
第9回GUNMAマンガ・アニメフェスタ　入賞・入選一覧

〔マンガ部門〕 〔４コマまんが部門〕

賞 賞

最高賞／
大賞（一般）

マタニティサーチ 榛野あるく 大　賞 ゆいと君（白髪ぞめ） ちいつからたし

優秀賞（一般） 化かす化かすが化かされる 天乃わこ 優秀賞 モーニングコール 隼永

奨励賞（一般） あそびぎにんぐ 嘉瑞成 奨励賞 やっぱりここが好き むた

大　賞（高校生） エブリバディ リン キョウユウ 入　選 習字 魚輝

優秀賞（高校生） GNOOFY～グヌーフィー～ 浅見優月 小さな料理人 G design

奨励賞（高校生） ひろくんとカレー H.S 影の配達人 G design

奨励賞（小学生） 悪霊退散 希七未純 窓から外には出られません。 SAKURAメープル

入　選（一般） 新説 見にくいアヒルの子 minha マスク 古林香一

寒い日の話 さくみ 探検隊 H.S

入　選（高校生） 新聞部！ 小雨 矢でも鉄砲でも のざきしょーいち

彼の輝き 雅カイ あの頃のようには走れない 村正

求める者と求める物 尾花春奈 届け物 吉村春花

ゼラニウムを君へ 野呂田美咲

イイヒト ワルイヒト 叶 〔アニメーション部門〕

明日が嫌な少女の話 tonori 賞

先祖遥々 テンパリングのり子 大　賞 マンガガールズ ケドモン

おかえり 浅見優月 優秀賞 The Little Beetle Puu

入選（小学生） まちあわせ 江原深 奨励賞 あぶくたったにえたった（わらべうた） 長谷田晴香

入　選 のら。 the stray cat. スタジオ歯車 

「」 （仮）
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第9回GUNMAマンガ・アニメフェスタ　入賞・入選一覧

〔イラスト部門〕

賞 賞

ワコム大賞／大賞（小学生） 芸術家 えだまめ 入　選（高校生） 秋の木漏れ日 丸山友里

大　賞（一般） 花 猫俣 花咲ける青 れんげ

優秀賞（一般） 開花の息吹 精肉組合 Look at me ! アーチャー・スマイル・エンゲージ

奨励賞（一般） ラーメンの中の子供達 黒猫T郎 まねきねこ 幵蒔世

大　賞（高校生） Crush! H 碧空 H．S

優秀賞（高校生） 祈る にぼし 翠眼 枯露柿

奨励賞（高校生） mirror Rin 秋 富來歩佳

大　賞（中学生） 魔法使い やなご 夕照 お茶ぁ

優秀賞（中学生） 青空になびく ティ・ティ 蝶と桔梗 矢内美沙

奨励賞（中学生） 和風メイド 赤切り 観測 木立

優秀賞（小学生） 『心』らしさ るん だめにんげんだ！ shirara

奨励賞（小学生） 不思議な二匹の猫 小島有惟 入　選（中学生） 私のstory かっちゃん

入　選（一般） 夏日 まが WELCOME!! ゆずぽん

タイガーアイ 日高月詩 約束 みそ

メイド・イン・ヘヴン bonne プロテアになりたい ポウ

対決！侍と忍者 かなむらしょうご レトロな女の子 おとうふ三丁

ユニバース・ガール 永遠 Pride 椋葉

調和的世界 yume06 青春 小さな幸せ

新しい世界へ 果汁園 青空の下の笑顔 江森皐

南極の鳥たち イマダイ MARINE はみゃー

Alchemist 山邊賢治 百目鬼 森尻凌羽

僕のかわいい彼女 冬野 約束 雨りあ

summer 内田菜々 エース 小暮香奈

チェーンスモーカー ツゥ 茶屋 香瑠凪

レインボー さちブー クジラの女の子 おもちねぎ

下から上までこんにちは 長谷田晴香 かわいくなりたい！ ぱん

百鬼夜行 シュシュ CROWN やなご

うたた寝 あの 夜はまだこれからじゃないか！ くりゅー

鶴は舞い続ける LUSZCZAK Strawberry milk Futaba

黄昏の護り人 劣勢ナポリタン 天使 エーテル

狼少女 神立愛歌 機械少年 アイコ

廃コンビニ イキイキ乳酸菌 la Mort サクライ

雨の日の帰り道 尾滝七海 フリルの二人 P-90

桃太郎 シイバ 金太郎♀ 焼肉定食

後悔 清水妃咲 自然を奏でる 佐藤侑奈

秋色おうえんだん メルガム 月夜の生贄 相原佳穂

入　選（高校生） Rabbitｓ 戸部海里 無名０ 藤掛桃奈

記憶の色「ゆっくり行こう 少年」 ユキミ太福 梅酒 COSMO

A daydream Blue 樹口洋大 入　選（小学生） 舞 りおん

Persona ietumuri くしゃみをしたら… にゃく

フォトジェニック comet 悪役令嬢 やつれた魚

パステル 江田愛里菜 パーティー あず

恋と後悔 魚地咲弥花 おかしの少女 阿部裡音

僕の彼女 青木景虎 卒業式 滑川羽那

標本 小s いちごみるく。 大﨑一花

歓迎 小s やねの上で にしざわまどか

小春日和 真紅 いぞんしょう のぎのこのっぽ

古の図書館 玲翔 森の中に迷いこんだ少女 さや

Red　rose 風雷 光 guilty

覚悟 小島由衣 キツネ少女？と満月 ドMモンスター

純粋 藍 雲の上 久本小葉

花 塩野玲奈 ある日 リナリズシ

天使のイノリ 北村こころ
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