
第10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）

月のきれいな夜の話 さくみ 大　賞 子供 ノブクン

COMICリュウ賞／
優秀賞（一般）

星集め 一城ひとま 優秀賞 ことわざ 古林香一

優秀賞（一般） 磯のひめるり 阿野弐丸 優秀賞 森のくまさん 櫻井花香

奨励賞（一般） いしをつむ 無法者団体 奨励賞 戦国コンビニ ちいつからたし

奨励賞（一般） モゾドロンきらきら 第ニ話 アンドウノブユキ 奨励賞 むすこよ、ごめん すがた

大　賞（高校生） 我ら忍びを目指す者なり ZERO 入　選 青い空 大倉さとし

優秀賞（高校生） 侵略者 落合ななみ ゆうと君 しらたか☆ついち

優秀賞（高校生） 居眠りコンバット 林慶佑 NO WARとPEACEの違い 岩本しんじ

奨励賞（高校生） ウェディングドレスの死立屋 なぐも 過ぎたるは及ばざるがごとし ミスターT

奨励賞（高校生） 夏色の雲隠 常盤 ソウルフード 野澤哲理

大　賞（中学生） エンドレスゲーム ゆゆゆめる 節分 山木海季

優秀賞（中学生） 光青 三木歩 あいことば すがた

優秀賞（中学生） 研究所 春夏冬中!! わがし ぐんま広報戦略会議 金谷嘉久

奨励賞（中学生） 自信ありすぎな奴とその幼なじみのお話 小瑞睦 ぐんま土産企画会議 金谷嘉久

奨励賞（中学生） マルが来た！ 虎田花丸 なくはない、どころじゃない しぶかわ推しみ

大　賞（小学生） サラニャンと私 リナリズシ 長っ！? ずぼん

優秀賞（小学生） ミヨさんとネコ ミリー

入　選（一般） 別れ 浅見優月 〔アニメーション部門〕

Hey YOU 嘉瑞成 賞

人魚姫の夢 №11 大　賞 ひとつのお弁当 かめりここ

ピースワーク 苔玉まりも 優秀賞 Our World note

篝女の木 大村早紀 優秀賞 わたしのうつの症状 Sakine Miura

入　選（高校生） 雪の花が散る頃に 冬生まれ 奨励賞 マッチョウチョ ～プロテインから生まれたマッチョな妖精～ マッチョウチョ制作グループ

そらとママのしゃしんしゅう H.S

株式会社ウーパーイーツ ずぼん

親友 美波

僕が使い魔と契約するまで 橋本佳奈

彼女が魔女になるまで。 しょうゆ

風を見る鳥、道しるべ 前田玲奈
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第10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（高校生） 咲いてしまう ♪myu♪ 入　選（高校生） 草の繁栄 青野聖大

特別審査員賞／大賞（一般） ただいまの灯り 周憂 謎の少年 少年A

優秀賞（一般） 悪鬼羅刹 ぶるーと 凛然なる剣士 岡田華蓮

優秀賞（一般） 桜の巫女 徳井伶夏 クリームソーダ りお

奨励賞（一般） だるまの街の迷い子 メルガム 雲の上の少女 つきか

奨励賞（一般） このきもち しぃおん 決意 アカぱんだ

優秀賞（高校生） 逆 𠮷永大輝 夏 m

優秀賞（高校生） Blueberry　moon Rin バニーホップ 小嶋紗和

奨励賞（高校生） 花と抱く 椋葉 花人の夕暮れ マリトッツォ

奨励賞（高校生） 揺蕩う つな 暁闇ノ紅珠 柗哀

大　賞（中学生） 見ない顔ね コンにゃくイモぽリポりマン セイレイカイ 時和

優秀賞（中学生） 夢描いて YR ちゅうどく 勇者ハロ

優秀賞（中学生） ケモノちゃんのパーティー 藤掛フジコ サブカルストリート系 輝蝶

奨励賞（中学生） ドリームワールド 堀江悠子 月ノ雫 市葉友香

奨励賞（中学生） くらやみにひそむねこ ぽんた reunion SEO

大　賞（小学生） 猫町二丁目商店街 星ねこ。 水中探検 鴨

優秀賞（小学生） 夜明けのドラゴン しいちゃん アンコール!! H.S

優秀賞（小学生） 夢の中の水族館 髙山ヴィクトリア 純粋 柳

奨励賞（小学生） 大きなりゅう あぁちゃん 手放せないものが多すぎて 大根おろし

奨励賞（小学生） 迫力満点　ホワイトタイガー 中澤幸聖 いつか、夢見た星空 YUME

入　選（一般） 光彩 あまつ 星空と天使 1+2=

國破山河在 こぶとりらゐど 入　選（中学生） キャンディー・ボム 中堀美遥

雨 杖兎 無限の物語 吉川結菜

世界誕生。宇宙のたまごと海の楽園 yume06 天の闇から舞い降りた者 KKTT

群馬の気になるあのコ へんてこ 青×量産型 くらいあ

石段街 ジトネコ 好きな色 加藤さおり

GUNMA！ salmon ？年後の目覚め 紅桜

詰 くず餅 また どこかで。 北村こころ

達磨女 こんぺいとう ね、どんなきもち CR_BobsappAim

林檎達磨 李 Pistola IF

達磨 ジンジャL 残心 ニア

逢魔時に見る君 あおきも 夜葩 ねこぴた

まだ見ぬ星まで さちのすけ いろづく想い 田口美嘉

アンチ アンチ！ Sarah A・L attractive colors 凜

星蒔き なこ バルーン・コレクション すあま

Good night michi 指輪 藻リマ

わたらせ渓谷鐵道 初夏 MASUMI 読書感想画「三島由紀夫『憂国』」 伊口鏡影

旧校舎の水道オバケ かなむらしょうご #楽しい中学校生活!! デニムT

真赭を抱いて よしこ 出会った瞬間 カエデ

here paya 水鏡の女の子 市販のバナナ

腐れ縁 我鳥。 最高の友でありライバル HANA

おんなのこ③ アンドウノブユキ 雨あがり 大崎一花

みんなで作る理想の形 黒猫T郎 入　選（小学生） 夕焼け ふたちまる

七夕バンブーツリー さブー いるかもしれない蒟蒻さん 霧巻ナナセ

入　選（高校生） 研ぎ澄ます 疾風 夏のバス停 寺島杏奈

電波少年foudre 眠い水素 狐の案内人 提箸凛空

大人になりたくない 不完全 海ぞく少年軍団 かい

人類未踏！！！ Unagi
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