2015（平成 27）年 9 月 4 日

報道関係各位

株式会社札幌ドーム
（札幌ドーム指定管理者）

「第 5 回 札幌ドーム こども絵画展」入賞作品決定！
9 月 13 日（日）に実施する表彰式にはドーレくんと B・B も登場！
株式会社札幌ドーム（以下当社）では、子どもたちのスポーツ・文化への関心を高めるために実施
する「第 5 回札幌ドーム こども絵画展」の作品を募集しておりましたが、このたび、入賞作品が決
定いたしました。つきましては、表彰式および応募作品の展示を行いますのでお知らせいたします。

■入賞作品

応募作品 166 点の中から、厳正なる審査の結果、
37 点の入賞作品を決定させていただきました。
入賞作品・応募者による作品へのコメント、および審査員
のコメントは、札幌ドームウェブサイトでご覧いただけます。
札幌ドーム大賞
辻 拓実 さん （２年生）
「オレたちは J1 に行く！」

■表彰式

（１）日時

2015 年９月 13 日（日）12：30～

（２）場所

札幌ドーム展望台

（３）概要

入選を除く各賞の入賞者 18 名に、当社代表取締役社長 長沼修より、賞状および賞
品を贈呈いたします。本絵画展の特別審査員であるドーレくん（コンサドーレ 札
幌マスコット）と B・B（北海道日本ハムファイターズマスコット）も登場し、表
彰式を盛り上げます。
※表彰式をご取材いただける方は、12：15 までに札幌ドーム総合案内（北ゲート３横）に
お越しください。
なお、当日はプロ野球パ・リーグ公式戦 北海道日本ハムファイターズ vs オリックス・
バファローズが開催されます。イベント取材にお越しの方で表彰式をご取材いただける方
は、地下 1 階・関係者受付にて受付を済ませ、12：30 までに展望台にお集まりください。

■応募作品の展示について
（１）期間

【入賞作品】 2015 年 9 月 12 日（土）～2015 年 9 月 16 日（水）予定
【全作品】
2015 年 9 月 26 日（土）～2015 年 10 月 20 日（火）予定

（２）場所

札幌ドーム南北連絡通路内（西ゲート付近）

※イベント開催日にお車でお越しの際は、前売駐車券（1 台 2,500 円）のご購入が必要となる場合がございま
す。詳しくは札幌ドームウェブサイト等でご確認をお願いいたします。

ご取材いただける場合や、画像のご使用を希望される場合は、以下の連絡先までご連絡願います。
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＜資料編＞
入賞作品一覧 （入賞者名敬称略）
□札幌ドーム大賞 ※作品の画像は１ページ目に掲載
「オレたちは J1 に行く！」 辻 拓実（２年生）
＜作品に対するコメント・感想＞

自分がコンサドーレの選手としてＪ1 昇格のかかった試合に出場しているところを想像して描きま
した。
＜審査員のコメント＞

ドーム内でのプレーとともに、外で花火が打ち上げられている様子が描かれており、屋内と屋外の
様子が実に上手く一つの絵の中に表現されている。
躍動感に溢れ、選手の集中した表情が作品全体を引き締めている。

□金賞
「札幌ドームの花火きれいだな」 羽川 歩（1 年生）
「決めるぜ！！送りバントだ！！」 高塚 獅月（４年生）
「札幌ドーム「金」一色」 森田 遥香（6 年生）
□銀賞
「サッカー大好き！！」 高塚 葡唯（２年生）
「がんばれ都倉選手」 上川 莉歩（４年生）
「勝利のハイタッチ！」 堀内 蒔乃（5 年生）
□銅賞
「初めての札幌ドーム観戦」 黄瀬 統也（２年生）
「ながいくうちゅうエスカレーター」 渡部 颯（4 年生）
「ドームのお庭」 横浜 里利香（5 年生）
□コンサドーレ特別賞
「コンサドーレの選手のシュート」 片桐 槙斗（１年生）
「ファイトだ！！コンサドーレ」 渡邉 こはる（4 年生）
「大型ビジョンのコンサドーレ」 梶浦 拓音（5 年生）
□ファイターズ特別賞
「かがやけ！！なかた！！ホームラン！！」 髙橋 颯太（1 年生）
「ホームランの中田翔」 高木 芭瑠（４年生）
「車の中で」 成田 蒼威（5 年生）
□札幌ドーム特別賞
※優秀な作品が多数あったため、急遽設けた賞となります。
「50 年後の札幌ドーム」 小野寺 詩（5 年生）
「わたしのまちから見えるドーム！！」 明石 奈々（6 年生）
□入選

19 点

※審査について
＜審査員＞
奥岡 茂雄 氏（美術評論家・前札幌芸術の森美術館 館長）
長沼 修
(当社代表取締役社長）
島津 貴昭 （当社代表取締役専務）
北野 靖尋 （当社専務取締役）
＜特別賞審査員＞ドーレくん （コンサドーレ札幌）
B・B
（北海道日本ハムファイターズ）
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「第 5 回 札幌ドーム こども絵画展」募集要項
・主催

株式会社札幌ドーム

・後援

札幌市、札幌市教育委員会

・特別協力

コンサドーレ札幌、北海道日本ハムファイターズ

・対象

小学生（応募は 1 人 1 点に限ります）
※小学 1・2 年生部門、小学 3・4 年生部門、小学 5・6 年生部門の 3 部門で募集

・募集作品

四つ切りサイズ（380mm×540mm）の画用紙に描かれた “札幌ドーム”をテーマ
とする絵画。画材は自由（クレヨン・水彩等）
。

・募集期間

2015 年６月 28 日（日）～ 8 月 21 日（金） ※締切日必着

・応募方法

応募用紙に必要事項をご記入いただき、作品とあわせて札幌ドームまで送付ください。

「第 5 回 札幌ドーム こども絵画展」各賞
【札幌ドーム大賞】
全部門より 1 名様

■2016 シーズン コンサドーレ札幌 ＆ 北海道日本ハム
ファイターズ 2 チームのホーム開幕戦に 4 名様ずつご招待
■図書カード 10,000 円分 ■選手直筆サイン入りグッズ ■賞状

【金賞】
各部門より 1 名様
計 3 名様

■2016 シーズン コンサドーレ札幌もしくは北海道日本ハム

【銀賞】
各部門より 1 名様
計 3 名様

■2016 シーズン コンサドーレ札幌もしくは北海道日本ハム

【銅賞】
各部門より 1 名様
計 3 名様

■2016 シーズン コンサドーレ札幌もしくは北海道日本ハム

【コンサドーレ特別賞】
各部門より 1 名様
計 3 名様

■2016 シーズン コンサドーレ札幌

【ファイターズ特別賞】
各部門より 1 名様
計 3 名様

■2016 シーズン 北海道日本ハムファイターズ

【札幌ドーム特別賞】
各部門より２名様

■2016 シーズン コンサドーレ札幌もしくは北海道日本ハム

※多くの優れた作品をご応
募いただいたため、急遽設
けた賞です。

【入選】
各部門より若干名様

ファイターズのホーム開幕戦に 4 名様ご招待
■図書カード 5,000 円分 ■賞状
ファイターズのホーム開幕戦に 4 名様ご招待
■図書カード 3,000 円分 ■賞状
ファイターズのホーム開幕戦に 4 名様ご招待
■図書カード 2,000 円分 ■賞状
ホーム開幕戦に 4 名様ご招待
■選手直筆サイン入りグッズ ■賞状
ホーム開幕戦に 4 名様ご招待
■選手直筆サイン入りグッズ

■賞状

ファイターズのホーム開幕戦に 4 名様ご招待
■図書カード 1,000 円分 ■札幌ドームオリジナルグッズ
■賞状
■2015 シーズン 北海道日本ハムファイターズ パ・リーグ公式戦
に２名様ご招待（作品展示期間中の試合）
■賞状

【参加賞】
応募者全員

■展望台入場ペアチケット ※こども 1 名・大人 1 名
（作品展示期間中の展望台営業日のみ有効）
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