
別添２　高校生地産地消お弁当コンテスト入賞作品一覧

№ 年度 受賞 弁当名 高校名 商品化企業

1 H22年度 宮城県知事賞 おにぎりサンド弁当 学校法人朴沢学園 明成高等学校 (株)セブンーイレブン・ジャパン

2 H22年度
(株)セブン－イレブ

ン・ジャパン賞
栄養満点☆豪快フカちゃん弁当 宮城県本吉響高等学校 (株)セブンーイレブン・ジャパン

3 H22年度 審査員特別賞 みやぎのみそ秋おにぎり弁当 学校法人朴沢学園 明成高等学校 －

4 H22年度 審査員特別賞 川崎Healthy 弁当 宮城県柴田農林高等学校川崎校 －

5 H24年度 宮城県知事賞 海の子元気弁当　～食べて笑顔～ 宮城県気仙沼西高等学校 ミニストップ(株)

6 H24年度 優秀賞 宮城シロメにひとめぼれ噛み加美弁当 宮城県加美農業高等学校 (株)サークルKサンクス

7 H24年度 優秀賞 気仙沼・南三陸発 美肌弁当 宮城県本吉響高等学校 ミニストップ(株)

8 H24年度 優秀賞 うまさぎっしり☆玉手箱弁当 宮城県仙台二華高等学校 (株)ファミリーマート

9 H24年度 優秀賞 北陵の膳　～さんまとみそとしそとの出会い～ 宮城県仙台第二高等学校 (株)ローソン

10 H25年度 宮城県知事賞 海香るリアスの幸弁当　～たっぷり気仙沼～ 宮城県気仙沼西高等学校 (株)ローソン

11 H25年度 優秀賞 DHAたっぷり☆おもてなし4種のみやぎ伊達御膳 宮城県仙台二華高等学校 (株)サークルKサンクス

12 H25年度 優秀賞 北高の恵みをぎっしり詰めちゃいました弁当！ 宮城県石巻北高等学校 (株)ファミリーマート

13 H25年度 優秀賞 本吉響高校家庭クラブ ありがとう弁当 宮城県本吉響高等学校 (株)ローソン

14 H25年度 優秀賞 海と大地のさくら弁当 宮城県多賀城高等学校 ミニストップ(株)

15 H26年度 宮城県知事賞 産地直送ショウガの混ぜ込み稲荷弁当　～海から里までの恵みたっぷり～ 宮城県気仙沼西高等学校 (株)ローソン

16 H26年度 優秀賞 鮭と秋刀魚さんまで楽しく魚魚ぎょぎょっと弁当♪ 宮城県気仙沼西高等学校 ミニストップ(株)

17 H26年度 優秀賞 海かおる響のうまいもん弁当 宮城県本吉響高等学校 (株)セブンーイレブン・ジャパン

18 H26年度 優秀賞 ごちそうの ボリュームたっぷり うまみギューっと弁当 宮城県加美農業高等学校 (株)サークルKサンクス

19 H27年度 宮城県知事賞 幸せもどる　ほっこりふるさと弁当 宮城県気仙沼西高等学校 ミニストップ(株)

21 H27年度 優秀賞 Come(噛む)　come(噛む)三陸弁当 宮城県気仙沼西高等学校 (株)ローソン

22 H27年度 優秀賞 こりゃありがたや～　お白石持奉献弁当 宮城県松島高等学校 (株)サークルKサンクス

23 H28年度 宮城県知事賞 開運福幸弁当 気仙沼西高等学校 ウジエスーパー

24 H28年度 優秀賞 宮城の恵み食べてけらいん弁当 気仙沼高等学校 (株)ローソン

25 H28年度 優秀賞 仙台栄養満点ヘルシー弁当 宮城県仙台二華高等学校 ミニストップ(株)

26 H29年度 宮城県知事賞 希望の架け橋弁当 宮城県気仙沼西高等学校 みやぎ生協

27 H29年度 優秀賞 食べて感じる！宮城ふれ愛弁当 宮城県気仙沼高等学校 ミニストップ(株)

28 H29年度 優秀賞 満福！みやぎ愛彩弁当 宮城県気仙沼高等学校 イオンリテール(株)

29 H29年度 優秀賞 気仙沼bababa
バ バ バ

！弁当 宮城県気仙沼西高等学校 (株)ローソン

30 H29年度 優秀賞 「殿、お弁当でござる」 仙台白百合学園高等学校 (株)ウジエスーパー

31 H30年度 宮城県知事賞 みちのく玉手箱 仙台白百合学園高等学校 みやぎ生協

32 H30年度 優秀賞 宮城の贅沢弁当 宮城県加美農業高等学校 (株)ローソン

33 H30年度 優秀賞 ボリューム満点！宮城いいとこどり弁当 宮城県仙台二華高等学校 イオンリテール(株)

34 H30年度 優秀賞 宮城の贅沢弁当 宮城県仙台二華高等学校 ミニストップ(株)

35 R1年度 宮城県知事賞 大漁!!突きん棒弁当 宮城県気仙沼高等学校 イオンリテール(株)

36 R1年度 優秀賞 気仙沼湾密着型弁当 宮城県気仙沼高等学校 ミニストップ(株)

37 R1年度 優秀賞 野菜は魚の恋人　弁当 宮城県気仙沼高等学校 みやぎ生協

38 R1年度 優秀賞 宮城らsea!うれsea!豊かな海の幸弁当 宮城県気仙沼高等学校 (株)ウジエデリカ

39 R1年度 優秀賞 Buonoだっちゃ弁当 仙台白百合学園高等学校 (株)ローソン

40 R2年度 宮城県知事賞 元気いっぱい！パプリカご飯バーガー弁当 宮城県築館高等学校 （株）ウジエデリカ

41 R2年度 優秀賞 疲労回復！大JOB弁当 宮城県気仙沼高等学校 ミニストップ（株）

42 R2年度 優秀賞 やっぱり酢ごい！元気回復弁当！ 宮城県気仙沼高等学校 イオン東北（株）

43 R2年度 優秀賞 栗原発！宮城の陸と海の希望弁当 宮城県築館高等学校 （株）ローソン

44 R2年度 優秀賞 くわいん！宮城に住むみんなを応援！！ 宮城県亘理高等学校 みやぎ生協

45 R3年度 宮城県知事賞 みやぎキラキラstone弁当 仙台大学附属明成高等学校 みやぎ生協

46 R3年度 優秀賞 亘理発！今昔ほっこりお弁当 宮城県亘理高等学校 ミニストップ（株）

47 R3年度 優秀賞 おかえり舞根の牡蠣飯弁当 宮城県気仙沼高等学校 イオン東北（株）

48 R3年度 優秀賞 食べてみらいん！みやぎの美味しいたけ弁当!! 宮城県築館高等学校 ウジエスーパー

49 R4年度 宮城県知事賞 美味さ止まんnature！宮城丸ごと弁当 宮城県気仙沼高等学校 ウジエスーパー

50 R4年度 優秀賞 ウェルビーイング　みやぎお弁当 宮城県亘理高等学校 ―

51 R4年度 優秀賞 またござれ！　宮城ふるさとお弁当 宮城県亘理高等学校 みやぎ生協

52 R4年度 優秀賞 みやぎumami感じる香し弁当 宮城県加美農業高等学校 イオン東北(株)･ミニストップ(株)


