
Ｎｏ 受賞名 作品名 制作団体 備考

1 優勝　吹上浜砂の祭典実⾏委員会会⻑賞 Ⅰ　♡　イルカ チーム　マリン 内⼭⽥
2 準優勝 南さつま市⻑賞 ⾙ われるかな？ がんばる⻑屋の５⼈組 ⻑屋
3 ３位　南さつま市教育委員会教育⻑賞 だいおういか 燃えろ川畑 川畑
4 南⽇本放送賞 タコ 坊津っ⼦ Ｂ 坊津学園
5 南⽇本新聞社賞 サンディーくん、いざ海へ！ 加世⽥ シーパラダイス 加世⽥
6 ⿅児島県観光連盟会⻑賞 仲良しな親⼦ガメ 益⼭ブルー 益⼭
7 吹上浜海浜公園所⻑賞 ⿂の楽園 加世⽥ Ｖ６ 加世⽥
8 南さつま市観光協会会⻑賞 サンディー君の夏休み １３８代⽬ 益⼭ソウルブラザーズ 益⼭
9 ⽇本砂像連盟会⻑賞 サンディーくんのサッカー 万世⼩学校 ５年 Ａ 万世
10 平和堂貿易賞 カジキのパラダイス ⿂マニア ⼩湊
11 吹上浜海浜公園アイデア賞 えさ ちょうだい もえろ⻑屋 ⻑屋
12 吹上浜海浜公園アイデア賞 マイクワゾースキー 万世⼩学校 ５年 Ｅ 万世
13 吹上浜海浜公園アイデア賞 ⼦育てペンギン 笠沙っ⼦ Ａ 笠沙
14 吹上浜海浜公園アイデア賞 ⼤きな⿂がかかったぞ チーム　ＵＤＳ 内⼭⽥
15 吹上浜海浜公園技術賞 海の中の住⺠ 益⼭ MARINE 益⼭
16 吹上浜海浜公園技術賞 進め！加世⽥船 加世⽥ にじいろスマイル 加世⽥
17 吹上浜海浜公園技術賞 吹上浜のサンディーくん 万世⼩学校 ５年 Ｃ 万世
18 吹上浜海浜公園技術賞 かわいいかめ 加世⽥ なでしこ 加世⽥
19 吹上浜海浜公園デザイン賞 ビッグタートル ゴーゴーファイブ ⼩湊
20 吹上浜海浜公園デザイン賞 砂ばくを⾏く船 加世⽥ クラフターズ 加世⽥
21 吹上浜海浜公園デザイン賞 キハダマグロ 加世⽥ ファイヤー 加世⽥
22 吹上浜海浜公園デザイン賞 海のなかをのぞくと 加世⽥ スター５ 加世⽥
23 吹上浜海浜公園ユーモア賞 イルカ 坊津っ⼦ Ａ 坊津学園
24 吹上浜海浜公園ユーモア賞 泳ぐ海ガメ 加世⽥ 転⼊⽣チーム 加世⽥
25 吹上浜海浜公園ユーモア賞 笠沙の海，みんなの海 笠沙っ⼦ Ｂ 笠沙
26 吹上浜海浜公園ユーモア賞 カメのサンディーくん ⽥布施Ｂチーム ⽥布施
27 吹上浜海浜公園チームワーク賞 ５の１なかよし丸 われら５⼈組 笠沙
28 吹上浜海浜公園チームワーク賞 くじら 加世⽥ 久⽊野ガッツ 加世⽥
29 吹上浜海浜公園チームワーク賞 かめとくじら 川畑パンプキンエイト 川畑
30 吹上浜海浜公園チームワーク賞 平和な海 万世⼩学校 ５年 Ｂ 万世
31 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 サンディー海賊団 MASUYAMA サンドファイターズ 益⼭
32 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 おやこガメ 加世⽥ 仲よし５ 加世⽥
33 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 ファイト！サンディー君 加世⽥ Let's マーメイド 加世⽥
34 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 海賊船 加世⽥ ミラクルファイブ☆ 加世⽥
35 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 世界に⼀つのふね 加世⽥ 必勝 加世⽥
36 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 海 加世⽥ Ⅹ 加世⽥
37 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 親⼦ガメ 海⼤好き ⻑屋っ⼦ ⻑屋
38 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 ウミガメ 万世⼩学校 ５年 Ｇ 万世
39 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 ねこバスと津貫のみかん 加世⽥ 津貫ファイヤー 加世⽥
40 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 いろんな⿂がすむ海 加世⽥ なかよし４⼈組 加世⽥
41 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 せん⽔かん 加世⽥ ゴーゴーチーム 加世⽥
42 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 サンディーくん 加世⽥ グリーンチーム 加世⽥
43 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 サンディー太郎 加世⽥ ミラクルドリームズ 加世⽥
44 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 南さつま市のうみ 万世⼩学校 ５年 Ｄ 万世
45 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 ピラミッド ⽥布施Ｄチーム ⽥布施
46 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 海の中にいる⽣き物たち ⽥布施Ａチーム ⽥布施
47 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 ジョーズ 加世⽥ スターズ 加世⽥
48 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 ⾈から⿂を⾒ている。 加世⽥ さいきょうファイブ 加世⽥
49 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 スイミー 加世⽥ 五六丸 加世⽥
50 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 ⼀⼈⼀⼈のかめ（じ分のかめ） 加世⽥ なかよしハッピーグループ 加世⽥
51 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 ⼤きな船 ⽥布施Ｃチーム ⽥布施
52 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 きれいなかいがら 加世⽥ ⾙がらスマイル 加世⽥
53 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 イルカの親⼦ 万世⼩学校 ５年 Ｆ 万世
54 吹上浜砂の祭典実⾏委員会特別賞 きれいな海 加世⽥ なかよしチーム 加世⽥
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