
令和4年度安佐動物公園動物画コンクール　入賞者一覧

関東　碧人 東広島くすのき幼稚園

小西　祐希 東広島くすのき幼稚園

【金賞】 佐々尾　彰人 東広島くすのき幼稚園

高岡　るい 東広島くすのき幼稚園

東広島くすのき幼稚園 高次　康平 東広島くすのき幼稚園木山　銀二郎

礒部　智佳子 東広島くすのき幼稚園 髙橋　海斗 東広島くすのき幼稚園

田原　寛大 東広島くすのき幼稚園

【銀賞】 地岡　明音 東広島くすのき幼稚園

池田　愛菜 共立ひよこ保育園 中平　隼晴 東広島くすのき幼稚園

藤島　知穂 くすのき幼稚園 平　拓朗 東広島くすのき幼稚園

栗栖　悠生 河戸こども園 藤田　郁士 東広島くすのき幼稚園

戎屋　凪彩 東広島くすのき幼稚園 堀江　咲良 東広島くすのき幼稚園

長沼　宗亮 東広島くすのき幼稚園 萬谷　然 東広島くすのき幼稚園

山本　悠生 東広島くすのき幼稚園

【銅賞】 吉田　茉織 東広島くすのき幼稚園

亀山みどりこども園 都　凛音 安田幼稚園安東園舎

くすのき幼稚園

くすのき幼稚園

河戸こども園

東広島くすのき幼稚園 【金賞】

東広島くすのき幼稚園 東広島市立高美が丘小学校

東広島くすのき幼稚園 広島市立大塚小学校

東広島くすのき幼稚園 広島市立可部南小学校

東広島くすのき幼稚園

福本　海翔

西川　湊音

三津田　勘太

永久　円空 広島市立原小学校

東　千智

生田　紗雪

宮本　稜己

浅尾　英汰

髙田　理菜

福重　凜空

藤井　翔愛

𠮷岡　永真

𠮷岡　奈星

吉田　つかさ 東広島くすのき幼稚園

【銀賞】

【佳作】 沖土居　将泰 安芸高田市立愛郷小学校

安東　茉優 永照幼稚園 波木　武士 広島市立可部南小学校

上杉　青澄 くすのき幼稚園 くらおか　まりん 広島市立伴小学校

小早川　稀美 くすのき幼稚園 犬飼　千彩 広島市立中筋小学校

田中　凛 くすのき幼稚園 吉光　詩織 広島市立中筋小学校

國本　湊斗 河戸こども園 枝廣　歩 広島市立長束小学校

末　　直也 河戸こども園 髙橋　純世 広島市立長束小学校

髙原　悠護 河戸こども園 鎌内　光真 広島市立白島小学校

和泉　智晃 東広島くすのき幼稚園 河野　春輝 広島市立安小学校

海江田　陸來 東広島くすのき幼稚園 吉永　和仁 広島市立安小学校

幼児

　(日本動物園水族館協会会長賞)

小学校1年生
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令和4年度安佐動物公園動物画コンクール　入賞者一覧

【銅賞】 岩部　優翔 広島市立亀山南小学校

高尾　涼 東広島市立高美が丘小学校 眞田　朋佳 広島市立草津小学校

石川　芹奈 東広島市立八本松小学校 加藤　恵理 広島市立倉掛小学校

宇根﨑　大知 東広島市立東西条小学校 辰巳　碧昊 広島市立倉掛小学校

沖　奏佑 東広島市立三ツ城小学校 小方　友喜 広島市立段原小学校

樋上　夏乃音 東広島市立三ツ城小学校 松本　徠希 広島市立伴小学校

髙路　悠桔 広島市立大町小学校 市川　貴大 広島市立伴南小学校

橋本　多央 広島市立可部南小学校 下松　希愛 広島市立戸山小学校

鍵川　千紗 広島市立亀山南小学校 津澤　政也 広島市立戸山小学校

若槻　和 広島市立川内小学校 中河　恵莉 広島市立中筋小学校

下原　鉄平 広島市立伴小学校 吉永　葵士 広島市立中筋小学校

藤原　柑菜 広島市立伴南小学校 阿部　碧紗南 広島市立長束小学校

吉田　碧央 広島市立中筋小学校 長　美緒 広島市立長束小学校

小美堂　岳 広島市立白島小学校 山田　晃平 広島市立長束小学校

平岡　莉緒 広島市立毘沙門台小学校 和田　幸也 広島市立長束小学校

植永　笑真 広島市立安北小学校 繁　幸花 広島市立幟町小学校

高田　橘平 広島市立安小学校 高見　実優 広島市立幟町小学校

新門　風翔 広島市立安西小学校 白倉　鈴莉 広島市立白島小学校

白石　楓 広島市立八幡東小学校 重清　倖菜 広島市立日浦小学校

谷川　桃子 安田小学校 熊谷　真桜 広島市立東野小学校

倉持　咲那 広島市立東野小学校

【佳作】 秋好　彩葉 広島市立毘沙門台小学校

岡田　和花 廿日市市立大野東小学校 岩﨑　琴弓 広島市立毘沙門台小学校

帯刀　美奈穂 廿日市市立大野東小学校 上田　然 広島市立毘沙門台小学校

菊池　葉月 東広島市立高美が丘小学校 川上　ハルタ 広島市立毘沙門台小学校

栗原　絢士 東広島市立八本松小学校 長谷川　直毅 広島市立三入東小学校

房原　春翔 東広島市立八本松小学校 守殿　つつむ 広島市立緑井小学校

部村　和愛 東広島市立八本松小学校 山井　梨央 広島市立緑井小学校

光原　靖喜 東広島市立八本松小学校 米村　紗香 広島市立緑井小学校

山本　透貴 東広島市立八本松小学校 河村　藍月 広島市立安北小学校

寺本　橘平 広島市立宇品小学校 髙﨑　心結 広島市立安北小学校

青木　咲英 広島市立大塚小学校 迫　菜々実 広島市立安小学校

岡田　力凱 広島市立大町小学校 寺坂　歩乃佳 広島市立安小学校

藤田　剛瑠 広島市立大町小学校 藤田　季音 広島市立安小学校

吉田　梨紗 広島市立大町小学校 松岡　祐依 広島市立安小学校

住谷　有紬菜 広島市立可部南小学校 餅川　柊雅 広島市立安西小学校
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宮田　結衣 広島市立安東小学校 石井　紫央里 東広島市立東西条小学校

岩崎　奈菜香 安田小学校 髙杉　桃花 東広島市立三ツ城小学校

神本　健心 安田小学校 石田　颯希 広島市立宇品小学校

松倉　諒佳 広島市立宇品小学校

植田　夏音 広島市立大町小学校

滋田　蒼大 広島市立大町小学校

【金賞】 平田　美乃 広島市立五月が丘小学校

荒津　帆香 広島市立春日野小学校 荒槇　廉 広島市立伴小学校

橋本　和樹 広島大学附属小学校  倉増　結菜 広島市立伴南小学校

みやざき　しょうま 広島市立伴南小学校

【銀賞】 林田　りん 広島市立長束小学校

山本　穂乃花 広島市立草津小学校 重松　暖果 広島市立幟町小学校

長谷川　奈緖 広島市立伴東小学校 三苫　映太 広島市立幟町小学校

はっとり　しょうや 広島市立長束小学校 ながおく　かいと 広島市立梅林小学校

大庭　桃奈 広島市立安北小学校 市川　青空 広島市立白島小学校

新崎　雅 広島市立八幡東小学校 押尾　知恒 広島市立白島小学校

伊藤　桜子 広島市立緑井小学校

【銅賞】 中濱　ひなの 広島市立緑井小学校

細川　蒼太 東広島市立上黒瀬小学校 牛尾　蒼一朗 広島市立安西小学校

松垣　奏美 広島市立可部南小学校

今田　結花 広島市立長束小学校

伊東　慧 広島市立幟町小学校

福田　翔理 広島市立梅林小学校 【金賞】

下地　凛佳 広島市立東野小学校 部村　孝太郎 東広島市立八本松小学校

小坂　陽真里 広島市立毘沙門台小学校 久保　惇生 広島市立己斐東小学校

森田　夢乃 広島市立毘沙門台小学校

入江　竜聖 広島市立安西小学校 【銀賞】

岩本　旺典 広島市立山本小学校 鍵屋　陽秀 広島市立大塚小学校

堤本　嗣実 広島市立白島小学校

【佳作】 安枝　環太 広島市立東野小学校

坪島　煌季 竹原市立竹原小学校 鵜飼　一先 広島大学附属小学校 

川本　紗佳 廿日市市立大野東小学校 谷村　南月 広島大学附属小学校 

大本　りな 東広島市立八本松小学校

岡田　葉月 東広島市立八本松小学校 【銅賞】

仲島　遼花 東広島市立八本松小学校 嶺　結月 廿日市市立大野東小学校

林　奈々美 東広島市立八本松小学校 岡本　都季 広島市立可部南小学校

小学校2年生

小学校3年生
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雲地　桃子 広島市立亀山南小学校

中川　ゆいと 広島市立伴小学校

林　杏奈 広島市立伴南小学校 【金賞】

丸田　寛大 広島市立長束小学校 政田　拓也 広島市立安北小学校

須内　紡麦 広島市立白島小学校 壷井　彩智 安田小学校

髙安　亮人 広島市立白島小学校

沖本　凌太朗 広島市立毘沙門台小学校 【銀賞】

王野　心大朗 広島市立緑井小学校 楠田　結菜 東広島市立三永小学校

進元　真由美 広島市立緑井小学校

【佳作】 髙橋　政一朗 広島市立矢野西小学校

里﨑　一 廿日市市立大野東小学校 加瀬　永茉莉 広島大学附属小学校 

久田　菜晴 東広島市立風早小学校 淺野　令那 安田小学校

江頭　美海 東広島市立八本松小学校

大倉　知華 東広島市立八本松小学校 【銅賞】

土井　新大 東広島市立八本松小学校 竹原市立竹原小学校

冨田　陽菜乃 広島市立大塚小学校 東広島市立高美が丘小学校

梶谷　まい 広島市立可部南小学校 東広島市立八本松小学校

とう原　しゅう羽 広島市立可部南小学校 広島市立宇品小学校

森下　魁斗 広島市立倉掛小学校 広島市立可部南小学校

大野　愛夏 広島市立伴小学校 広島市立伴小学校

金田　桜和 広島市立伴小学校 広島市立東野小学校

鳳山　葵 広島市立伴小学校 広島市立緑井小学校

前川　陸人 広島市立伴東小学校 広島市立安北小学校

光元　維吹 広島市立長束小学校

清水　俐歩

髙延　和桜

石井　明佳

宮野　和樹

山本　妃奈乃

立岩　治太朗
村川　真凰

木原　仁大

薬師地　玲来

中原　新心 広島大学附属小学校 

吉武　碧 広島市立長束小学校

藤﨑　友梨有 広島市立幟町小学校 【佳作】

佐藤　洸太朗 広島市立東野小学校 川本　葵子 竹原市立竹原小学校

松下　湊祐 広島市立東野小学校 河田　優真 東広島市立八本松小学校

田川　結大 広島市立毘沙門台小学校 森脇　まお 東広島市立八本松小学校

今岡　瑠薫 広島市立袋町小学校 柳　花音 東広島市立八本松小学校

米澤　遥風 広島市立安西小学校 原川　心遥 広島市立宇品小学校

中本　健晴 広島市立安東小学校 金子　歩叶 広島市立亀山南小学校

池上　眞穂 安田小学校 山本　晴弥 広島市立草津小学校

中原　史稀 安田小学校 吉川　昴 広島市立筒瀬小学校

松本　佳奈 安田小学校 増田　杏実 広島市立伴小学校

山本　花奈 広島市立伴小学校

小学校4年生
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岡部　智仁 広島市立幟町小学校 丸上　陽向 広島市立伴小学校

髙谷　沙歩 広島市立幟町小学校 𦚰本　海 広島市立伴南小学校

石井　しんのすけ 広島市立梅林小学校 矢部　想乃 広島市立長束小学校

松下　愛歩 広島市立梅林小学校 原田　麻衣 広島市立梅林小学校

中道　美月 広島市立白島小学校 山脇　花菜 安田小学校

藤田　みと 広島市立毘沙門台小学校

新木　莉央菜 広島市立三入小学校 【佳作】

井上　京美 広島市立緑井小学校 安芸高田市立愛郷小学校

山﨑　壮真 広島市立緑井小学校 竹原市立竹原小学校

金後　凛倖 広島市立安北小学校 廿日市市立大野東小学校

永山　絢月 広島市立安小学校 広島市立大町小学校

小川　たつや 広島市立安西小学校 広島市立春日野小学校

横田　千佳 広島市立安西小学校 広島市立可部南小学校

岩本　栞花 広島市立山本小学校 広島市立草津小学校

冨士原　奏太 三次市立十日市小学校 広島市立五月が丘小学校

広島市立伴東小学校

広島市立伴南小学校

広島市立伴南小学校

【金賞】 広島市立伴南小学校

竹﨑　颯良 広島市立大塚小学校 広島市立中筋小学校

升田　もか 広島市立幟町小学校 広島市立日浦小学校

広島市立古田台小学校

【銀賞】 広島市立緑井小学校

中尾　朱里 広島市立川内小学校 広島市立緑井小学校

森本　梨聖 広島市立伴小学校 広島市立緑井小学校

静間　希衣 広島市立中筋小学校 広島市立安北小学校

土屋　勇人 広島市立中筋小学校 広島市立安小学校

松本　理子 広島市立毘沙門台小学校 広島市立安小学校

広島市立安小学校

【銅賞】 広島市立安西小学校

尾野　心春 竹原市立竹原小学校 広島市立早稲田小学校

坪島　心愛 竹原市立竹原小学校 安田小学校

長沼　壮亮 東広島市立八本松小学校 安田小学校

田原　千織 東広島市立東西条小学校

佐々木　なつ

筒井　麻矢

矢口　健人

明瀬　遼太

木元　紗帆

石原　蒼大

大谷　夏子

中村　咲結

原　萌凜
金島　匠哉

柳楽　莉央

正宗　葉月

森内　ふみ

宮野　さくら

安部　心菜

鬼澤　奈奈香

高田　琉星

高橋　愛奈

細川　幸哉

飯塚　菜波

石川　生翔

木下　美咲

松岡　洸助

西田　柚希

空本　琉伽

小松　玲

和田　莉奈 安田小学校

井上　萌花 広島市立草津小学校

丸本　紗和 広島市立草津小学校

小学校5年生
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岡村　悠 広島市立伴南小学校

石田　紗菜 広島市立長束小学校

【金賞】 郷原　美桜 広島市立長束小学校

保原　もも 広島市立可部南小学校 仙谷　葵 広島市立幟町小学校

鴨谷　祐衣 広島市立古田台小学校 宮野　愛 広島市立幟町小学校

綿谷　美沙希 広島市立梅林小学校

【銀賞】 沖本　彩蓮 広島市立白島小学校

保原　あん 広島市立可部南小学校 三上　明莉 広島市立原小学校

中田　結唯 広島市立伴小学校 古賀　一貴 広島市立東野小学校

上田　汐奈 広島市立白島小学校 八谷　しずく 広島市立毘沙門台小学校

藤田　菜 広島市立毘沙門台小学校 中本　夏鈴 広島市立袋町小学校

広畠　和真 広島市立安東小学校 鶴濱　寧音 広島市立三入小学校

佐々木　穂花 広島市立安北小学校

【銅賞】 下見　海藍 広島市立安北小学校

橋本　茉莉 安芸高田市立愛郷小学校 津幡　莉乃愛 広島市立安小学校

福富　京花 廿日市市立大野東小学校 向井　千惺 広島市立安小学校

藤巴　汐里 東広島市立三ツ城小学校

松本　晴 東広島市立三ツ城小学校

河野　叶芽 広島市立大塚小学校

村上　唯 広島市立川内小学校 【金賞】

加納　初華 広島市立伴小学校 鳴川　翔太 広島市立牛田中学校

平山　叶芽 広島市立緑井小学校 和田　桃佳 広島市立東原中学校

金子　恵 広島市立安小学校

立花　美晴 広島市立安小学校 【銀賞】

吉川　莉良 広島市立美鈴が丘中学校

【佳作】 宮本　結菜 広島市立庚午中学校

丸尾　達樹 東広島市立八本松小学校

鎌倉　武司 東広島市立三ツ城小学校 【銅賞】

福永　このみ 広島市立大町小学校 久保　舟平 庄原市立庄原中学校

向井　空夏 広島市立春日野小学校 牧本　七森 広島市立安西中学校

野村　修司 広島市立草津小学校 小濵　日陽 北広島町立豊平中学校

幸元　奏磨 広島市立己斐東小学校 妙田　結衣 庄原市立庄原中学校

安畑　鈴蘭 広島市立五月が丘小学校 石川　瑞貴 東京都立南多摩中等教育学校

大石　伊織 広島市立五月が丘小学校 西田　春希 広島市立早稲田中学校

山崎　紗千 広島市立伴小学校 貞任　凛香 広島市立日浦中学校

正木　智也 広島市立三和中学校

小学校6年生

中学生
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【佳作】 長谷川　淳 東広島市

桂　一賀 庄原市立庄原中学校 冨士原　雅結 岡山県岡山市

須藤　愛奈 広島市立祇園東中学校 向井　久美子 広島市安佐北区

柿野　杏美 広島市立日浦中学校

小濱　陽菜 広島市立日浦中学校 【佳作】

松平　柚月 広島市立日浦中学校 青木　一紘 広島市中区

山本　心渚 広島市立日浦中学校 小澤　美華 広島市西区

寺山　佳純 広島市立早稲田中学校 金城　絢子 広島市安佐北区

藤本　夏子 北広島町立豊平中学校 神田　慎太郎 広島市安佐北区

友國　涼葉 庄原市立庄原中学校 久保　広子 広島市安佐北区

西村　桜 広島市立日浦中学校 久保　慶恵 広島市安佐北区

豊田　菫 広島市立早稲田中学校

久保　汐里 庄原市立庄原中学校

【金賞】

猪原　康夫 安芸郡府中町

高崎　真理子 広島市西区

【銀賞】

赤水　瑠美 広島市西区

猪原　洋美 安芸郡府中町

笹口　小百合 広島市西区

中嶋　郁美 広島市安佐南区

藤本　綾香 広島市中区

【銅賞】

阿部　琴乃 山口県美祢市

尼子　さくら 安芸郡

梅原　知美 広島市南区

goyasry 広島市南区

菅原　拓哉 広島市佐伯区

田中　有歌子 広島市安佐南区

西田　佳世 広島市南区

成人
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