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【佳作】
王　艺凝 東広島くすのき幼稚園

【金賞】 岡田　悠輝 東広島くすのき幼稚園

矢口　瑞己 東広島くすのき幼稚園 濱浪　健吾 東広島くすのき幼稚園

芦田　美遥 東広島くすのき幼稚園 佐々木　陽介 東広島くすのき幼稚園

坪井　聡大 東広島くすのき幼稚園 濵本　陽鞠 東広島くすのき幼稚園

田邊　結人 くすのき幼稚園 三好　樹 東広島くすのき幼稚園

【銀賞】 諸岡　凌空 東広島くすのき幼稚園

太田　小百合 東広島くすのき幼稚園 山本　愛梨 東広島くすのき幼稚園

金内　美樹 東広島くすのき幼稚園 蒲田　結 東広島くすのき幼稚園

金友　優花 東広島くすのき幼稚園 田中　聡晋 東広島くすのき幼稚園

沖　奏佑 東広島くすのき幼稚園 西山　航平 東広島くすのき幼稚園

北倉　心優 東広島くすのき幼稚園 谷　暁音 東広島くすのき幼稚園

藤永　悠斗 東広島くすのき幼稚園 中本　照雄 東広島くすのき幼稚園

中村　遙 五月が丘認定こども園 萬谷　陽和 東広島くすのき幼稚園

石川　千咲都 河戸こども園 播摩　鴻毅 東広島くすのき幼稚園

中川　桜亮 河戸こども園 青木　心 東広島くすのき幼稚園

【銅賞】 栗栖　ひなた 中筋幼稚園

升田　美緒 流川こども園 山村　瑞穂 未就園

沼田　悠輔 東広島くすのき幼稚園 弘山　紗菜 未就園

福庭　愛 東広島くすのき幼稚園 沖本　潤奈 五月が丘認定こども園

有田　明華 東広島くすのき幼稚園 小川　貫徹 五月が丘認定こども園

手島　梨々香 東広島くすのき幼稚園 石橋　悠成 五月が丘認定こども園

今村　春斗 東広島くすのき幼稚園 山﨑　彩稟 五月が丘認定こども園

廣光　彩羽 東広島くすのき幼稚園 浜田　莞佑 五月が丘認定こども園

久保田　健心 五月が丘認定こども園 有福　晃佑 五月が丘認定こども園

山地　李緒 五月が丘認定こども園 浜田　周 五月が丘認定こども園

新井　忍弥 五月が丘認定こども園 煙石　恵唯 五月が丘認定こども園

林田　侑大 河戸こども園 新藤　信幸 五月が丘認定こども園

野﨑　心々音 河戸こども園 古家　咲貴子 未就園

金城　鈴 河戸こども園 白田　晃暉 河戸こども園

大前　志月 ちゃいるどふれんどりぃ保育園 渡邊　夏帆 河戸こども園

西川　千詠 くすのき幼稚園 山口　柊矢 河戸こども園

大田　朱莉 くすのき幼稚園 藤原　美咲 河戸こども園

勝谷　日彩 くすのき幼稚園 山口　環奈 河戸こども園

森　柚季 河戸こども園

幼児

広島市安佐動物公園
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島本　海璃 河戸こども園 【佳作】
沖廣　千史 河戸こども園 嶺　結月 廿日市市立 大野東小学校

岩下　泰樹 河戸こども園 塚本　莉乃 東広島市立 八本松小学校

伊藤　悠駿 河戸こども園 岡田　空灯 広島市立 伴小学校

坂本　澪 河戸こども園 井手本　悠暉 広島市立 中筋小学校

坂本　翔一郎 河戸こども園 山口　史織 広島市立 大塚小学校

大本　周平 河戸こども園 宮田　大輝 広島市立 大町小学校

伊藤　茉渚和 河戸こども園 内藤　美羽 広島市立 宇品小学校

伊藤　あさひ 河戸こども園 中田　このみ 広島市立 宇品小学校

前座　陽依 河戸こども園 根津　和也 広島市立 宇品小学校

瀬戸川　彩恵 河戸こども園 向田　陽葵 広島市立 安東小学校

田中　碧 河戸こども園

田中　楓李 河戸こども園

岡田　紗和 河戸こども園

都　羽花 安田幼稚園 安東園舎 【金賞】
藤川　榮心 くすのき幼稚園 石井　慎之介 広島市立 梅林小学校

宮浦　彩良 くすのき幼稚園 【銀賞】
兒玉　あかり YMCA国際幼児園 宮崎　紗矢香 東広島市立 三永小学校

岸川　ひより 広島市立 幟町小学校

前田　瑚太郎 広島市立 山本小学校

石樵　結奈 安芸高田市立　高宮小学校

【金賞】 【銅賞】
中本　健晴 広島市立 安東小学校 黒木　結 広島市立 幟町小学校

野間　彩葉 広島市立 中山小学校

【銀賞】 岩本　栞花 広島市立 山本小学校

楠部　葵 広島市立 袋町小学校 平田　梨乃 広島市立 宇品小学校

深田　さくら 広島市立 春日野小学校 小川　達也 広島市立 安西小学校

谷川　和穂 広島市立 山本小学校 【佳作】
澤津　春希 広島市立 安西小学校 森脇　真央 東広島市立 八本松小学校

【銅賞】 北岡　快理 東広島市立 東西条小学校

山崎　心平 広島市立 伴小学校 山本　莉央 広島市立 幟町小学校

冨重　健 広島市立 伴小学校 馬明　柊至 広島市立 伴小学校

髙橋　恵郁 広島市立 長束小学校 波多　穂積 広島市立 筒瀬小学校

沖野　聖平 広島市立 宇品小学校 白木　遙真 広島市立 草津小学校

池上　眞穂 安田小学校 今田　大翔 広島市立 山本小学校

佐藤　結愛 広島市立 宇品小学校

小学1年生

（日本動物園水族館協会会長賞）

小学2年生

広島市安佐動物公園
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山田　諒征 広島市立 安東小学校 広畠　和真 広島市立 安東小学校

大束　果穂 安田小学校 金子　恵 広島市立 安小学校

小田　成海 安田小学校

【銅賞】
進藤　彩希 東広島市立 八本松小学校

【金賞】 八谷　しずく 広島市立 毘沙門台小学校

バーズ　テイラ結里 安田小学校 保原　もも 広島市立 可部南小学校

【銀賞】 保原　あん 広島市立 可部南小学校

森友　優成 広島市立 幟町小学校 澤津　ちひろ 広島市立 安西小学校

森本　梨聖 広島市立 伴小学校 【佳作】
大西　杏樹 広島市立 宇品小学校 沖原　舞平生 東広島市立 八本松小学校

秋本　展秀 安田小学校 山下　莉央 広島市立 緑井小学校

【銅賞】 山本　平 広島市立 東野小学校

池淵　士朗 東広島市立 三ツ城小学校 土井　香奈 広島市立 中筋小学校

田中　結 広島市立 梅林小学校 紫竹　末枝 広島市立 大町小学校

中田　健太 広島市立 段原小学校 世良　春歌 広島市立 草津小学校

明瀬　遼太 広島市立 大町小学校 幸元　奏磨 広島市立 己斐東小学校

渡辺　慶次郎 広島市立 井口小学校 瀬戸口　知貴 広島市立 己斐東小学校

【佳作】 大島　源太郎 広島市立 宇品小学校

松原　姫夕 廿日市市立 地御前小学校 山口　蒼仁 広島市立 安西小学校

髙橋　瑞 東広島市立 三ツ城小学校

高野　里紗 東広島市立 三ツ城小学校

河江　美智 広島市立 毘沙門台小学校

加藤　翠 広島市立 梅林小学校 【金賞】
藤井　みゆ 広島市立 梅林小学校 向井　俐央 広島市立 安小学校

土居　茉白 広島市立 中筋小学校 【銀賞】
襟立　咲和 広島市立 大町小学校 和田　桃佳 広島市立 中筋小学校

小松　玲 安田小学校 吉川　莉良 広島市立 山田小学校

河島　衣都 安田小学校 政田　雛子 広島市立 安北小学校

久本　深月 広島市立 安小学校

【銅賞】
井上　瑶菜 広島市立 伴小学校

【金賞】 今田　柚妃 広島市立 山本小学校

柴田　のぞみ 東広島市立 八本松小学校 梶原　未羽 広島市立 山田小学校

【銀賞】 鳴川　翔太 広島市立 牛田小学校

廣田　翠 広島市立 安北小学校 加瀬　紗良 安田小学校

小学４年生

小学５年生

小学3年生

広島市安佐動物公園
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【佳作】 藤縄　あのん 広島市立 安小学校

大庭　礼 広島市立 緑井小学校 佐々木　なみ 広島市立 安小学校

中川　絢心 広島市立 伴小学校

川本　日和子 広島市立 伴小学校

森井　遥平 広島市立 伴小学校

片山　七海 広島市立 伴小学校 【金賞】
前杉　明里 広島市立 長束小学校 岡本　羽奈 福山市立　新市中央中学校

安座間　咲采 広島市立 中筋小学校 【銀賞】
田口　茉奈 広島市立 大塚小学校 川口　夏芽 広島叡智学園中学校

佐藤　桃子 広島市立 宇品小学校 【銅賞】
上野　百合子 広島市立 井口小学校 梶原　知花 広島市立 東原中学校

【佳作】
塩村　菜々美 広島市立 庚午中学校

中野　愛実 広島市立 牛田中学校

【金賞】
大田　蘭斗 広島市立 伴小学校

【銀賞】
上中　紡季 広島市立 東野小学校 【金賞】
竹澤　花音 広島市立 中筋小学校 猪原　康夫 広島県安芸郡

山澤　郁月 岡山市立　御休小学校 川口　春 広島市安佐南区

【銅賞】 【銀賞】
吉川　七施 東広島市立 八本松小学校 末田　月美 広島市安佐南区

原田　恵多 広島市立 梅林小学校 猪原　洋美 広島県安芸郡

太田　圭亮 広島市立 春日野小学校 中西　貴浩 広島市安佐南区

野村　咲希 広島市立 安北小学校 笹口　小百合 広島市西区

平薮　彩夏 広島市立 安西小学校 弘中　風吏 広島市安佐南区

【佳作】 【銅賞】
池森　万結 東広島市立 高美が丘小学校 野村　恵美 広島市安佐南区

祢津　愛美 広島市立 比治山小学校 末田　有絵 広島市安佐南区

鈴木　彩月 広島市立 東野小学校 堀部　美有 広島市安佐南区

庭木　叶夢 広島市立 中筋小学校 中嶋　郁美 広島市安佐南区

吉田　琥央 広島市立 中筋小学校 西田　佳世 広島市南区

広田　美空 広島市立 中筋小学校 寺井　岸子 広島市安佐南区

西田　愛莉奈 広島市立 山本小学校 【佳作】
坂　まどか 広島市立 亀山小学校 牧本　みのり 広島市安佐南区

岡上　侑奈 広島市立 安西小学校 梅原　知美 広島市南区

小学6年生

中学生

成人

広島市安佐動物公園



令和2年度　動物画コンクール入賞者一覧 5/5

中西　ゆき 広島市安佐南区

多根　直子 広島市安佐南区

川口　百恵 広島市安佐南区

政安　敬子 広島市東区

手島　一嘉 広島県竹原市

高橋　直子 広島県東広島市

goyasry 広島市南区

広島市安佐動物公園
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