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学年 賞 名前 学校名

金 城山　実心 府中市立　国府小学校
中村　慈愛 広島大学附属小学校
大下　真波 広島　安田小学校
井上　晴輝 熊野町立 熊野第一小学校
小瀧　美空 広島市立 高須小学校
水野　真衣 広島大学附属小学校

上土井　幸環 広島大学附属小学校
清原　美海 広島大学附属小学校
梁　彗実 広島大学附属小学校

金 西村　凛愛 広島市立 安東小学校
秋本　展秀 広島　安田小学校
國田　倫花 広島　安田小学校
佐伯　美空 東広島市立 御薗宇小学校

とみなが　しずく 広島市立 伴東小学校
東　明加梨 広島市立 安東小学校

佳作
金 山田　咲 広島市立 毘沙門台小学校

東　志織 広島市立 楽々園小学校
竹内　暖華 広島大学附属小学校

長谷川　渚月 東広島市立 八本松小学校
鈴木　里彩 広島市立 川内小学校
西村　希咲 広島大学附属小学校

佳作 山本　湊一朗 広島　安田小学校
金 安田　侑生 広島市立 草津小学校

木下　悠真 広島市立 大州小学校
加瀬　紗良 広島　安田小学校
末長　莉子 東広島市立 高美が丘小学校
沖本　万泰 広島市立 千田小学校
鈴村　笑舞 広島市立 安北小学校

佳作 北島　和真 広島大学附属小学校
金 倉光　奏多 東広島市立 八本松小学校

牧之瀬　仁香 東広島市立 郷田小学校
西村　美愛 広島市立 安東小学校

旗手　さくら 尾道市立 百島小学校
西原　陽輝 東広島市立 高美が丘小学校
西田　流惺 広島市立 草津小学校
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広島市安佐動物公園
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金 射場　夢珂子 竹原市立 中通小学校
村井　陽葵 竹原市立 中通小学校
秋本　隼臣 広島大学附属小学校

土井　愛祐美 東広島市立 三ツ城小学校
坂下　潔利 広島市立 千田小学校
浅松　唯佳 広島大学附属小学校
中野　愛実 広島市立 牛田新町小学校
別当　心 府中市立 国府小学校

金 二宮　楽空 広島市立 牛田中学校
大越　絢翔 廿日市市立 廿日市中学校
磯田　隆太 広島市立 高取北中学校
稲本　佳奈 広島市立 宇品中学校
山中　愛結 広島市立 瀬野川東中学校
川村　悠翔 広島市立 東原中学校
多賀　心優 安芸太田町立 安芸太田中学校
大岡　凌斗 呉市立 安浦中学校
日高　咲 廿日市市立 廿日市中学校

一戸　みのり 広島市立 牛田中学校
川島　悠右 広島市立 牛田中学校
西岡　陸 広島市立 牛田中学校

河野　遥陽 広島市立 宇品中学校
久保田　壱気 広島市立 五月が丘中学校
大原　亜美 広島市立 庚午中学校
沖野　夢乃 広島市立 庚午中学校
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金 髙本　実優 呉市立 仁方中学校
大滝　敦士 広島市立 宇品中学校
森本　泰至 広島市立 東原中学校
渡邉　李萌 呉市立 阿賀中学校
米原　瑞穂 廿日市市立 廿日市中学校
木村　心咲 広島市立 庚午中学校
保田　花凛 廿日市市立 廿日市中学校
亀岡　立暉 広島市立 宇品中学校
久米　実來 広島市立 宇品中学校
水野　マミ 広島市立 宇品中学校
山口　柚季 広島市立 宇品中学校
山本　結花 広島市立 大州中学校
井上　雛 広島市立 庚午中学校

槇平　かれん 広島市立 庚午中学校
角山　息吹 広島市立 五月が丘中学校
中川　七海 広島市立 五月が丘中学校

金 小野松　桃南 安芸太田町立 加計中学校
小南　凪沙 広島市立 牛田中学校
田中　結菜 広島市立 庚午中学校
森　悠真 広島市立 牛田中学校

櫻井　健太 広島市立 宇品中学校
松尾　晃佑 広島市立 高取北中学校
加藤　佳太 安芸太田町立 加計中学校
武内　春菜 呉市立 郷原中学校
栗林　鈴 広島市立 牛田中学校

古本　祐樹 広島市立 牛田中学校
森重　咲花 広島市立 牛田中学校
奥本　彩音 広島市立 宇品中学校
高橋　もも 広島市立 宇品中学校
井川　知哉 広島市立 庚午中学校
大原　萌里 広島市立 高取北中学校
山本　桃歌 広島市立 高取北中学校

佳作

銅

銀

佳作

銅

銀

中学校
3年生

中学校
2年生

広島市安佐動物公園


	作文

