応募校・応募枚数実績
掲載順不同

令和 3 年度 第 14 回

24 校

763 作品

・仙台市立上杉山通小学校

・仙台市立南中山小学校

・仙台市立八幡小学校

・仙台市立住吉台小学校

・仙台市立岩切小学校

・仙台市立高森東小学校

・仙台市立中山小学校

・大和町立吉岡小学校

・仙台市立鶴谷小学校

・大和町立小野小学校

・仙台市立大沢小学校

・富谷市立富谷小学校

・仙台市立吉成小学校

・富谷市立富ケ丘小学校

・仙台市立将監小学校

・富谷市立東向陽台小学校

・仙台市立南光台東小学校

・富谷市立日吉台小学校

・仙台市立高森小学校

・富谷市立成田東小学校

・仙台市立将監中央小学校

・富谷市立明石台小学校

・仙台市立長命ケ丘小学校

・大衡村立大衡小学校

令和 2 年度 第 13 回

22 校

454 作品

・仙台市立木町通小学校

・仙台市立吉成小学校

・仙台市立東六番丁小学校

・仙台市立鶴が丘小学校

・仙台市立上杉山通小学校

・仙台市立寺岡小学校

・仙台市立国見小学校

・仙台市立南中山小学校

・仙台市立荒巻小学校

・仙台市立南吉成小学校

・仙台市立旭丘小学校

・仙台市立北中山小学校

・仙台市立北仙台小学校

・仙台市立泉松陵小学校

・仙台市立折立小学校

・大和町立吉岡小学校

・仙台市立鶴谷小学校

・富谷市立富ケ丘小学校

・仙台市立広瀬小学校

・大郷町立大郷小学校

・仙台市立大沢小学校

・大衡村立大衡小学校

令和 3 年 10 月 更新

令和元年度 第 12 回

26 校

480 作品

・仙台市立東六番丁小学校

・仙台市立上杉山通小学校

・仙台市立東仙台小学校

・仙台市立国見小学校

・仙台市立旭丘小学校

・仙台市立北仙台小学校

・仙台市立幸町小学校

・仙台市立川前小学校

・仙台市立七北田小学校

・仙台市立南光台小学校

・仙台市立将監小学校

・仙台市立向陽台小学校

・仙台市立松森小学校

・仙台市立南中山小学校

・仙台市立虹の丘小学校

・仙台市立住吉台小学校

・仙台市立泉松陵小学校

・仙台市立南吉成小学校

・富谷市立富谷小学校

・富谷市立富ケ丘小学校

・富谷市立東向陽台小学校

・富谷市立成田東小学校

・大和町立小野小学校

・大郷町立大郷小学校

・私立仙台白百合学園小学校

・私立聖ドミニコ学院小学校

平成 30 年度 第 11 回

20 校

441 作品

・仙台市立上杉山通小学校

・仙台市立向陽台小学校

・仙台市立通町小学校

・仙台市立泉ケ丘小学校

・仙台市立岩切小学校

・仙台市立寺岡小学校

・仙台市立東仙台小学校

・仙台市立西山小学校

・仙台市立旭丘小学校

・仙台市立栗生小学校

・仙台市立中山小学校

・仙台市立市名坂小学校

・仙台市立幸町南小学校

・仙台市立錦ケ丘小学校

・仙台市立作並小学校

・大和町立鶴巣小学校

・仙台市立吉成小学校

・富谷市立日吉台小学校

・仙台市立将監小学校

・私立聖ドミニコ学院小学校

令和 3 年 10 月 更新

平成 29 年度 第 10 回

11 校

201 作品

・仙台市立木町通小学校

・仙台市立南吉成小学校

・仙台市立東六番丁小学校

・仙台市立高森東小学校

・仙台市立国見小学校

・仙台市立錦ケ丘小学校

・仙台市立旭丘小学校

・富谷市立あけの平小学校

・仙台市立中山小学校
・仙台市立将監小学校
・仙台市立館小学校

平成 28 年度 第 9 回

14 校

350 作品

・大衡村立大衡小学校

・仙台市立泉松陵小学校

・仙台市立七北田小学校

・仙台市立市名坂小学校

・仙台市立黒松小学校

・仙台市立旭丘小学校

・仙台市立将監小学校

・仙台市立中山小学校

・仙台市立八乙女小学校

・仙台市立北仙台小学校

・仙台市立寺岡小学校

・仙台市立作並小学校

・仙台市立南中山小学校

・仙台市立吉成小学校

平成 27 年度 第 8 回

15 校

148 作品

・大和町立落合小学校

・仙台市立小松島小学校

・富谷町立日吉台小学校

・仙台市立国見小学校

・富谷町立成田東小学校

・仙台市立旭丘小学校

・富谷町立明石台小学校

・仙台市立川平小学校

・大郷町立大郷小学校

・仙台市立愛子小学校

・仙台市立南光台東小学校

・仙台市立錦ケ丘小学校

・仙台市立加茂小学校

・仙台市立燕沢小学校

・仙台市立住吉台小学校

令和 3 年 10 月 更新

平成 26 年度 第 7 回

18 校

229 作品

・富谷町立あけの平小学校

・仙台市立旭丘小学校

・大郷町立大郷小学校

・仙台市立中山小学校

・仙台市立根白石小学校

・仙台市立折立小学校

・仙台市立福岡小学校

・仙台市立広瀬小学校

・仙台市立将監西小学校

・仙台市立吉成小学校

・仙台市立東六番丁小学校

・仙台市立愛子小学校

・仙台市立小松島小学校

・仙台市立東仙台小学校

・仙台市立国見小学校

・仙台市立鶴谷東小学校

・仙台市立台原小学校

・仙台市立西山小学校

平成 25 年度 第 6 回

11 校

47 作品

・大和町立吉岡小学校

・仙台市立国見小学校

・富谷町立富谷小学校

・仙台市立吉成小学校

・仙台市立黒松小学校

・仙台市立南吉成小学校

・仙台市立将監西小学校

・仙台市立愛子小学校

・仙台市立将監中央小学校

・仙台市立鶴谷東小学校

・仙台市立桂小学校

平成 24 年度 第 5 回

9校

175 作品

・富谷町立東向陽台小学校

・仙台市立旭丘小学校

・大衡村立大衡小学校

・仙台市立南吉成小学校

・仙台市立将監西小学校

・仙台市立愛子小学校

・仙台市立高森東小学校

・仙台市立岩切小学校

・仙台市立国見小学校

平成 23 年度 第 4 回
・仙台市立東六番丁小学校

2校

100 作品
・仙台市立旭丘小学校

令和 3 年 10 月 更新

平成 22 年度 第 3 回

3校

・仙台市立東六番丁小学校

72 作品
・仙台市立旭丘小学校

・仙台市立台原小学校

平成 21 年度 第 2 回

2校

・仙台市立東六番丁小学校

平成 20 年度 第 1 回

75 作品
・仙台市立北仙台小学校

0校

令和 3 年 10 月 更新

