名 団体名 タイトル

銀賞 幼児 鹿児島県 ユズリ葉の杜保育園上荒田 柿木原　秀斗 おそうじしているところ

銀賞 幼児 奈良県 川西町立認定こども園 川西幼稚園 宮谷　悠歩 あめ ぞうきん

銀賞 幼児 福井県 金津東こども園 岡倉　小夏 そらもとべるそうじき

銀賞 幼児 茨城県 自由アート桜が丘教室 グエン ディン　ダイ 虫たちも一緒におそうじ

銀賞 幼児 大阪府 社会福祉法人ゆりかご会 ゆりかご保育園 森本　大空 未来のおそうじ

銀賞 幼児 岐阜県 合歓の木幼稚園 なかえ　ゆこ かだんをきれいにしてくれるそうじき

銀賞 幼児 大阪府 玉本　琉月奈 おはながいっぱいのびる

銀賞 幼児 兵庫県 のむら・アート・るーむ 趙　若希 かわいいロボット

銀賞 幼児 神奈川県 アトリエENDO 宮本　歩和 カニのごみあつめき

銀賞 幼児 東京都 学校法人あぐり郷学園こだま幼稚園 奥山　海琉 スピノサウルスのおそうじ

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銀賞・幼児）



受賞名 部門 都道府県 団体名 氏名 タイトル

銀賞 小学1～2年 福岡県 福岡教育大学附属福岡小学校 清原　隼都 ドリブルできれいなぁれ

銀賞 小学1～2年 京都府 洛南高等学校附属小学校 杉本　紗友里 ビル・ウォッシングマシーン

銀賞 小学1～2年 鹿児島県 霧島市立国分小学校 蓑原　一吹樹 スーパーそうじきでSDGs

銀賞 小学1～2年 埼玉県 朝霞市立朝霞第七小学校 西城　秀人 おそうじだいすきカメレオン！

銀賞 小学1～2年 北海道 こども絵画教室アトリエ庵 田中　旭燈 くもがゴミをひろう

銀賞 小学1～2年 大阪府 大阪市立加美小学校 北野　楯 大すきなきょうりゅうと自然をよごさない自転車でおさんぽしたい！！

銀賞 小学1～2年 滋賀県 草津市立常盤小学校 遠藤　耀生 リサイクル蒸気機関車

銀賞 小学1～2年 福井県 あわら市金津小学校 西川　未織 そうじぐつ

銀賞 小学1～2年 長野県 王滝村立王滝小学校 藤田　悠 うみのおそうじせんすいかん

銀賞 小学1～2年 大阪府 大阪市立新北島小学校 安養寺　祐基 自然とごみ拾い

銀賞 小学3～4年 神奈川県 横浜市立中和田南小学校 小野田　紗織 ごみをすって育つ木

銀賞 小学3～4年 大阪府 大阪市立日吉小学校 島　和路 なかよし花のおそうじ屋さん

銀賞 小学3～4年 兵庫県 のむら・アート・るーむ 梅田　和紗 カニカニおそうじロボット

銀賞 小学3～4年 福岡県 福岡教育大学附属福岡小学校 佐藤　湊人 海のおそうじ隊、出動！

銀賞 小学3～4年 兵庫県 伊丹市立天神川小学校 髙木　心優 未来のおそうじ鳥ロボット

銀賞 小学3～4年 福井県 福井市立木田小学校 笹村　樹生 ゴミ釣り クリーンアップ

銀賞 小学3～4年 鹿児島県 鹿児島市立福平小学校 木場　慎 ゴミがクリオネになる不思議なロボット

銀賞 小学3～4年 滋賀県 栗東市立治田西小学校 立山　葵 地きゅうのおそうじ

銀賞 小学5～6年 大阪府 和泉市立芦部小学校 伊藤　桃彩 海をキレイにゴミを無くそう！

銀賞 小学5～6年 兵庫県 のむら・アート・るーむ 小島　知歩 町中のロボット

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銀賞・小学生）



受賞名 部門 都道府県 団体名 団体名 タイトル

銅賞 幼児 青森県 学校法人さつき学園認定こども園さつき幼稚園 櫻田　香穂 お掃除のお手伝いするよ

銅賞 幼児 福島県 若松絵画造形教室 齋藤　羽久斗 くさとりをしてくれるロボット

銅賞 幼児 茨城県 高萩市立秋山幼稚園 山形　明日美 ロボットが掃除機をかけている

銅賞 幼児 埼玉県 鈴木　美文 くもにのっておそらのおそうじ

銅賞 幼児 埼玉県 アトリエ・たけび 庄司　謙 釣り

銅賞 幼児 埼玉県 アトリエ・たけび 風間　大洋 かにさん海のおそうじ

銅賞 幼児 埼玉県 坂元　菜乃香 Cleaning

銅賞 幼児 千葉県 堀江　紗綾 太陽光発電 清掃車

銅賞 幼児 千葉県 菊池　香帆 にじのそうじきですいとっちゃうぞ！！

銅賞 幼児 東京都 田中　愛梨 そらとぶ そうじ

銅賞 幼児 東京都
こども絵画造形教室キッズ・アトリエ
 西東京 練馬大泉

川田　紗連

銅賞 幼児 東京都
こども絵画造形教室キッズ・アトリエ
西東京 練馬大泉

和嶋　桜子 ウサギクリーナーがそうじをしてハートのにおいをふりまく

銅賞 幼児 東京都
こども絵画造形教室キッズ・アトリエ
西東京 練馬大泉

中村　涼花 海をそうじする魚

銅賞 幼児 東京都 Pastel Lab KIDS ART うらやま　ちさき おそうじせかいいっしゅうりょこう

銅賞 幼児 東京都 宮田　愛花 つよいあしのゾウさんがウィルスをお花に

銅賞 幼児 神奈川県 梅田　涼桂 まほうのほうき

銅賞 幼児 神奈川県 銀杏保育園 熊木　大悟 くるまのそうじき

銅賞 幼児 神奈川県 アトリエセラセラこども絵画教室 天田　悠貴 ジャングルをそうじするぞうさんロボット

銅賞 幼児 神奈川県 アトリエセラセラこども絵画教室 水野谷　匠真 集めたゴミは虹色の光に！！カブト虫ゴミ収集車

銅賞 幼児 神奈川県 田中　陽咲 ねているあいだのおばけの大そうじ

銅賞 幼児 富山県 森　香帆 ゴミを吸ってきれいな水にしてくれるタコさん

銅賞 幼児 福井県 金津東こども園 吉永　ちはや おそうじ楽しいな

銅賞 幼児 福井県 よつばこども園 さとう　はなえ 家族でお家のおそうじをしている

銅賞 幼児 福井県 よつばこども園 ただ　あいり そうじきとおそうじロボットでお家のおそうじ

銅賞 幼児 福井県 よつばこども園 はやし　まな 電車が通るときれいになるそうじき

銅賞 幼児 福井県 よつばこども園 おおみち　ちとせ わたしとおかあさんでおそうじしているところ

銅賞 幼児 福井県 よつばこども園 なかむら　りこ トイレそうじをしている

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・幼児）



受賞名 部門 都道府県 団体名 団体名 タイトル

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・幼児）

銅賞 幼児 福井県 よつばこども園 にしばた　かおん みんなでおそうじ

銅賞 幼児 福井県 よつばこども園 むらた　このみ わたしはおそうじやさん

銅賞 幼児 福井県 よつばこども園 いなもと　しゅり ママとまどふきたのしいな

銅賞 幼児 福井県 よつばこども園 にしむら　あかり ぴかぴかにしよう

銅賞 幼児 福井県 よつばこども園 たけうち　はると ぼくもおそうじしたいな

銅賞 幼児 福井県 いちひめこども園 松原　未旺 きれいにできるそうじき

銅賞 幼児 福井県 社会福祉法人さくら福祉会 細呂木こども園 坂井　陽名 窓拭きでピッカピカ

銅賞 幼児 福井県 社会福祉法人さくら福祉会 細呂木こども園 上田　夢歩 おうちでおそうじしているよ

銅賞 幼児 福井県 社会福祉法人さくら福祉会 細呂木こども園 小杉　冬馬 おそうじたのしいよ

銅賞 幼児 福井県 社会福祉法人さくら福祉会 細呂木こども園 新宅　璃子 ほうきで葉っぱをはいている

銅賞 幼児 福井県 鳴鹿幼保園 こばやし　たける ぞうきんがけ

銅賞 幼児 福井県 鳴鹿幼保園 じょうごし　まお ほうきでおそうじ

銅賞 幼児 福井県 金津こども園 おがさわら　あやめ じぶんのへやのおそうじ

銅賞 幼児 福井県 加戸幼保園 富坂　心 コロナ菌をすいとるママ

銅賞 幼児 福井県 加戸幼保園 山岸　凌來 ねずみをすいとる

銅賞 幼児 福井県 学校法人隆松学園小鳩幼稚園 たむら　ゆいと 大きなあみでゴミをひろえるふね

銅賞 幼児 福井県 学校法人隆松学園小鳩幼稚園 うえみち　あかり
海がよごれて魚たちがこまっている！！
みんなでゴミひろいをしているところだよ！

銅賞 幼児 岐阜県 学校法人杉山第三学園 うぬま第一幼稚園 ひぐち　ちさの なかまとおそうじロボット

銅賞 幼児 岐阜県 学校法人杉山第三学園 うぬま第一幼稚園 さとう　なのか スイスイマン

銅賞 幼児 岐阜県 学校法人杉山第三学園 うぬま第一幼稚園 すずき　おとはる 虫と一緒にお掃除

銅賞 幼児 岐阜県 学校法人杉山第三学園 うぬま第一幼稚園 ごとう　こうた 町をそうじする正義のロボット

銅賞 幼児 岐阜県 学校法人加納学園こばと西幼稚園 松浦　遥香 ごみをたべてしゃぼんだまにかえるチョウ

銅賞 幼児 岐阜県 合歓の木幼稚園 ふるいち　のあ ゴミをたべるイヌ

銅賞 幼児 岐阜県 合歓の木幼稚園 みずの　たいち ゴミをたべるきりんさん

銅賞 幼児 岐阜県 合歓の木幼稚園 つねかわ　みお うみをきれいにしてくれるロボット

銅賞 幼児 岐阜県 合歓の木幼稚園 ひご　まさと はたけでやさいをそだてるロボット

銅賞 幼児 岐阜県 合歓の木幼稚園 やなぎさわ　はるの もりをまもってくれるくま

銅賞 幼児 岐阜県 合歓の木幼稚園 やまだ　あずさ まちをきれいにしてくれるそうじき



受賞名 部門 都道府県 団体名 団体名 タイトル

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・幼児）

銅賞 幼児 岐阜県 合歓の木幼稚園 やすえ　みおり さかながゴミをたべないようにうみをまもるサメとうさぎ

銅賞 幼児 岐阜県 合歓の木幼稚園 くりき　かいと 2かいまでとどくそうじき

銅賞 幼児 岐阜県 合歓の木幼稚園 かわだ　みお いえのなかをぜんぶそうじしてくれるおそうじロボット

銅賞 幼児 岐阜県 中部学院大学・中部学院大学短期大学部附属 桐が丘幼稚園奥村　芽生 はっぱそうじのネコロボット

銅賞 幼児 岐阜県 中部学院大学・中部学院大学短期大学部附属 桐が丘幼稚園黒岩　彩羽 びょーんとのびるごみひろい

銅賞 幼児 岐阜県 ほんごう幼稚園 佐竹　海惺 ごみをたべるかいじゅう

銅賞 幼児 岐阜県 ほんごう幼稚園 塚田　春美 ごみをあつめるぞうさんそうじき

銅賞 幼児 岐阜県 ほんごう幼稚園 八尋　楓 カニさんのはさみでごみひろい

銅賞 幼児 岐阜県 ほんごう幼稚園 野口　藍 すいぞくかんもピカピカ

銅賞 幼児 岐阜県 ほんごう幼稚園 林　祐希 ごみすいくん

銅賞 幼児 岐阜県 ほんごう幼稚園 吉岡　孝 どんどんすいこむせんぷうき

銅賞 幼児 岐阜県 ほんごう幼稚園 冨田　悠仁 うみのなかをそうじするロボット

銅賞 幼児 静岡県 長谷川　聡 なんでもポイポイロボット

銅賞 幼児 愛知県 江南幼稚園 土方　麻央 地球をきれいにするよ

銅賞 幼児 愛知県 枇杷島画塾 中野　未湖 キツネのそうじき

銅賞 幼児 愛知県 だれでもアーティストクラブ 村井　里帆 ユニコーンにのってそらからおそうじ

銅賞 幼児 滋賀県 山本　唯人 とっても優しいゴミを食べてくれるクジラロボット

銅賞 幼児 京都府 田中　遙真 空気をきれいにするミキサー車

銅賞 幼児 大阪府 梶原　美月 ゾウさんシャワー、みんなでおそうじ

銅賞 幼児 大阪府 谷口　琴音 うみのいきものみんなでおそうじ

銅賞 幼児 大阪府 諏訪こども学園 塩田　彩葉 ハートロボット

銅賞 幼児 大阪府 諏訪こども学園 楠本　鈴奈 ハートロボット

銅賞 幼児 大阪府 諏訪こども学園 森脇　暦美 ハートロボット

銅賞 幼児 大阪府 諏訪こども学園 濱地　悠 お掃除ロボット

銅賞 幼児 大阪府 諏訪こども学園 稲垣　然 お掃除ロボット

銅賞 幼児 大阪府 柳川　栞 おそうじ・種まき・水やり 鳥ロボット

銅賞 幼児 大阪府 認定こども園ひなぎく幼稚園 神田　日茉瑠 ロボットそうじきさんが町をきれいにしているよ♪

銅賞 幼児 大阪府 認定こども園ひなぎく幼稚園 前田　朝陽 ロボットさんが町をきれいにおそうじ♪



受賞名 部門 都道府県 団体名 団体名 タイトル

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・幼児）

銅賞 幼児 大阪府 春日東野幼稚園 古田　桃彩 リサイクルで虹色世界

銅賞 幼児 大阪府 春日東野幼稚園 西尾　真凛 虹みたいに町を綺麗に

銅賞 幼児 大阪府 春日東野幼稚園 福村　大悟 ごみをあつめてエネルギーに

銅賞 幼児 大阪府 春日東野幼稚園 有家　百梨奈 ロケットでゴミをあつめよう

銅賞 幼児 大阪府 春日東野幼稚園 長谷川　陽菜 ロケットにのってそらをきれいに

銅賞 幼児 大阪府 春日東野幼稚園 藤原　玲菜 森でおそうじ

銅賞 幼児 大阪府 春日東野幼稚園 井澤　実音 海の中のおそうじ

銅賞 幼児 大阪府 春日東野幼稚園 出耒　のぞみ 森でおそうじ

銅賞 幼児 大阪府 堀元　聡太 ロボットがそうじしてくれました！



受賞名 部門 都道府県 団体名 団体名 タイトル

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・幼児）

銅賞 幼児 大阪府 ドレミインターナショナルスクール心斎橋校 高山　笑奈 未来のおそうじロボット

銅賞 幼児 大阪府 社会福祉法人ゆりかご会 ゆりかご保育園 緒方　椿 未来のおそうじ

銅賞 幼児 大阪府 社会福祉法人ゆりかご会 ゆりかご第2保育園 大山　颯介 スパイダーロボ

銅賞 幼児 兵庫県 綿貫　開仁 なかが見えて、にじいろ！こんなゴミ収集車があったらかっこいいな！

銅賞 幼児 兵庫県 三浦　一紗 ゴミを沢山吸ったらガチャガチャのできる掃除機

銅賞 幼児 奈良県 今村　壮 うちゅうじんがおそうじにやってきた！

銅賞 幼児 奈良県 橿原市立第2こども園 今井幼稚園・今井保育所 工藤　恵斗 未来のおそうじ

銅賞 幼児 奈良県 奈良学園幼稚園 加納　芽愛 ゴミをドレスにしてくれるロボット

銅賞 幼児 奈良県 奈良学園幼稚園 三ツ井　葵 空飛ぶ風船で屋根の上もらくらくおそうじ

銅賞 幼児 奈良県 葛城市立磐城第1保育所 泰平　愛陽奈 よるのおそうじ

銅賞 幼児 奈良県 葛城市立磐城第1保育所 木下　湊翔 うみのおそうじ

銅賞 幼児 奈良県 葛城市立磐城第1保育所 土谷　遥斗 ねているおそうじ

銅賞 幼児 奈良県 葛城市立磐城第2保育所 田川　傑 おそうじロボがゴミの分別をしているところ

銅賞 幼児 奈良県 葛城市立磐城第2保育所 福男　晃陽 みらいのそうじき

銅賞 幼児 奈良県 葛城市立磐城第2保育所 松田　悠成 にじいろロボットそうじき

銅賞 幼児 奈良県 葛城市立磐城第2保育所 吉村　一朗 みらいのそうじろぼっと

銅賞 幼児 奈良県 川西町立認定こども園 川西幼稚園 吉田　莉子 ごみばすけっとぼーる

銅賞 幼児 奈良県 川西町立認定こども園 川西幼稚園 石田　壮汰 あめがふったら ごみがばくはつして きえるきかい

銅賞 幼児 奈良県 橿原市立第5こども園 新沢幼稚園・川西保育所 髙松　暖大 おうちをおそうじするきかい

銅賞 幼児 岡山県 幼児・小学生絵画教室 三原色の会 張　いしん 海の底まできれいにするぞ

銅賞 幼児 広島県 岸崎　未來 ゴミをいれたら材料にわけて分別してだしてくれるゴミばこ

銅賞 幼児 広島県 株式会社チューゲイ 芥川　穂花 未来の学校のおそうじ

銅賞 幼児 山口県 カワハラ造形教室 中桐　千嘉 かわいいおそうじてんとうむし

銅賞 幼児 山口県 カワハラ造形教室 鹿島　梨華 ビルのおそうじ屋さん

銅賞 幼児 香川県 一藁　琉翔 くうきをきれいにするハーモニカ

銅賞 幼児 福岡県 平田　百合子 ごみから虹を作るよ！きのこのリサイクルハウス

銅賞 幼児 長崎県 緒方　雄大 ボートたのしかったよ

銅賞 幼児 熊本県 谷口　陽葵 魚たちのための海のおそうじロボット



受賞名 部門 都道府県 団体名 団体名 タイトル

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・幼児）

銅賞 幼児 大分県 社会福祉法人和順会むさしこども園 吉田　夢斗 きれいなまちをつくりたいな

銅賞 幼児 大分県 吉山　ひかり かたつむりおそうじロボット

銅賞 幼児 宮崎県 木花こども園 黒木　梨央

銅賞 幼児 宮崎県 木花こども園 阿部　葵

銅賞 幼児 鹿児島県 西岡　万織 海のおそうじ

銅賞 幼児 沖縄県 勢理客　李奈 おそうじするぞ！くわがたくん！



受賞名 部門 都道府県 団体名 氏名 タイトル

銅賞 小学1～2年 オーストラリア/メルボルン メルボルン日本人学校 川村　碧 ゴミをさんごにかえる海ヘビロボット

銅賞 小学1～2年 福島県 郡山市立桑野小学校 髙橋　亮太 ネイチャークリーナーでみんな元気に

銅賞 小学1～2年 茨城県 筑西市立古里小学校 秋山　実夢 ちきゅうまるごとそうじき

銅賞 小学1～2年 茨城県 自由アート桜が丘教室 西村　葵衣 外をきれいにおそうじするうさぎたち

銅賞 小学1～2年 群馬県 高崎市立佐野小学校 笠原　想介 おそおじがんばるとそうじロボット

銅賞 小学1～2年 群馬県 高崎市立佐野小学校 伴場　咲月 ドローンそうじマシーン

銅賞 小学1～2年 埼玉県 越谷市立南越谷小学校 中村　晋理 宇宙まで掃除して遊べるロボット

銅賞 小学1～2年 埼玉県 越谷市立千間台小学校 辻　大輝 どんどんすいこむせんぷうき

銅賞 小学1～2年 埼玉県 本庄市立旭小学校 久保　心 まるでまほう！のおそうじステッキ

銅賞 小学1～2年 埼玉県 川口市立十二月田小学校 中名　理菜 魚ロボット

銅賞 小学1～2年 埼玉県 さいたま市立城南小学校 宮本　心寧 おそうじのりもの出どう！町がピカピカみんなニコニコ

銅賞 小学1～2年 埼玉県 さいたま市立城南小学校 宮﨑　桃花 きれいにピカピカおそうじニャン

銅賞 小学1～2年 埼玉県 朝霞市立朝霞第七小学校 山田　心晴 そうじき動物ロボとたのしくおそうじ

銅賞 小学1～2年 埼玉県 朝霞市立朝霞第七小学校 李　涵鈺 どうぶつのうんちをあつめる

銅賞 小学1～2年 埼玉県 東松山市立松山第一小学校 長谷部　真翔 海のなかまのおそうじ

銅賞 小学1～2年 埼玉県 周　師羽 しょうらいのじどうそうじき

銅賞 小学1～2年 千葉県 椿森絵画教室 吉田　旭 町をおそうじするワン

銅賞 小学1～2年 千葉県 西　一真 手分けしてきれいにするロボ

銅賞 小学1～2年 千葉県 我孫子市立新木小学校 鈴木　結芽 にじいろのお魚のそうじき

銅賞 小学1～2年 千葉県 柏市立田中小学校 上妻　蒼弥 くじらのおそうじ屋さん

銅賞 小学1～2年 千葉県 酒々井町立大室台小学校 齋藤　楓 空とぶおそうじやさん

銅賞 小学1～2年 千葉県 四街道市立栗山小学校 東海林　帆椰 なんでもじょきんくんZ

銅賞 小学1～2年 千葉県 八街市立八街東小学校 菊本　乃愛 クリーンホエール（くじらのおそうじロボット）

銅賞 小学1～2年 千葉県 アートステップ絵画造形教室 小林　佑心 いかだでうみそうじ

銅賞 小学1～2年 東京都 ものづくり教室みずたま 内藤　岳 うちゅうからちきゅうをきれいにするロボット

銅賞 小学1～2年 東京都 ものづくり教室みずたま 内藤　丈 おそうじたまごきょうりゅう

銅賞 小学1～2年 東京都 市岡　スカーレット ゴミをたべてきれいな空気を出すマシーン

銅賞 小学1～2年 東京都 江戸川区立本一色小学校 羽賀　拓海 海のおそうじせんすいかん

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・小学生）



受賞名 部門 都道府県 団体名 氏名 タイトル

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・小学生）

銅賞 小学1～2年 東京都 杉並区立四宮小学校 佐藤　玲那 くうきをいっそうきれいに

銅賞 小学1～2年 東京都 台東区立台東育英小学校 石崎　絢 太陽エネルギーで地球を冷やす衛星

銅賞 小学1～2年 東京都 リックキッズ株式会社 松倉　弘宜 フツレースたー

銅賞 小学1～2年 東京都 リックキッズ株式会社 星合　正太郎 ユーフォ―うちゅうゴミかいしゅう

銅賞 小学1～2年 東京都 リックキッズ株式会社 松浦　絹 ごみしゅうしゅうしゃ

銅賞 小学1～2年 東京都 リックキッズ株式会社 川畑　結花 おやこおそうじロボット

銅賞 小学1～2年 東京都 リックキッズ株式会社 桑田　恵莉奈 森をきれいにする天使

銅賞 小学1～2年 東京都 リックキッズ株式会社 市坂　楓 わたしが虹色ビームで森をきれいにするよ！

銅賞 小学1～2年 東京都 リックキッズ株式会社 矢澤　知怜 トイレそうじロボット

銅賞 小学1～2年 東京都 リックキッズ株式会社 三木　あかり 宇宙のゴミをひろうお月さまたち

銅賞 小学1～2年 東京都 リックキッズ株式会社 武田　観宙 楽しいおそうじのお家

銅賞 小学1～2年 東京都 板橋区立金沢小学校 大湊　裕人 ゴミが宝石になる家

銅賞 小学1～2年 東京都 上野　檀 ロボット達の大そうじ

銅賞 小学1～2年 東京都 酒井　理仁 海をきれいにするエコの魚

銅賞 小学1～2年 東京都 八王子市立恩方第一小学校 大橋　未来 すいこむロボット

銅賞 小学1～2年 東京都 八王子市立恩方第一小学校 宮田　夏穂 未来のおそうじ

銅賞 小学1～2年 東京都 ビコロアート教育絵画教室 鈴木　千紗乃 クモ型そうじロボット

銅賞 小学1～2年 神奈川県 アトリエENDO 羽村　衣桜 ごみをあつめるネコロボット

銅賞 小学1～2年 神奈川県 横浜市立星川小学校 髙本　史遙 うちゅうとちきゅうのごみしょりじょう

銅賞 小学1～2年 神奈川県 横浜市立茅ケ崎東小学校 清水　南那 おそうじロボット

銅賞 小学1～2年 神奈川県 横浜市立茅ケ崎東小学校 辰巳　司 おそうじロボット

銅賞 小学1～2年 神奈川県 横浜市立茅ケ崎東小学校 齋藤　聡祐 おそうじーんはつばい

銅賞 小学1～2年 神奈川県 横浜市立舞岡小学校 柳沼　幸汰 ゴミをすって花にシャワーだ

銅賞 小学1～2年 神奈川県 RRSアトリエポップ美術教室 小清水　彩七 とりのいえのおそうじ

銅賞 小学1～2年 神奈川県 横浜市立市場小学校 杉野　渚 川のゴミをすいとるそうじき

銅賞 小学1～2年 新潟県 名古屋　幾 深海のゴミをたべるメンダコ掃除機

銅賞 小学1～2年 石川県 小松市立荒屋小学校 山下　愛美咲 草をすいこむそうじき

銅賞 小学1～2年 福井県 進士　明希穂 ごみをお花にかえるさかな



受賞名 部門 都道府県 団体名 氏名 タイトル

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・小学生）

銅賞 小学1～2年 福井県 あわら市金津小学校 髙谷　葵 とうめいなそうじき

銅賞 小学1～2年 福井県 福井市立麻生津小学校 やのう　わか さかなのそうじ

銅賞 小学1～2年 福井県 越前市立花筐小学校 宇野　陽翔 それいけ！！バキュームマン！

銅賞 小学1～2年 福井県 越前市立花筐小学校 石田　凜斗 うみの大そうじ

銅賞 小学1～2年 福井県 福井市立社西小学校 齊藤　仁菜 ゆめのおそうじろぼっと

銅賞 小学1～2年 福井県 福井市立社西小学校 西野　葵 福井の海辺をきれいにするペンギンロボット

銅賞 小学1～2年 福井県 福井市立社西小学校 吉田　湊 おそうじろぼっと

銅賞 小学1～2年 福井県 鯖江市立吉川小学校 長家　一颯 どうぶつのそうじ

銅賞 小学1～2年 福井県 鯖江市立吉川小学校 竹田　優衣 大そうじき

銅賞 小学1～2年 福井県 鯖江市立吉川小学校 青山　愛 海の魚がごみをおそうじしてくれるロボット

銅賞 小学1～2年 福井県 鯖江市立吉川小学校 鳥居　優衣 おそうじロボット

銅賞 小学1～2年 福井県 鯖江市立吉川小学校 長谷川　苺花 ぼたんをおすとそうじをする

銅賞 小学1～2年 福井県 鈴木　結 ゴミのリサイクルでおもちゃをつくるきかい

銅賞 小学1～2年 福井県 谷口　功竜 海のおそうじ

銅賞 小学1～2年 福井県 坂井市立高椋小学校 松田　瑚白 インコとなかよくおそうじ

銅賞 小学1～2年 福井県 福井市立木田小学校 多賀谷　栞 どうぶつたちがおそうじをしてるよ

銅賞 小学1～2年 福井県 福井市立木田小学校 杉森　更紗 まじょとおばけのおそうじぐんだん

銅賞 小学1～2年 福井県 福井市立木田小学校 畑　柚希 ロボ魚は海のヒーロー！

銅賞 小学1～2年 山梨県 山梨市立日川小学校 丸山　ぜん おそうじするヘビ

銅賞 小学1～2年 長野県 松本市立寿小学校 伊藤　芽唯 エリードブルー

銅賞 小学1～2年 長野県 松本市立寿小学校 井上　咲希 みんなとおへやをおそうじ

銅賞 小学1～2年 長野県 松本市立寿小学校 水野　洋之 おそうじロボ

銅賞 小学1～2年 長野県 松本市立寿小学校 大網　煌太朗 うちゅうのおそうじ

銅賞 小学1～2年 長野県 松本市立寿小学校 平賀　柚羽 あかちゃんろぼっと

銅賞 小学1～2年 岐阜県 小澤　彩菜 ごみおそうじ1号ときれいな町

銅賞 小学1～2年 岐阜県 可児市立土田小学校 今井　康晴 どこでもおそうじできるロボット

銅賞 小学1～2年 岐阜県 美濃市立藍見小学校 遠藤　蓮土 カタツムリおそうじロボットしゅつどうだ！

銅賞 小学1～2年 岐阜県 木村ARTスクール 土屋　叶跳 ドローンで清掃



受賞名 部門 都道府県 団体名 氏名 タイトル

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・小学生）

銅賞 小学1～2年 静岡県 磐田市立磐田中部小学校 髙林　芽生 変身ゴミ箱といっしょ

銅賞 小学1～2年 愛知県 ひらまつ絵画教室 飯田　聖大 たくさんのロボットでおそうじ

銅賞 小学1～2年 愛知県 愛知県立千種聾学校 脇山　蒼唯 きょうりゅうとおそうじしちゃえ

銅賞 小学1～2年 愛知県 枇杷島画塾 本江　友里愛 UFOのそうじき

銅賞 小学1～2年 三重県 桑名市立多度青葉小学校 萩　蓮佑 たかいところもスイスイロボット

銅賞 小学1～2年 三重県 四日市市立小山田小学校 北濱　稜真 まほうの磁石とまほうのほうきでかたづける

銅賞 小学1～2年 三重県 四日市市立小山田小学校 須藤　駿 おなかでゴミをくだくドラゴンマシーン

銅賞 小学1～2年 三重県 津市立村主小学校 増井　真歩 海のおそうじをするロボット

銅賞 小学1～2年 滋賀県 大津市立瀬田小学校 小野　禾純 もくもくおそうじ雲

銅賞 小学1～2年 滋賀県 南宮　旭登 まちをきれいにするきょうりゅう

銅賞 小学1～2年 京都府 洛南高等学校附属小学校 江波　壮樹 パクパククジラ

銅賞 小学1～2年 京都府 洛南高等学校附属小学校 滝山　千珠 地球丸ごときれいにバクバク

銅賞 小学1～2年 大阪府 熊取町立中央小学校 波切　桜河 公園おそうじロボット

銅賞 小学1～2年 大阪府 熊取町立中央小学校 和田　光祐 水中ロボット魚たちといっしょに海の大そうじ

銅賞 小学1～2年 大阪府 大阪市立平野西小学校 内山　幹太 みんながすみやすい町

銅賞 小学1～2年 大阪府 大阪市立東小橋小学校 大場　玲奈 未来のおそうじ

銅賞 小学1～2年 大阪府 大阪市立湯里小学校 樫木　友陽 うみのおそうじロボットまんぼうとくらげ

銅賞 小学1～2年 大阪府 大阪市立清水丘小学校 岩見　凛 うみをきれいにするロボット

銅賞 小学1～2年 大阪府 大阪市立清水丘小学校 津崎　紗良 うみのおそうじ

銅賞 小学1～2年 大阪府 大阪市立清水丘小学校 森永　叶芽 森のおそうじ

銅賞 小学1～2年 大阪府 大阪市立田辺小学校 村井　桜 おそうじまんぼうちゃん

銅賞 小学1～2年 大阪府 大阪市立泉尾東小学校 大野　汐萌 環境保護

銅賞 小学1～2年 大阪府 大阪市立巽小学校 三山　将嗣 おそうじロボット

銅賞 小学1～2年 大阪府 大阪市立日吉小学校 中田　結人 ほこりたべそうじき

銅賞 小学1～2年 大阪府 大阪市立日吉小学校 井上　文乃 ロボットといっしょに

銅賞 小学1～2年 大阪府 熊取町立西小学校 井本　季咲 クリーニング・ドラゴンフライ

銅賞 小学1～2年 大阪府 大阪市立塚本小学校 中尾　南月 おかたづけタコロボット

銅賞 小学1～2年 大阪府 摂津市立鳥飼西小学校 井上　希壱 おそうじUFO



受賞名 部門 都道府県 団体名 氏名 タイトル

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・小学生）

銅賞 小学1～2年 大阪府 大阪狭山市立南第二小学校 森　ひまり うみのおそうじ

銅賞 小学1～2年 大阪府 宮﨑絵画教室 日野上　澄海愛 家がたおそうじロボット

銅賞 小学1～2年 大阪府 宮﨑絵画教室 大橋　稚子 うみのゴミをとるさかなロボット

銅賞 小学1～2年 大阪府 アトリエCALUTAT 上田　依茅 宇宙のおそうじをしてキレイに！

銅賞 小学1～2年 兵庫県 のむら・アート・るーむ 三嶋　慈佳 うちゅうをピカピカにするロボット！

銅賞 小学1～2年 兵庫県 のむら・アート・るーむ 井藤　帆貴 いろいろなおそうじロボットたち

銅賞 小学1～2年 兵庫県 のむら・アート・るーむ 藤本　陽葵 うちゅうそうじロボット

銅賞 小学1～2年 兵庫県 のむら・アート・るーむ 水野　花玲 てあしをつかってそうじをするロボット

銅賞 小学1～2年 兵庫県 のむら・アート・るーむ 松本　紬希 ぜつめつしたどうぶつをいきかえらせたロボット おそうじもできる

銅賞 小学1～2年 奈良県 久保田　祐 そうじするカラフルきょうりゅう

銅賞 小学1～2年 奈良県 高取町立たかむち小学校 辰本　大和 ピカピカおそうじ

銅賞 小学1～2年 奈良県 高取町立たかむち小学校 永長　樹季 海町そうじ

銅賞 小学1～2年 奈良県 高取町立たかむち小学校 徳永　詩弦 きれいなせかいの虫

銅賞 小学1～2年 和歌山県 紀の川市立安楽川小学校 松山　陽飛 いかロボットのそうじ

銅賞 小学1～2年 鳥取県 三原　春音 太陽をおそうじしたら太陽が熱くならないね

銅賞 小学1～2年 島根県 隠岐の島町立磯小学校 名目良　果瑚 まちをきれいにするロボット

銅賞 小学1～2年 岡山県 中柄　光晴 ゴミをおたからにかえるみらいのムササビとおそうじロボット

銅賞 小学1～2年 広島県 府中町立府中東小学校 吉川　さやか ゴミをたべてきれいになる魚

銅賞 小学1～2年 広島県 府中町立府中東小学校 田邊　智唯 しんしゅのおそうじ虫

銅賞 小学1～2年 広島県 府中町立府中北小学校 津々見　咲香 おそうじせんたい！！がっこうキレイにするんジャー

銅賞 小学1～2年 広島県 府中町立府中北小学校 川西　陸斗 そうじサメロボット

銅賞 小学1～2年 広島県 府中市立南小学校 内海　卓士 そうじきマン

銅賞 小学1～2年 広島県 府中市立南小学校 助永　明星 まどメンテナンス

銅賞 小学1～2年 広島県 府中市立南小学校 中山　諒星 うみのおそうじロボット

銅賞 小学1～2年 広島県 福山市立手城小学校 荒金　侑雅 ラジコンつきぞうきん

銅賞 小学1～2年 広島県 福山市立手城小学校 平田　真聖 そうじだいすきロボット

銅賞 小学1～2年 広島県 福山市立手城小学校 小川　遥大 じぶんのまわりをきれいにしてくれるそうじき

銅賞 小学1～2年 広島県 福山市立高島小学校 山守　由莉 くらげのおそうじろぼっと



受賞名 部門 都道府県 団体名 氏名 タイトル

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・小学生）

銅賞 小学1～2年 広島県 福山市立高島小学校 三宅　唯斗 コロナウイルスのないせかいにじになれ

銅賞 小学1～2年 広島県 福山市立駅家小学校 馬屋原　希乃楓 みらいのそうじき

銅賞 小学1～2年 山口県 周南市立桜木小学校 伊藤　紗凪 ごみパトロールロボット

銅賞 小学1～2年 徳島県 阿南市立中野島小学校 福田　結音 二人できょう力おそうじロボット

銅賞 小学1～2年 香川県 美術教室DoDo 香川　椋星 かおがたごみしょりロボット

銅賞 小学1～2年 福岡県 福岡市立住吉小学校 今林　連 ジンベエザメとイルカがおそうじ

銅賞 小学1～2年 福岡県 福岡市立住吉小学校 豊田　涼太 ごみをつかむロボット

銅賞 小学1～2年 福岡県 春日市立春日野小学校 村本　明穂 がんばったそうじ

銅賞 小学1～2年 福岡県 福岡教育大学附属福岡小学校 江頭　寧蕗 海のおそうじクジラロボ

銅賞 小学1～2年 福岡県 福岡教育大学附属福岡小学校 篠田　陽月 ごみすうゾウ

銅賞 小学1～2年 福岡県 大下　夏希 きれいな空気でいい気持ち

銅賞 小学1～2年 福岡県 河野　理央 うみのおそうじロボット

銅賞 小学1～2年 福岡県 馬　偉博 地球を大切に

銅賞 小学1～2年 福岡県 福嶋　優芽 宇宙でおそうじ

銅賞 小学1～2年 福岡県 福岡市立堅粕小学校 和田　直翔 リサイクルできれいなちきゅう

銅賞 小学1～2年 熊本県 熊本市立飽田南小学校 小原　都子 ぴかぴかなきれいなきょうしつ

銅賞 小学1～2年 鹿児島県 鹿児島市立西陵小学校 日髙　朝陽 うみのなかまたちおそうじロボット

銅賞 小学1～2年 鹿児島県 鹿児島市立西陵小学校 東村　洸希 ゴミやウイルスをすいこむせんぷうき

銅賞 小学1～2年 鹿児島県 阿久根市立脇本小学校 石原　安美香 おそうじロボット

銅賞 小学1～2年 鹿児島県 指宿市立丹波小学校 前之園　東鷹 かじきマグロロボットのおそうじ

銅賞 小学1～2年 鹿児島県 鹿児島市立西伊敷小学校 福島　凛花 おさかなよろこぶそうじやさん

銅賞 小学1～2年 鹿児島県 霧島市立国分小学校 阿久根　悠真 かびん、ペットボトルかいしゅうき

銅賞 小学1～2年 鹿児島県 霧島市立国分小学校 川床　菜々子 うちゅうきかん車

銅賞 小学1～2年 鹿児島県 霧島市立国分小学校 田畑　蒔啓 青虫が食べてぴかぴか

銅賞 小学1～2年 鹿児島県 霧島市立国分小学校 永山　煌莉 つばめのロボット

銅賞 小学1～2年 鹿児島県 霧島市立国分小学校 吉永　遥 ゴミがきらきら、気もちいい

銅賞 小学1～2年 鹿児島県 鹿屋市立寿北小学校 今城　颯士 ゴミをたべてきれいにするマシーン

銅賞 小学1～2年 鹿児島県 鹿屋市立寿北小学校 竹井　条志 くじらリサイクル



受賞名 部門 都道府県 団体名 氏名 タイトル

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・小学生）

銅賞 小学1～2年 鹿児島県 鹿屋市立寿北小学校 濱田　朝大 海のおそうじロボ（サメクリーン）

銅賞 小学1～2年 鹿児島県 武三なすび塾 崔　愛美 ゴミかいしゅうバード

銅賞 小学1～2年 鹿児島県 武三なすび塾 佐竹　倫太郎 うちゅうゴミゼロケット

銅賞 小学1～2年 鹿児島県 武三なすび塾 飯星　葵 クマのそうじやさん



受賞名 部門 都道府県 団体名 氏名 タイトル

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・小学生）

銅賞 小学3～4年 北海道 こども絵画教室アトリエ庵 沼澤　望杏 きれいな水ときれいな空気をつくる川風車

銅賞 小学3～4年 北海道 こども絵画教室アトリエ庵 鈴木　こむぎ ゴミ処理木

銅賞 小学3～4年 北海道 こども絵画教室アトリエ庵 高橋　希 きれいな空気を作る木

銅賞 小学3～4年 岩手県 子ども絵画教室 及川　こと実 ねこの手もかいたいボート

銅賞 小学3～4年 宮城県 Beaming Art School 大下　愛結 ボタン1つですべてきれい

銅賞 小学3～4年 秋田県 絵画教室うさぎの芽 伊藤　嬉乃 みんなで地球をきれいにしよう

銅賞 小学3～4年 福島県 会津坂下町立坂下東小学校 國井　優衣 どこでもルンバ

銅賞 小学3～4年 福島県 郡山市立桑野小学校 吉田　楓 町きれいランニングマシーン

銅賞 小学3～4年 福島県 郡山市立桑野小学校 武藤　花奈 ちきゅうにやさしい分別

銅賞 小学3～4年 茨城県 坂東市立七郷小学校 間中　蒼士 未来のおそうじ研究所フューチャーライフ（命）

銅賞 小学3～4年 茨城県 自由アート桜が丘教室 西山　葵 生き物たちのおそうじ

銅賞 小学3～4年 栃木県 飯野　匡哉 スペシャルそうじ機

銅賞 小学3～4年 群馬県 高崎市立佐野小学校 小原　悠輝 未来のおそうじロボット

銅賞 小学3～4年 埼玉県 越谷市立千間台小学校 屋良　亜美 ドラゴンおそうじロボット

銅賞 小学3～4年 埼玉県 春日部市立川辺小学校 岡田　ななみ おそうじエイロボット参上！

銅賞 小学3～4年 埼玉県 春日部市立川辺小学校 篠田　唯 ネコもおそうじ

銅賞 小学3～4年 埼玉県 川口市立新郷小学校 川田　美結香 未来はくらげが海中そうじ

銅賞 小学3～4年 埼玉県 草加市立新田小学校 梅津　理央 かってにお掃除ビル

銅賞 小学3～4年 埼玉県 毛呂山町立光山小学校 丹下　朋子 ゴミをなくしてくれるトラック

銅賞 小学3～4年 埼玉県 川口市立十二月田小学校 立花　栞菜 ゴミをすってきれいな物を出すそうじき

銅賞 小学3～4年 千葉県 椿森絵画教室 新居　心菜 宇宙そうじロージーメイプルモス

銅賞 小学3～4年 千葉県 千葉市立畑小学校 鈴木　美琴 タコロボットでゴミを拾ってキレイにしたらみんなでリサイクル！

銅賞 小学3～4年 千葉県 聖徳大学附属小学校 河合　杏樹 タコのきゅうばんで大そうじ

銅賞 小学3～4年 千葉県 小堀　瑛太 ドローンそうじきで、ゴミもウイルスもきれいにしよう！

銅賞 小学3～4年 千葉県 松戸市立柿ノ木台小学校 小室　優衣 地球のごみとり

銅賞 小学3～4年 千葉県 白井市立白井第三小学校 石塚　うらら 水さい絵の具

銅賞 小学3～4年 千葉県 暁星国際流山小学校 藤澤　恵梨香 ジンベエザメとカメのゴミひろい

銅賞 小学3～4年 千葉県 アトリエこうたき 渡辺　葵 カラフル綿毛のふわふわそうじき



受賞名 部門 都道府県 団体名 氏名 タイトル

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・小学生）

銅賞 小学3～4年 東京都 ものづくり教室みずたま 大津賀　咲歩 プロペラたちの海そうじ

銅賞 小学3～4年 東京都 ものづくり教室みずたま 内藤　さくら子 どうぶつたちのうちゅうそうじ

銅賞 小学3～4年 東京都 ものづくり教室みずたま 中島　陽生 ビルのまどふきパイプロボ

銅賞 小学3～4年 東京都 ものづくり教室みずたま 市川　瑠璃 鳥の空のそうじ

銅賞 小学3～4年 東京都 荒川区立第五峡田小 緑　優多 みらいのおそうじロボット

銅賞 小学3～4年 東京都 港区立芝浦小学校 中込　和湖 ロボットおそうじ

銅賞 小学3～4年 東京都 江戸川区立南葛西第三小学校 竹中　詩穂 未来のおそうじロボット

銅賞 小学3～4年 東京都 豊島区立富士見台小学校 岡田　怜 海のおそうじロボット

銅賞 小学3～4年 東京都 練馬区立豊玉南小学校 吉川　美幸 ロボそうじ

銅賞 小学3～4年 東京都 リックキッズ株式会社 岡野原　彩佳 エコなみらいへ

銅賞 小学3～4年 東京都 リックキッズ株式会社 栗原　優衣 地球の回りのごみそうじ

銅賞 小学3～4年 東京都 リックキッズ株式会社 篠崎　輝 海底をそうじするロボット

銅賞 小学3～4年 東京都 リックキッズ株式会社 大古　夏輝 宇宙と地球のおそうじ

銅賞 小学3～4年 東京都 大場　麻清 海の清そう指令センター

銅賞 小学3～4年 東京都 造形スタジオ・バル 堀江　稜之助 キングギドラ型そうじき

銅賞 小学3～4年 東京都 清瀬市立清瀬小学校 滝澤　杏樹 みんなそうじをしてくれてありがとう

銅賞 小学3～4年 東京都 八王子市立秋葉台小学校 石田　愛実 カメレオンしゅうしゅう車

銅賞 小学3～4年 東京都 八王子市立恩方第一小学校 榎本　琴菜 おそうじピンクくじらちゃん

銅賞 小学3～4年 東京都 東京創価小学校 籏野　大輔 まちのおそうじロボット

銅賞 小学3～4年 東京都 葛飾区立二上小学校 香取　和真 未来をきれいにする電車

銅賞 小学3～4年 東京都 葛飾区立二上小学校 林﨑　杏 ゴミをすってくれるタコロボット

銅賞 小学3～4年 東京都 葛飾区立二上小学校 横島　凛 ちきゅうをきれえにしよう

銅賞 小学3～4年 神奈川県 丹下　聡介 小さなクモのおそうじロボット

銅賞 小学3～4年 神奈川県 横浜市立舞岡小学校 荒木　唯花 町をきれいにするおそうじくも

銅賞 小学3～4年 神奈川県 RRSアトリエポップ美術教室 高橋　悠馬 アリの大そうじ

銅賞 小学3～4年 神奈川県 横浜市立中和田南小学校 酒井　龍成 うちゅうのおそうじロボット

銅賞 小学3～4年 神奈川県 横浜市立浦島小学校 林　雅媛 魚のなみだ

銅賞 小学3～4年 神奈川県 藤沢市立高谷小学校 長野　紬生 人とロボットのゴミすて
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銅賞 小学3～4年 神奈川県 藤沢市立高谷小学校 植田　翔大 ゴミあつめている魚

銅賞 小学3～4年 神奈川県 藤沢市立高谷小学校 内田　陽菜子 おそうじイルカ

銅賞 小学3～4年 神奈川県 藤沢市立高谷小学校 兒嶋　愛里澄 おそうじカンガルパンダ

銅賞 小学3～4年 神奈川県 藤沢市立高谷小学校 石田　陽大 宇宙みんなで大そうじ

銅賞 小学3～4年 神奈川県 アトリエMEGU 三浦　颯真 独立ほうき

銅賞 小学3～4年 神奈川県 絵画造形教室けいてん 出口　千尋 自然を守るロボットそうじ機

銅賞 小学3～4年 新潟県 小千谷市立小千谷小学校 久保田　幾海 未来のおそうじ

銅賞 小学3～4年 石川県 株式会社ビー・エム北陸 平野　志穏 水害おたすけ隊

銅賞 小学3～4年 福井県 越前市立花筐小学校 髙橋　到真 川のごみを食べるざっそうロボット

銅賞 小学3～4年 福井県 越前市立花筐小学校 関　柚稀 未来のおそうじ

銅賞 小学3～4年 福井県 越前市立花筐小学校 山口　佳暖 海の生き物がこまらないように

銅賞 小学3～4年 福井県 越前市立大虫小学校 大久保　樹 ゴミすいとりロボット

銅賞 小学3～4年 福井県 さざんか第2児童クラブ 島﨑　光汰 ゴミかってに集納箱

銅賞 小学3～4年 福井県 さざんか第2児童クラブ 長谷川　七菜 パクパク魚

銅賞 小学3～4年 福井県 小寺　愛莉 タコのそうじきロボット

銅賞 小学3～4年 福井県 齋藤　麻子 動物たちと虹のおそうじ

銅賞 小学3～4年 福井県 福井市立社西小学校 酒井　遼 海のゴミしゅう集船

銅賞 小学3～4年 福井県 東十郷第二児童クラブ 梅村　芹 キリンがごみを！！

銅賞 小学3～4年 福井県 坂井市立高椋小学校 八幡　琥太郎 ごみを減らす「木」

銅賞 小学3～4年 福井県 田中　愛莉 おそうじロボット大かつやく

銅賞 小学3～4年 福井県 あわら市立北潟小学校 辻　桜 北潟湖をキレイにするフナ

銅賞 小学3～4年 福井県 福井市立木田小学校 後藤　鈴奈 海のおそうじロボ、出動

銅賞 小学3～4年 福井県 和田第2児童クラブ 浦　航心 そうじいかの大そうじ

銅賞 小学3～4年 福井県 和田第2児童クラブ 酒井　雫玖 海をそうじするタコ

銅賞 小学3～4年 福井県 和田第2児童クラブ 森下　和香 お店のおそうじロボット

銅賞 小学3～4年 福井県 和田第2児童クラブ 山崎　一楓 ごみを食べる魚たち

銅賞 小学3～4年 福井県 くりのみ児童館 横山　せいら 家事ロボット

銅賞 小学3～4年 福井県 くりのみ児童館 仲井　春人 海のそうじきカニカニまん
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銅賞 小学3～4年 山梨県 富士吉田市立吉田西小学校 萱沼　流生

銅賞 小学3～4年 岐阜県 美濃市立藍見小学校 遠藤　帆人 動物おそうじロボット宇宙ごみを消してくれ！！

銅賞 小学3～4年 岐阜県 各務原市立稲羽西小学校 小島　安珠 海をきれいにする機械

銅賞 小学3～4年 岐阜県 木村ARTスクール 齊藤　歩武 岐阜の「匠」の掃除見本

銅賞 小学3～4年 岐阜県 Enjoy Art 河合　響太朗 スーパーバブルクリーンマンタ

銅賞 小学3～4年 岐阜県 Enjoy Art 東　大𠮷 海の上を走るクリーンロボット

銅賞 小学3～4年 静岡県 磐田市立磐田中部小学校 青嶋　璃子 いるものいらないもの分けてあげるよ。

銅賞 小学3～4年 愛知県 ひらまつ絵画教室 槌井　彩芽 海でおそうじする生きもの

銅賞 小学3～4年 愛知県 ひらまつ絵画教室 山口　あり ゴミはタコさんに

銅賞 小学3～4年 愛知県 枇杷島画塾 山本　仁合 自然を豊に

銅賞 小学3～4年 愛知県 内田アートクラブ 内田　博文 ゴミをエネルギーにかえる魚たち

銅賞 小学3～4年 愛知県 だれでもアーティストクラブ 新海　令奈 タコの便利なそうじ屋さん

銅賞 小学3～4年 三重県 美甫絵画塾 上村　美月 黒板消しロボット

銅賞 小学3～4年 滋賀県 草津市立草津第二小学校 水野　陽太 うちゅうから地球をきれいにそうじしてくれるロボット

銅賞 小学3～4年 滋賀県 愛荘町立愛知川小学校 池田　桜華 未来のおそうじ

銅賞 小学3～4年 京都府 洛南高等学校附属小学校 髙木　羚煌 地球を守るみんなの力

銅賞 小学3～4年 大阪府 東大阪市立英田北小学校 眞鍋　希愛 未来のおそうじ

銅賞 小学3～4年 大阪府 大阪市立高松小学校 西村　真優佳 ロボットのそうじ

銅賞 小学3～4年 大阪府 大阪市立高松小学校 南　慧 東京タワーをきれいに

銅賞 小学3～4年 大阪府 大阪市立喜連西小学校 大久保　紫陽 お掃除ロボット

銅賞 小学3～4年 大阪府 大阪市立小松小学校 小出　真緒 ロボットがおそうじ

銅賞 小学3～4年 大阪府 大阪市立木川南小学校 勝瀬　輝龍 マグマの熱でゴミ回収

銅賞 小学3～4年 大阪府 大阪市立出来島小学校 石橋　千緒 うみのシャークロボット

銅賞 小学3～4年 大阪府 大阪市立巽小学校 島　遥歩

銅賞 小学3～4年 大阪府 大阪市立巽小学校 藤代　愛加 おそうじロボット

銅賞 小学3～4年 大阪府 大阪市立巽小学校 谷口　太一 うみのごみをあつめる魚たち

銅賞 小学3～4年 大阪府 大阪市立巽小学校 谷田　結都 虫のそうじ屋

銅賞 小学3～4年 大阪府 大阪市立日吉小学校 香川　玖流 自由に飛ぶクリーンな海をパトロール
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銅賞 小学3～4年 大阪府 大阪市立日吉小学校 藤田　菊理 水がめ座のそうじき

銅賞 小学3～4年 大阪府 大阪市立日吉小学校 信濃　知花 未来のおそうじをする人

銅賞 小学3～4年 大阪府 大阪市立日吉小学校 鈴木　愛莉 みつばちの大そうじ

銅賞 小学3～4年 大阪府 大阪市立新平野西小学校 清田　愛彩 宇宙船型掃除機

銅賞 小学3～4年 大阪府 大阪市立塚本小学校 里井　斗哉 はたらくロボット

銅賞 小学3～4年 大阪府 泉佐野市立日新小学校 坂本　陽奏 車に乗って進むとじしゃくの力で自動でごみを集める。

銅賞 小学3～4年 大阪府 大阪狭山市立南第二小学校 福井　菜友 雲で空のおそうじ

銅賞 小学3～4年 大阪府 大阪狭山市立南第二小学校 森　亮太 未来のおそうじ

銅賞 小学3～4年 兵庫県 尼崎市立尼崎北小学校 野川　心春 外も中も

銅賞 小学3～4年 兵庫県 神戸市立枝吉小学校 岩﨑　蒼汰 未来のそうじ屋さん

銅賞 小学3～4年 兵庫県 加古川市立上荘小学校 藤井　優月 海の中を車でそうじ

銅賞 小学3～4年 兵庫県 アトリエSORA 服部　かな依 深海のおそうじたんさく

銅賞 小学3～4年 兵庫県 のむら・アート・るーむ 川﨑　花杏 ニコニコおそうじロボット

銅賞 小学3～4年 兵庫県 のむら・アート・るーむ 大久保　穂花 きれいにするよ！ロボット

銅賞 小学3～4年 兵庫県 伊丹市立天神川小学校 志賀　くらら どうぶつロボット

銅賞 小学3～4年 兵庫県 伊丹市立天神川小学校 澤江　歩音

銅賞 小学3～4年 兵庫県 伊丹市立天神川小学校 福井　杏萌 動物ロボのおそうじ

銅賞 小学3～4年 兵庫県 伊丹市立天神川小学校 前田　航汰 ハイパーそうじロボ

銅賞 小学3～4年 兵庫県 伊丹市立天神川小学校 山本　楓夏 未来のおそうじロボット

銅賞 小学3～4年 兵庫県 伊丹市立天神川小学校 安倍　美遥 環境を守るロボ

銅賞 小学3～4年 兵庫県 伊丹市立天神川小学校 大嶋　悠澄 新しゅ発見！！ゴミを食べるヘビ

銅賞 小学3～4年 奈良県 高取町立たかむち小学校 藤澤　凜太郎 海捜索団

銅賞 小学3～4年 奈良県 高取町立たかむち小学校 堂原　有莉 ゴミがくだものになる木

銅賞 小学3～4年 奈良県 高取町立たかむち小学校 𠮷田　詠 ゲームでそうじ

銅賞 小学3～4年 島根県 北陽ビル管理株式会社 鎌田　唯野 地球のおそうじ

銅賞 小学3～4年 岡山県 新見市立思誠小学校 森川　煌大 カニそうじロボット

銅賞 小学3～4年 広島県 府中町立府中北小学校 大畑　翠 おそうじネコロボット

銅賞 小学3～4年 広島県 広島市立鈴が峰小学校 中林　葉南子 おそうじロボット



受賞名 部門 都道府県 団体名 氏名 タイトル

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・小学生）

銅賞 小学3～4年 広島県 広島市立鈴が峰小学校 平野　陽翔 おそうじロボット

銅賞 小学3～4年 広島県 広島市立鈴が峰小学校 内田　実佑 未来のおそうじ

銅賞 小学3～4年 広島県 福山市立多治米小学校 小畑　希乃華 お魚ロボットで海の大そうじ

銅賞 小学3～4年 広島県 呉市立波多見小学校 日野　百喜 空気清じょう・そうじロボットとソーラーきのこハウス

銅賞 小学3～4年 広島県 福山市立高島小学校 園田　優斗 動物たちが住めるきれいな町

銅賞 小学3～4年 広島県 福山市立高島小学校 伊藤　千紗 ごみをすてよう

銅賞 小学3～4年 広島県 福山市立高島小学校 塚本　結愛 海の中 Before…After

銅賞 小学3～4年 広島県 福山市立高島小学校 本瓦　海珂 かわいいごみすてロボット

銅賞 小学3～4年 山口県 周南市立桜木小学校 中野　樹 タコロボットのおそうじ ～ぼくの操縦～

銅賞 小学3～4年 徳島県 阿南市立中野島小学校 福田　心結 ほうきの赤いボタンをおすと、自動でおそうじをしてくれる！？

銅賞 小学3～4年 香川県 美術教室DoDo 河井　鷹信 ハンドロボッター

銅賞 小学3～4年 愛媛県 松山市立窪田小学校 谷　真乃介 地球まるごとクリーニング

銅賞 小学3～4年 福岡県 福岡市立那珂小学校 張　浄之 未来のロボットのおそうじ

銅賞 小学3～4年 福岡県 福岡市立那珂小学校 具島　藍子 クリーナーフィッシュ

銅賞 小学3～4年 福岡県 福岡市立那珂小学校 益田　真成 出動おそうじロボット！！

銅賞 小学3～4年 福岡県 福岡教育大学附属福岡小学校 齋藤　文芽 未来型掃除car

銅賞 小学3～4年 熊本県 益城町立広安西小学校 田村　桜次郎 おそうじロボット

銅賞 小学3～4年 鹿児島県 鹿児島市立向陽小学校 西　悠惺 おそうじトレイン1号

銅賞 小学3～4年 鹿児島県 鹿児島市立向陽小学校 福留　禅 おそうじ道具の活躍

銅賞 小学3～4年 鹿児島県 神村学園初等部 鳥木　翔太 月でのそうじ

銅賞 小学3～4年 鹿児島県 霧島市立高千穂小学校 小松　莉子 守ろう！海のいきもの

銅賞 小学3～4年 鹿児島県 西之表市立榕城小学校 遠藤　愛佳 海をみんなでキレイに

銅賞 小学3～4年 鹿児島県 鹿児島市立西田小学校 髙田　陽太 未来はきれいな町

銅賞 小学3～4年 鹿児島県 姶良市立三船小学校 河野　咲歩 ゴミを分けて川や海にながさない

銅賞 小学3～4年 鹿児島県 霧島市立国分小学校 富尾　岳 海のおそうじ

銅賞 小学3～4年 鹿児島県 武三なすび塾 吉田　龍司 教室そうじロボット

銅賞 小学3～4年 沖縄県 勢理客　伽奈 森を守るフェアリーズ



受賞名 部門 都道府県 団体名 氏名 タイトル

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・小学生）

銅賞 小学5～6年 岩手県 一戸町立鳥海小学校 山井　亜純 みんなで守る 住みよい環境

銅賞 小学5～6年 宮城県 Beaming Art School 井上　莉穂 鳥と一緒にゴミの分別楽しいな

銅賞 小学5～6年 秋田県 絵画教室うさぎの芽 佐々木　美佑希 ウーパーと川のごみひろい

銅賞 小学5～6年 山形県 山形ふれあい絵画教室 柿崎　翠里 清掃って気持ちが良いんだよ

銅賞 小学5～6年 福島県 郡山市立桑野小学校 相樂　宙孝 しゃぼん玉清掃車

銅賞 小学5～6年 茨城県 笠間市立岩間第三小学校 岡島　嘉生 ごみ箱型ごみ拾いロボット

銅賞 小学5～6年 群馬県 高崎市立佐野小学校 安藤　美月 もぐらで未来のおそうじ

銅賞 小学5～6年 埼玉県 大田　桧 クリーン アンド リサイクルロボの世界

銅賞 小学5～6年 埼玉県 越谷市立南越谷小学校 田納　鈴奈 よごれた空気をリフレッシュ

銅賞 小学5～6年 埼玉県 越谷市立南越谷小学校 細山　大誠 UFOの大そうじ

銅賞 小学5～6年 埼玉県 越谷市立南越谷小学校 石黒　実桜 To tomorrow.

銅賞 小学5～6年 埼玉県 越谷市立千間台小学校 岡﨑　千空 ドローンできれにな街に

銅賞 小学5～6年 埼玉県 さいたま市立城南小学校 小泉　京一朗 ゴミならなんでも吸い込む『すいこみロボット』

銅賞 小学5～6年 埼玉県 朝霞市立朝霞第七小学校 田中　萌衣 青く輝く海にするために

銅賞 小学5～6年 千葉県 椿森絵画教室 吉田　永遠 宇宙ゴミ回収クラゲット

銅賞 小学5～6年 千葉県 富里市立日吉台小学校 平岡　奏 宇宙の大そうじ

銅賞 小学5～6年 千葉県 松戸市立柿ノ木台小学校 前田　千智 海のゴミ食べガエル14

銅賞 小学5～6年 千葉県 暁星国際流山小学校 淺野　芽生 ウミガメ保安官

銅賞 小学5～6年 千葉県 松戸市立旭町小学校 本木　結 海のヒーロー

銅賞 小学5～6年 東京都 リックキッズ株式会社 和栗　蘭 潜水艦が行うそうじ

銅賞 小学5～6年 東京都 網野　竣太 海のごみを緑に変えるリサイクルの島

銅賞 小学5～6年 東京都 造形スタジオ・バル 寺本　環 ゴミから宝物に！

銅賞 小学5～6年 東京都 八王子市立恩方第一小学校 桑原　里奈 海を掃除する潜水艦

銅賞 小学5～6年 東京都 八王子市立恩方第一小学校 増田　康太 自転車掃除機

銅賞 小学5～6年 東京都 世田谷区立山野小学校 江口　宗志 2090年のゴミすいドローン

銅賞 小学5～6年 東京都 世田谷区立山野小学校 原　和希 おそうじロボット隊

銅賞 小学5～6年 東京都 世田谷区立山野小学校 上野　希美 ゴミを拾うドローン

銅賞 小学5～6年 東京都 世田谷区立山野小学校 福田　ことこ みらいのおそうじ



受賞名 部門 都道府県 団体名 氏名 タイトル

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・小学生）

銅賞 小学5～6年 東京都 世田谷区立山野小学校 佐々木　敢太 ロボットもそうじをします。

銅賞 小学5～6年 東京都 世田谷区立山野小学校 河合　杏奈 ゴミしゅうしゅうたい

銅賞 小学5～6年 東京都 世田谷区立山野小学校 椋平　悠斗 未来のゴミ箱

銅賞 小学5～6年 東京都 世田谷区立山野小学校 安立　うめ乃 未来を作る工場

銅賞 小学5～6年 東京都 世田谷区立山野小学校 川端　優那 移動しながらゴミ収集

銅賞 小学5～6年 東京都 世田谷区立山野小学校 津田　実里 動物か住みやすい海

銅賞 小学5～6年 東京都 世田谷区立山野小学校 宮澤　葉月 宇宙

銅賞 小学5～6年 東京都 世田谷区立山野小学校 村田　百合香 未来の砂浜

銅賞 小学5～6年 神奈川県 カグノ　紀衣良 未来のおそうじロボット

銅賞 小学5～6年 神奈川県 平塚市立八幡小学校 伊藤　咲郁 ゴミを栄養にするぞ！

銅賞 小学5～6年 神奈川県 RRSアトリエポップ美術教室 石井　晴太 宇宙のそうじ

銅賞 小学5～6年 神奈川県 横浜市立中和田南小学校 米坂　凪 運転しながらそうじカー

銅賞 小学5～6年 神奈川県 横浜市立中和田南小学校 井手　櫂音 自動実こうロボット

銅賞 小学5～6年 神奈川県 横浜市立中和田南小学校 椎原　ひなみ リサイクルクジラ！

銅賞 小学5～6年 石川県 佐々　蓬 未来の見守り警備隊

銅賞 小学5～6年 福井県 福井市立日新小学校 吉村　優海 きれいな地球を取りもどそう

銅賞 小学5～6年 福井県 福井市立日新小学校 稲木　瑛怜 サステナブル・タウン

銅賞 小学5～6年 福井県 越前市立花筐小学校 伊藤　里恵 1度に2つのことができるおそうじロボット

銅賞 小学5～6年 福井県 越前市立大虫小学校 杉崎　ジェシカ おそうじロボ

銅賞 小学5～6年 福井県 福井市立社西小学校 梶永　咲空 ドローンで高い所のおそうじ

銅賞 小学5～6年 福井県 福井市立社西小学校 武本　悠之介 未来のリサイクル

銅賞 小学5～6年 福井県 福井市立社西小学校 渡辺　智也 宇宙ごみのそうじ

銅賞 小学5～6年 福井県 福井市立社西小学校 堀岡　美月 砂浜のゴミ収集車

銅賞 小学5～6年 福井県 坂井市立高椋小学校 深治　陽 未来のために私がえきること

銅賞 小学5～6年 福井県 坂井市立高椋小学校 柴田　夏輝 UFOクリーナー

銅賞 小学5～6年 福井県 坂井市立高椋小学校 鈴木　悠悟 海をきれいにクジラロボット

銅賞 小学5～6年 福井県 岩堀葉絵画教室 辻　ひより 海洋プラスチックを吸い込むイルカロボット

銅賞 小学5～6年 福井県 福井市立木田小学校 髙村　実玖 なんでもリサイクルそうじき



受賞名 部門 都道府県 団体名 氏名 タイトル

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・小学生）

銅賞 小学5～6年 福井県 福井市立木田小学校 平工　穂華 人が自らゴミひろい

銅賞 小学5～6年 福井県 橋本　稜央 カニのおそうじロボット

銅賞 小学5～6年 長野県 富士見町立富士見小学校 一戸　咲文 パンダ空気清浄ロボ

銅賞 小学5～6年 長野県 富士見町立富士見小学校 小平　凛 宇宙リスvs宇宙ゴミには平和がある

銅賞 小学5～6年 岐阜県 本巣市立真桑小学校 池口　慶太郎 ウォータークリーナー

銅賞 小学5～6年 岐阜県 Enjoy Art 上平　凌央 ゴミをひろう赤いヒーロー

銅賞 小学5～6年 静岡県 アトリエ・エム 鈴木　舞花 悪い心をきれいな心におとりかえ

銅賞 小学5～6年 愛知県 ひらまつ絵画教室 新見　こと美 タコのおそうじ

銅賞 小学5～6年 愛知県 西本　創 すいすいとるとるカメロボ

銅賞 小学5～6年 愛知県 刈谷市立小垣江小学校 石川　皓基 空飛ぶ空気清浄機

銅賞 小学5～6年 愛知県 ゆみ水彩画クラブ 吉村　花菜 クリーンバード

銅賞 小学5～6年 三重県 名張市立桔梗が丘小学校 北森　咲良 そうじはロボットに

銅賞 小学5～6年 三重県 四日市市立小山田小学校 玉置　崇人 宇宙が救う地球の未来

銅賞 小学5～6年 三重県 奥野　佑香 カラフル移動子ども食堂車 ～水も電気もエコロジー～

銅賞 小学5～6年 滋賀県 大津市立瀬田小学校 竹本　衣里 酸素製造クジラ

銅賞 小学5～6年 滋賀県 若代　智華 ビワコオオナマズにのってプラごみそうじ

銅賞 小学5～6年 京都府 洛南高等学校附属小学校 林　遥希 ビルはまかせたゾー エレガントエレファント

銅賞 小学5～6年 京都府 京都市立東山泉小中学校 加藤　朱莉 環境を守るロボット

銅賞 小学5～6年 大阪府 大阪市立矢田西小学校 上田　美潤 ごみをリサイクルしておもちゃに

銅賞 小学5～6年 大阪府 大阪市立清水丘小学校 桶谷　かのこ みんなで地球をきれいに！ゴミをなくそう運動！

銅賞 小学5～6年 大阪府 貝塚市立東山小学校 西田　拓隼 気球型掃除機 ～山をきれいなお花でいっぱいにしよう～

銅賞 小学5～6年 大阪府 大阪市立日吉小学校 西川　暖人 DUSTMAN！

銅賞 小学5～6年 大阪府 大阪市立日吉小学校 楠本　海音 パクパクおそうじ

銅賞 小学5～6年 大阪府 大阪市立日吉小学校 田邉　はな クジラのおそうじ

銅賞 小学5～6年 大阪府 熊取町立西小学校 堀　智一 守ろう！みんなの地球を！！

銅賞 小学5～6年 大阪府 泉佐野市立日新小学校 三好　琉月 海のごみすったるで～ごみすっ太郎

銅賞 小学5～6年 大阪府 藤井寺市立道明寺東小学校 三石　嘉弥 未来のおそうじ安心して住み続けられる環境

銅賞 小学5～6年 大阪府 藤井寺市立道明寺東小学校 岡　美蒼 金魚ロボット



受賞名 部門 都道府県 団体名 氏名 タイトル

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・小学生）

銅賞 小学5～6年 大阪府 大阪市立巽東小学校 水原　紅梅 環境ロボ

銅賞 小学5～6年 大阪府 アトリエCALUTAT 徳山　日菜 全てのそうじをロボットが！

銅賞 小学5～6年 大阪府 アトリエCALUTAT 池本　なごみ 海のお掃除隊集合！

銅賞 小学5～6年 兵庫県 たつの市立東栗栖小学校 安原　智樹 ハエトリグモロボ出動！

銅賞 小学5～6年 兵庫県 杉本絵画教室 池田　望美 くるくるおそうじ大好き

銅賞 小学5～6年 兵庫県 杉本絵画教室 和田　大河 ソウジの日

銅賞 小学5～6年 兵庫県 アトリエSORA 下宮　颯眞 海の生き物「そうじ」

銅賞 小学5～6年 兵庫県 アトリエSORA 杉田　瑚々 準備中の飲食店をピカピカに

銅賞 小学5～6年 兵庫県 伊丹市立天神川小学校 深見　奈央 クジラの清掃

銅賞 小学5～6年 兵庫県 伊丹市立天神川小学校 岸田　和紗 散歩しながらそうじできるておし車

銅賞 小学5～6年 兵庫県 伊丹市立天神川小学校 西山　夏帆 世界の不安をおそうじ！未来を救うスーパーヒーロー

銅賞 小学5～6年 奈良県 高取町立たかむち小学校 武村　倖 空気と水をきれいに！！



受賞名 部門 都道府県 団体名 氏名 タイトル

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・小学生）

銅賞 小学5～6年 奈良県 高取町立たかむち小学校 岩本　里葵 ゴミのない地球へ

銅賞 小学5～6年 奈良県 高取町立たかむち小学校 橋本　慎太郎 そうじで変われる未来

銅賞 小学5～6年 奈良県 高取町立たかむち小学校 中村　心海 海をきれいにするくじら

銅賞 小学5～6年 奈良県 高取町立たかむち小学校 大杉　侑那 歌って走るごみをすいとるバス

銅賞 小学5～6年 奈良県 高取町立たかむち小学校 桝田　帆乃果 鳥兄弟の伝事

銅賞 小学5～6年 奈良県 大和高田市立高田小学校 牧野　帆花 未来の海のおそうじ

銅賞 小学5～6年 奈良県 福井　彩乃 バタフライズクリーニング

銅賞 小学5～6年 島根県 北陽ビル管理株式会社 木村　優陽 未来のおそうじロボット

銅賞 小学5～6年 岡山県 岡山市立御野小学校 藤森　瑛大 リサイクル掃除機マシン

銅賞 小学5～6年 岡山県 幼児・小学生絵画教室 三原色の会 藤木　陽万莉 大型そうじきでキレイな空気に

銅賞 小学5～6年 広島県 田中　夢芽 アライグマの地球丸ごと洗い

銅賞 小学5～6年 広島県 東広島市立吉川小学校 清水　雄貴 海洋ゴミ回収ロボット

銅賞 小学5～6年 広島県 呉市立豊小学校 八重垣　瑞歩 カブトガニの巣のそうじ

銅賞 小学5～6年 広島県 広島市立鈴が峰小学校 谷本　愛 太陽光の力で動くそうじ機でそうじ

銅賞 小学5～6年 広島県 広島市立鈴が峰小学校 米原　咲絢 海よきれいになれダイオウイカロボット

銅賞 小学5～6年 広島県 福山市立高島小学校 村上　由莉 働き者のヤドカリ

銅賞 小学5～6年 広島県 福山市立高島小学校 山手　里桜 未来のそうじ機

銅賞 小学5～6年 広島県 福山市立高島小学校 佐藤　寛士 海を大切に

銅賞 小学5～6年 広島県 福山市立高島小学校 來山　彩希 海の未来のおそうじ

銅賞 小学5～6年 広島県 広島市立真亀小学校 小牧　千紘 ゾウロボットのゴミ回収

銅賞 小学5～6年 山口県 周南市立桜木小学校 大元　心愛 地球の緑を守るロボット

銅賞 小学5～6年 香川県 美術教室DoDo 七條　滉樹 川もきれいに

銅賞 小学5～6年 福岡県 北九州市立長行小学校 松尾　咲季 ゴミひろいゴミ箱

銅賞 小学5～6年 福岡県 北九州市立医生丘小学校 松木　咲奈 きれいな海へ

銅賞 小学5～6年 福岡県 北九州市立朽網小学校 古野　壮典 自動海洋ゴミ吸引機

銅賞 小学5～6年 長崎県 緒方　ゆうな そうじきだぞう

銅賞 小学5～6年 宮崎県 新富町立富田小学校 岩本　千愛李 みんなでおそうじ

銅賞 小学5～6年 宮崎県 新富町立富田小学校 壱岐　颯斗 苦しむ海
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第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（銅賞・小学生）

銅賞 小学5～6年 宮崎県 新富町立富田小学校 壱岐　裕一郎 ごみ拾い

銅賞 小学5～6年 宮崎県 新富町立富田小学校 宮田　結衣 ロボットウミガメが海そうじ

銅賞 小学5～6年 宮崎県 新富町立富田小学校 藤田　夏帆 宇宙の大清掃

銅賞 小学5～6年 鹿児島県 鹿児島市立西陵小学校 前山　紋乃 おそうじロボット

銅賞 小学5～6年 鹿児島県 鹿児島市立向陽小学校 岩田　悠愛 おそうじロボぞう参上

銅賞 小学5～6年 鹿児島県 鹿児島市立喜入小学校 堀之内　辰樹 未来の街のおそうじロボット

銅賞 小学5～6年 鹿児島県 鹿児島市立桜洲小学校 白尾　瑛汰 守ろう豊かな海を

銅賞 小学5～6年 鹿児島県 鹿児島市立西田小学校 藤野　蓮登 未来のそうじ屋

銅賞 小学5～6年 鹿児島県 鹿屋市立寿北小学校 半下石　苺菜 かがやく海のために

銅賞 小学5～6年 鹿児島県 武三なすび塾 松本　暁悠 町のゴミを集める鳥がたロボット

銅賞 小学5～6年 鹿児島県 武三なすび塾 深水　千夏 紙のゴミを本にかえる鳥ロボット



受賞名 部門 都道府県 団体名 氏名 タイトル

会員企業賞 幼児 福井県 株式会社アイビックス 小川　蓮斗 ぼくのおそうじロボット

会員企業賞 幼児 岐阜県 三柏株式会社 水崎　仁琴 おそうじプリンセス

会員企業賞 小学1～2年 茨城県 日和サービス株式会社 小室　結菜 みんなの街きれいにしちゃうぞ

会員企業賞 小学1～2年 愛知県 大成株式会社 竹下　千尋 おそうじドライブ

会員企業賞 小学1～2年 京都府 和光建物総合管理株式会社 野津　あいな おそうじスライム

会員企業賞 小学5～6年 秋田県 一般社団法人秋田県ビルメンテナンス協会 高橋　曖來 空飛ぶ空気清浄車

会員企業賞 小学5～6年 石川県 株式会社ビー・エム北陸 平野　多紋 空気をきれいにするドローンたち

会員企業賞 小学5～6年 京都府 株式会社浄美社 髙寄　美優 傘をさしてあげる

会員企業賞 小学5～6年 広島県 株式会社第一ビルサービス 松尾　香江 ゴミ捨てから生まれる世界

会員企業賞 小学5～6年 香川県 株式会社あなぶきクリーンサービス 淺田　颯太 きれいにそうじ！！

第16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール　入選者氏名発表（会員企業賞）


