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河戸こども園

河戸こども園

【金賞】 河戸こども園

山地　李緒 五月が丘認定こども園 河戸こども園

片桐　彩理 東広島くすのき幼稚園 河戸こども園

林　瑞樹 東広島くすのき幼稚園 五月が丘認定こども園

五月が丘認定こども園

【銀賞】 五月が丘認定こども園

吉武　苺花 五月が丘認定こども園 五月が丘認定こども園

吉武　和花 五月が丘認定こども園 慈光幼稚園

岩尾　亜加莉 東広島くすのき幼稚園 慈光幼稚園

重岡　楓 東広島くすのき幼稚園 東広島くすのき幼稚園

末武　倫太郎 東広島くすのき幼稚園 東広島くすのき幼稚園

中村　悠乃 東広島くすのき幼稚園 東広島くすのき幼稚園

文元　優喜 東広島くすのき幼稚園 東広島くすのき幼稚園

山本　純貴 東広島くすのき幼稚園 東広島くすのき幼稚園

東広島くすのき幼稚園

【銅賞】 東広島くすのき幼稚園

眞崎　颯真 河戸こども園 東広島くすのき幼稚園

岩岡　美空 くすのき幼稚園 東広島くすのき幼稚園

藤村　友梨 くすのき幼稚園 ひかり幼稚園

久保田　環奈 五月が丘認定こども園 認定こども園ほうりん安幼稚園

治田　天珠 五月が丘認定こども園

下杉　駿斗

寺地　紗希

長尾　春香

林田　侑大

吉岡　葵

大石　彩乃

沖本　潤奈

仙道　櫂

盛田　昇馬

大村　康太

渡澤　翼

安藤　樟哉

石丸　柚空

加登　祐心

加藤　安芸

佐々木　結唯

春田　愛実光

永　萌音山本

　愛梨瀧口　

遥生戸川　結

月奈宮地　

竜之介 安田女子大学付属幼稚園

三好　陽翔 五月が丘認定こども園

若林　陽祐 慈光幼稚園

黒川　幹奈 東広島くすのき幼稚園

中村　和輝 東広島くすのき幼稚園 【金賞】

濱浪　健吾 東広島くすのき幼稚園 橋本　亮河 広島市立 可部南小学校

藤川　莉心 東広島くすのき幼稚園 山﨑　壮真 広島市立 緑井小学校

森　心音 東広島くすのき幼稚園

八坂　彩葉 東広島くすのき幼稚園 【銀賞】

山田　芹愛 東広島くすのき幼稚園 大神　ちはや 広島市立 井口台小学校

ﾊﾞｰｽﾞ ﾏｯｸｽｳｪﾙ 有喜 安田女子大学付属幼稚園 竹内　芽生 広島市立 大町小学校

白木　遙真 広島市立 草津小学校

【佳作】 新田　龍平 広島市立 中筋小学校

三浦　菜々 永照幼稚園 よしひろ　かずふみ 広島市立 長束小学校

小学校1年生

幼児

広島市安佐動物公園
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【銅賞】 古岩　璃人 広島大学附属小学校

石井　春己 竹原市立 竹原小学校 吉見　旬矢 広島　安田小学校

重林　皇芽 広島市立 春日野小学校

濵室　維吹 広島市立 草津小学校

中本　龍志 広島市立 高須小学校

中崎　羽莉 広島市立 中筋小学校 【金賞】

平田　旬 広島市立 長束小学校 しんたに　ななこ 広島市立 川内小学校

音田　光雅 広島市立 幟町小学校 久保　惟生 広島市立 己斐東小学校

よこやま　とき 広島市立 安小学校

藤本　芹果 広島市立 山本小学校 【銀賞】

横尾　優奈 広島大学附属小学校 有本　瑞希 東広島市立 東西条小学校

とく田　ひろ人 東広島市立 八本松小学校

【佳作】 山縣　那々実 広島市立 千田小学校

窪田　桜和 安芸高田市立 八千代小学校 梶本　祥太 広島市立 安北小学校

岡田　あさひ 呉市立 三坂地小学校 程月　優俐 広島大学附属小学校

倉谷　空汰 呉市立 三坂地小学校

児玉　莉愛 呉市立 三坂地小学校 【銅賞】

高橋　美央莉 呉市立 三坂地小学校 川崎　莉央 安芸高田市立 八千代小学校

倉本　惟矢 広島三育学院小学校 植木　一路 東広島市立 西志和小学校

山代　龍之介 広島市立 井口小学校 青山　陽翔 東広島市立 八本松小学校

藤川　周平 広島市立 春日野小学校 渡辺　慶次郎 広島市立 井口小学校

丸橋　由愛 広島市立 可部南小学校 井上　蕗 広島市立 井口台小学校

三上　真央 広島市立 川内小学校 髙畠　実倫 広島市立 亀山南小学校

河野　晴生 広島市立 草津小学校 中藤　雅貴 広島市立 中筋小学校

田中　沙奈 広島市立 草津小学校 橋本　有生 広島市立 緑井小学校

近藤　夏 広島市立 五月が丘小学校 小松　玲 広島　安田小学校

山本　陸斗 広島市立 五月が丘小学校 バーズ テイラ 結里 広島　安田小学校

伊豆原　和花 広島市立 伴小学校

大石　羚斗 広島市立 伴小学校 【佳作】

栗栖　玄汰 広島市立 伴小学校 上田　陸翔 安芸高田市立 八千代小学校

矢野　元康 広島市立 伴小学校 田中　悠稀 安芸高田市立 八千代小学校

兼光　結華 広島市立 伴東小学校 脇田　陽菜 呉市立 川尻小学校

谷林　由基 広島市立 梅林小学校 中島　淳之介 東広島市立 八本松小学校

宗森　陽太 広島市立 梅林小学校 福川　みお 東広島市立 八本松小学校

餅川　桜雅 広島市立 安西小学校 吉田　寧音 東広島市立 三永小学校

岩村　哲坪 広島市立 山田小学校 みやさこ　そうき 東広島市立 吉川小学校

小学校2年生

広島市安佐動物公園
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野﨑　周平 広島市立 井口小学校 松浦　会咲 広島市立 春日野小学校

山口　瑛大 広島市立 井口小学校 小野　楓夏 広島市立 可部南小学校

堀　埜々華 広島市立 己斐上小学校 保原　もも 広島市立 可部南小学校

古賀　樹美 広島市立 高須小学校 保井　瑠璃 広島市立 上安小学校

赤波根　美空 広島市立 伴小学校 尾崎　萌衣 広島市立 袋町小学校

森本　梨聖 広島市立 伴小学校 下見　海藍 広島市立 安北小学校

関森　咲紀 広島市立 中筋小学校 土屋　龍矢 広島市立 安北小学校

吾郷　伊織 広島市立 梅林小学校 山口　蒼仁 広島市立 安西小学校

永奥　樹璃 広島市立 梅林小学校 岡田　そら 広島大学附属小学校

楠部　寧々 広島市立 袋町小学校 松田　大輝 広島大学附属小学校

鬼澤　奈々香 広島市立 緑井小学校 大和田　沙希 広島　安田小学校

長谷川　るあ 広島市立 安北小学校

石川　生翔 広島市立 安小学校 【佳作】

徳重　柑 広島市立 安東小学校 新満　萌生 竹原市立 竹原小学校

山本　千結実 広島市立 安西小学校 津山　凪乃 竹原市立 竹原小学校

秋本　展秀 広島　安田小学校 坂平　みく 東広島市立 三ツ城小学校

中の　はやと 広島　安田小学校 松平　海知 東広島市立 三ツ城小学校

西森　友美 広島　安田小学校 三うら　ともや 広島市立 井口小学校

満井　信太朗 広島市立 宇品小学校

さくら本　えい太 広島市立 大町小学校

入山　瑠愛 広島市立 春日野小学校

【金賞】 川口　皐 広島市立 春日野小学校

畠山　幸人 東広島市立 三永小学校 高安　鉄馬 広島市立 可部小学校

𠮷田　登志郎 広島市立 上安小学校 竹永　咲 広島市立 可部南小学校

實光　爽月 広島市立 川内小学校

【銀賞】 幸元　そうま 広島市立 己斐東小学校

岩苔　侑輝 広島市立 井口小学校 安畑　鈴蘭 広島市立 五月が丘小学校

保原　あん 広島市立 可部南小学校 大石　伊織 広島市立 五月が丘小学校

藤田　菜 広島市立 毘沙門台小学校 倉光　晟永 広島市立 五月が丘小学校

松本　悠 広島市立 安北小学校 森　裕雅 広島市立 高須小学校

藤井　詩音 広島市立 安西小学校 土井　香奈 広島市立 中筋小学校

山田　彩七 広島市立 中筋小学校

【銅賞】 山根　百叶 広島市立 中筋小学校

元谷　優花 東広島市立 吉川小学校 德永　蒼斗 広島市立 幟町小学校

田中　みさき 広島三育学院小学校 澤田　柚羽 広島市立 東野小学校

河野　叶芽 広島市立 大塚小学校 森山　仁 広島市立 毘沙門台小学校

小学校3年生

広島市安佐動物公園
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大寺　航平 広島市立 安北小学校 久米　未佐子 広島市立 井口小学校

平尾　萌絵 広島　安田小学校 蒔田　芽衣 広島市立 井口小学校

小黒　百葵 広島市立 大町小学校

佐藤　怜 広島市立 春日野小学校

高本　遼介 広島市立 上安小学校

【金賞】 岸　恵茉 広島市立 五月が丘小学校

小玉　宗時朗 東広島市立 郷田小学校 大槻　モモ 広島市立 千田小学校

山木　梓央音 広島市立 宇品小学校 秦　瑠我 広島市立 高須小学校

川本　日和子 広島市立 伴小学校

【銀賞】 前杉　明里 広島市立 長束小学校

立原　清士郎 東広島市立 御薗宇小学校 高橋　実夢 広島市立 安小学校

森本　野愛 広島市立 伴小学校 田村　宙幹 広島市立 安小学校

井上　美海 広島市立 伴南小学校 重政　壮汰 広島市立 八幡小学校

𠮷川　莉良 広島市立 山田小学校 阪田　美結 広島大学附属小学校

石丸　陽菜 広島　安田小学校 實延　直紀 広島大学附属小学校

吉岡　蒼太 広島大学附属小学校

【銅賞】 星山　香乃 広島　安田小学校

別府　澄人 東広島市立 郷田小学校 吉見　咲良 広島　安田小学校

髙廣　綾花 東広島市立 御薗宇小学校

井上　瑶菜 広島市立 伴小学校

東方田　蓮乃 広島市立 伴南小学校

森脇　暖太 広島市立 安北小学校 【金賞】

岩﨑　哲汰 広島市立 安小学校 太田　圭亮 広島市立 春日野小学校

梶原　未羽 広島市立 山田小学校 𦚰本　守 広島市立 伴南小学校

加瀬　紗良 広島　安田小学校

田中　最乃美 広島　安田小学校 【銀賞】

山田　悠陽 広島　安田小学校 中山　結翔 広島市立 井口小学校

中野　善公 広島市立 高須小学校

【佳作】 大田　蘭斗 広島市立 伴小学校

今井　翔太 安芸高田市立 来原小学校 藤縄　あのん 広島市立 安小学校

木村　春音 東広島市立 高美が丘小学校 下薗　理子 広島大学附属小学校

小早川　琴実 東広島市立 八本松小学校

西本　朱里 東広島市立 八本松小学校 【銅賞】

福川　みあ 東広島市立 八本松小学校 清水　泰登 竹原市立 竹原小学校

中村　匠 東広島市立 三ツ城小学校 進藤　明日花 東広島市立 八本松小学校

上野　百合子 広島市立 井口小学校 房原　隼斗 東広島市立 八本松小学校

小学校4年生

小学校5年生

広島市安佐動物公園
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吉川　七施 東広島市立 八本松小学校

渡辺　幸太郎 広島市立 井口小学校

河野　優輝 広島市立 亀山南小学校 【金賞】

竹本　颯 広島市立 伴小学校 高塚　葡唯 広島市立 幟町小学校

金子　桜空 広島市立 山田小学校 山本　杏香 広島市立 古田台小学校

大場　優月 広島市立 山本小学校

長谷　有紗 広島大学附属小学校 【銀賞】

曽田　千皓 広島三育学院小学校

【佳作】 荒木　葉音 広島市立 高須小学校

坂本　佳樹 東広島市立 八本松小学校 藤本　陽菜 広島市立 緑井小学校

灰塚　結 広島市立 井口小学校 井村　快勇 広島市立 安北小学校

坂　まどか 広島市立 亀山小学校 越智　百花 広島市立 安北小学校

佐藤　由莉奈 広島市立 川内小学校

木本　慶 広島市立 高須小学校 【銅賞】

片山　結愛 広島市立 伴小学校 新谷　一響 呉市立 波多見小学校

山本　花菜 広島市立 伴小学校 立原　紳太郎 東広島市立 御薗宇小学校

林　奈尚 広島市立 伴東小学校 中村　美月 東広島市立 三ツ城小学校

竹本　和加 広島市立 中筋小学校 久米　永里子 広島市立 井口小学校

北島　悠 広島市立 東野小学校 桜本　莉香 広島市立 大町小学校

辻　穂香 広島市立 毘沙門台小学校 平木　花歩 広島市立 高須小学校

牛田　凱斗 広島市立 三入小学校 古森　一護 広島市立 中筋小学校

川本　航大 広島市立 三篠小学校 田中　麻央 広島市立 東野小学校

小山　泰史 広島市立 皆実小学校 川本　百花 広島市立 三篠小学校

内田　純平 広島市立 安北小学校 末房　晃和 府中市立 国府小学校

梶本　遥奈 広島市立 安北小学校

野村　咲希 広島市立 安北小学校 【佳作】

平本　美花音 広島市立 安東小学校 保手濱　聖音 竹原市立 吉名学園

山井　和奏 広島市立 安東小学校 神田　実音 東広島市立 高美が丘小学校

片山　葵 広島市立 八幡小学校 大倉　花乃 広島市立 大町小学校

小林　花名 広島市立 八幡小学校 萩尾　花菜 広島市立 春日野小学校

藤田　吾朗 広島市立 山田小学校 キーン リアン 綾乃 広島市立 可部南小学校

臺　進一郎 広島大学附属小学校 髙下　絢女 広島市立 可部南小学校

藤岡　優 広島大学附属小学校 髙垣　聡真 広島市立 上安小学校

小松　沙羅 広島　安田小学校 後藤　市弥 広島市立 高須小学校

矢野　絢香 広島市立 中筋小学校

加藤　稜脩 広島市立 梅林小学校

小学校6年生

広島市安佐動物公園
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伊達　奏絵 広島市立 梅林小学校 藤田　紗那 広島市立 古田中学校

竹馬　美月乃 広島市立 梅林小学校 松本　真太朗 広島市立 古田中学校

西森　亮太 広島市立 梅林小学校 西津　菜々華 広島市立 戸坂中学校

迫本　夏奈 広島市立 古田台小学校

富永　陽菜 広島市立 安北小学校 【佳作】

興梠　文香 広島市立 安小学校 大本　善生 東広島市立 磯松中学校

白石　敬亮 広島市立 安小学校 川口　夏芽 広島叡智学園中学校

藤井　樹 広島市立 安西小学校 石野　太智 広島市立 五日市中学校

森本　潤 広島市立 安東小学校 伊藤　みのり 広島市立 五日市中学校

冨士田　鈴花 広島市立 八幡小学校 井上　咲希 広島市立 五日市中学校

大久保　果澄 広島大学附属小学校 今中　穂花 広島市立 五日市中学校

奥薗　拓也 広島大学附属小学校 小川　美優 広島市立 五日市中学校

杉平　遼 広島大学附属小学校 北村　七海 広島市立 五日市中学校

末田　桃 府中町立 府中北小学校 西田　優太 広島市立 五日市中学校

日高　千優 広島市立 五日市中学校

福冨　真央 広島市立 五日市中学校

本宮　駿 広島市立 五日市中学校

【金賞】 渡部　旦梧 広島市立 五日市中学校

永冶　彩羽 広島市立 五日市中学校 石川　千春 広島市立 宇品中学校

川畠　芽衣 広島市立 祇園東中学校 三上　凜花 広島市立 宇品中学校

鈴木　真帆 広島市立 清和中学校

【銀賞】 坂本　莉央 広島市立 古田中学校

横山　葵咲 庄原市立 庄原中学校 玉井　麻実 広島市立 古田中学校

嶋﨑　優良 東広島市立 磯松中学校 中村　心 広島市立 古田中学校

原田　将裕 東広島市立 磯松中学校 横井　陽菜花 広島市立 古田中学校

加来　野々夏 広島市立 古田中学校 中堀　誉子 広島市立 戸坂中学校

白石　莉久 広島市立 古田中学校 細川　七星 広島市立 戸坂中学校

道野　恭花 広島市立 戸坂中学校

【銅賞】 宮本　寿々佳 広島市立 戸坂中学校

中澤　恒太 東広島市立 磯松中学校 片岡　幸代 三次市立 八次中学校

髙森　愛乃 広島市立 五日市中学校

山崎　心愛 広島市立 五日市中学校

石飛　日菜 広島市立 宇品中学校

小笠原　穂香 広島市立 宇品中学校 【金賞】

檜山　美來 広島市立 宇品中学校 末田　有絵 広島市安佐南区

飛弾　未玲 広島市立 古田中学校 野村　恵美 広島市安佐南区

成人

中学生

広島市安佐動物公園
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【銀賞】

猪原　洋美 安芸郡府中町

猪原　康夫 安芸郡府中町

寺井　遥 広島市安佐南区

笹口　小百合 広島市西区

【銅賞】

小林　知子 安芸郡府中町

末廣　登志子 広島市安佐北区

川口　春 広島市安佐南区

末田　月美 広島市安佐南区

寺井　岸子 広島市安佐南区

中嶋　郁美 広島市安佐南区

西田　佳世 広島市南区

【佳作】

伊禮　敏則 沖縄県中頭郡

手島　一嘉 竹原市

川口　百恵 広島市安佐南区

牧本　みのり 広島市安佐南区

薬師地　恵美 広島市安佐南区

広島市安佐動物公園


