
第68回山口県児童・幼児動物画コンクール入選者名簿

特別賞

賞の名前 氏名 保育園・幼稚園・小学校名 学年

山口県知事賞 福田　莉子 周南市立秋月小学校 6年

山口県教育長賞 藤原　蒼一朗 周南市立徳山小学校 3年

太陽石油ＳＯＬＡＴＯ賞 山田　乃蒼 放光保育園 年中

美祢市長賞 宇野　壱香 美祢市立秋吉小学校 1年

宇部市長賞 島田　快 山口市立大歳小学校 1年

周南市長賞 竹内　和 周南市立徳山小学校 4年

美祢市教育長賞 三吉　慶大 美祢市立麦川小学校 2年

宇部市教育長賞 西田　和叶 宇部市立川上小学校 6年

周南市教育長賞 甲斐　凪音 周南市立大河内小学校 2年

秋吉台サファリランド園長賞 仲　庵志 山口大学教育学部附属光小学校 3年

ときわ動物園長賞 吉永　彩乃 宇部市立新川小学校 5年

周南市徳山動物園長賞 板野　りりぃ 周南市立徳山小学校 5年

日本動物園水族館協会長賞 竹中　仁紀 周南市立岐山小学校 6年

サクラクレパス賞 白井　聡美 周南市立桜木小学校 3年

山口銀行賞 神田　芽衣 周南市立徳山小学校 2年

西京銀行賞 福田　彩花 周南市立夜市小学校 4年

カンロ賞 高杉　湊太 放光保育園 年少

山口新聞社賞 増田　裕太郎 周南市立徳山小学校 5年



金賞
氏名 保育園・幼稚園・小学校名 学年

森川　楓椛 放光保育園 年中
佐藤　壮 放光保育園 年中
中原　奈子 放光保育園 年中
國重　遥 西浦幼稚園 年長
杉森　圭悟 放光保育園 年長
中本　晴仁 放光保育園 年長
近江　由衣 大学院幼児園 年長
重村　英杜 大学院幼児園 年長
中村　有香子 宇部市立藤山小学校 1年
福冨　日椛 周南市立徳山小学校 1年
山田　明日可 周南市立徳山小学校 1年
篠田　晃希 美祢市立秋芳桂花小学校 1年
沓野　希海 美祢市立麦川小学校 1年
渡辺　佑理 周南市立戸田小学校 2年
中嶋　志晴 周南市立富田西小学校 2年
根倉　壮志 周南市立徳山小学校 2年
尾﨑　斗馬 宇部市立原小学校 2年
藤井　寿人 柳井市立柳井小学校 2年
金永　芹羽 周南市立今宿小学校 3年
藤井　瑛都 周南市立徳山小学校 3年
福冨　厳 周南市立徳山小学校 3年
前村　凉隆 宇部市立常盤小学校 3年
熊谷　美羽 周南市立富田西小学校 4年
豊嶋　惇志 山口市立上郷小学校 4年
小田村　和奏 宇部市立新川小学校 4年
水野　心晴 山陽小野田市立高千帆小学校 4年
金永　維音 周南市立今宿小学校 5年
久村　圭人 周南市立今宿小学校 5年
山本　颯希 山口市立上郷小学校 5年
德原　葵 周南市立富田東小学校 6年



銀賞
氏名 保育園・幼稚園・小学校名 学年

石井　笑心 放光保育園 年少
永田　雫月 西円寺幼稚園 年少
篠原　辰樹 大学院幼児園 年中
宗綱　咲季 大学院幼児園 年中
篠田　実来 山口天使幼稚園 年中
杉本　幸優 放光保育園 年長
豊田　充輝 放光保育園 年長
岡田　麗夏 放光保育園 年長
植田　碧我 放光保育園 年長
笹木　結斗 放光保育園 年長
吉國　悠真 放光保育園 年長
石井　月理 西浦幼稚園 年長
山本　紗愛 大学院幼児園 年長
波多野　陽葵 大学院幼児園 年長
吉村　奈々花 春日保育園 年長
野口　晃毅 周南市立大河内小学校 1年
中木　葵 周南市立富田東小学校 1年
名倉　千晴 周南市立富田東小学校 1年
久村　雪乃 周南市立今宿小学校 1年
山本　真舜 周南市立夜市小学校 1年
三輪　さくら 周南市立戸田小学校 1年
千葉　美希歩 周南市立徳山小学校 1年
筒井　吾郎 周南市立岐山小学校 1年
木村　透 阿武町立福賀小学校 1年
川畑　理空 宇部市立藤山小学校 1年
大原　寛大 周南市立菊川小学校 2年
田島　大雅 周南市立今宿小学校 2年
淺原　詩乃 周南市立今宿小学校 2年
白井　咲羽 周南市立徳山小学校 2年
茶林　大翔 周南市立岐山小学校 2年
清水　柚樹 山口市立大内南小学校 2年
山家　葉夏 山口大学教育学部附属光小学校 2年
竹内　結咲 宇部市立厚南小学校 2年
金城　世梛 宇部市立西宇部小学校 2年
藤村　歩璃 宇部市立新川小学校 2年
若松　里帆 周南市立徳山小学校 3年
貞森　修悟 周南市立沼城小学校 3年
濵田　紡希 周南市立沼城小学校 3年
河口　愛奈 周南市立夜市小学校 3年
古川　花和 宇部市立西宇部小学校 3年
大塚　睡蓮 宇部市立藤山小学校 3年
長岡　優仁 萩市立白水小学校 3年
大野　詩乃 周南市立福川小学校 4年
本山　愛佳 周南市立徳山小学校 4年
近藤　菫 周南市立夜市小学校 4年
八木　計兎 周南市立秋月小学校 4年
堀川　順乃介 周南市立岐山小学校 4年
熊谷　風太朗 宇部市立恩田小学校 4年
清水　星汰 山口市立宮野小学校 4年
岡　楓真 周南市立今宿小学校 5年
田島　永慈 周南市立今宿小学校 5年
西垣　孝祐 周南市立岐山小学校 5年



銀賞
氏名 保育園・幼稚園・小学校名 学年

松村　和音 周南市立徳山小学校 5年
水津　尊 周南市立徳山小学校 5年
八木　桜音 周南市立富田東小学校 6年
小松　聖明 周南市立遠石小学校 6年
内山　沓子 山口大学教育学部附属光小学校 6年



佳作
氏名 保育園・幼稚園・小学校名 学年

藤井　咲久也 西浦幼稚園 年少
坂田　千紘 西浦幼稚園 年少
林　大晴 放光保育園 年少
中嶋　亮太 富田幼稚園 年中
松本　心楽 放光保育園 年中
松本　心叶 放光保育園 年中
吉仲　未初 放光保育園 年中
斉田　和華菜 西浦幼稚園 年中
西島　立琉 西浦幼稚園 年中
平位　すず 西浦幼稚園 年中
畑谷　晏朱 大学院幼児園 年中
寺迫　みなほ 西浦幼稚園 年長
能美　羽那 西浦幼稚園 年長
川本　咲希 西浦幼稚園 年長
宇都宮　旭 西浦幼稚園 年長
松井　結菜 放光保育園 年長
橘高　明臣 放光保育園 年長
高杉　結人 放光保育園 年長
豊澤　英奈 放光保育園 年長
竹内　莉子 大学院幼児園 年長
上田　留暖 大学院幼児園 年長
藤村　麗白 大学院幼児園 年長
嘉久志　悠愛 大学院幼児園 年長
福冨　杏菜 大学院幼児園 年長
多田　ひより 大学院幼児園 年長
中村　鈴 大学院幼児園 年長
兼中　稟絃 大学院幼児園 年長
穐田　弐乃 大学院幼児園 年長
田浦　帆乃佳 山口天使幼稚園 年長
神田　翔太 琴崎保育園 年長
河口　達哉 周南市立夜市小学校 １年
西尾　奈梛子 周南市立遠石小学校 １年
境　玲奈 周南市立遠石小学校 １年
清水　楓菜 周南市立徳山小学校 １年
原田　みそら 周南市立徳山小学校 １年
山中　咲人 周南市立高水小学校 １年
本多　蘭夏 周南市立高水小学校 １年
岡本　侑芽 周南市立高水小学校 １年
安達　澪菜 周南市立富田西小学校 １年
阿部　朱里 周南市立富田西小学校 １年
石﨑　仁菜 周南市立今宿小学校 1年
高菅　佑斗 周南市立岐山小学校 1年
岩城　佳菜子 周南市立富田東小学校 1年
水島　想絆 周南市立富田東小学校 1年
矢野　蒼翔 山口大学教育学部附属光小学校 1年
田中　海詩 山口大学教育学部附属光小学校 1年
前野　朝日 山口大学教育学部附属光小学校 1年
植杉　心音 防府市立華浦小学校 1年
阿部　謙祥 美祢市立大田小学校 1年
野海　和修 宇部市立上宇部小学校 1年
河口　和夏 宇部市立原小学校 1年
西村　謙佑 山口市立良城小学校 1年
片山　あさひ 周南市立沼城小学校 2年
津森　絆愛 周南市立富田西小学校 2年
大森　彩葉 周南市立徳山小学校 2年
今井　晴友 周南市立徳山小学校 2年
安永　葵 周南市立徳山小学校 2年



佳作
氏名 保育園・幼稚園・小学校名 学年

原田　芽依 周南市立徳山小学校 2年
増田　聖司郎 周南市立徳山小学校 2年
曾野部　心咲 周南市立富田東小学校 2年
廣元　悠羽 周南市立富田東小学校 2年
浜田　あい 周南市立岐山小学校 2年
髙橋　愛梛 周南市立今宿小学校 2年
内山　凛 周南市立遠石小学校 2年
福間　海人 山口大学教育学部附属光小学校 2年
國原　康汰 山口大学教育学部附属光小学校 2年
荒川　晴唯 宇部市立常盤小学校 2年
久保田　望愛 宇部市立常盤小学校 2年
福重　真由璃 宇部市立万倉小学校 2年
森下　結稀 山陽小野田市立高千帆小学校 2年
黒崎　美緒 下関市立清末小学校 2年
栗田　紘輔 山口市立白石小学校 2年
竹本　奈央 周南市立沼城小学校 3年
松永　奈々 周南市立遠石小学校 3年
中野　快大 周南市立遠石小学校 3年
佐々木　結衣 周南市立徳山小学校 3年
坂本　珠希 周南市立徳山小学校 3年
有田　英恵 周南市立徳山小学校 3年
本田　鈴奈 周南市立福川南小学校 3年
田辺　礼稀 周南市立岐山小学校 3年
竹内　統真 周南市立勝間小学校 3年
山本　湊 山口市立上郷小学校 3年
岡本　杏 宇部市立上宇部小学校 3年
松井　遥蒼 宇部市立新川小学校 3年
下山　夕緋 下関市立江浦小学校 3年
山根　花里菜 萩市立明倫小学校 3年
佐々岡　葵子 周南市立富田東小学校 4年
村上　瑚遥 周南市立今宿小学校 4年
森木　友都 周南市立今宿小学校 4年
渡辺　千紘 周南市立戸田小学校 4年
下薗　和可奈 周南市立戸田小学校 4年
今田　悠葵 周南市立夜市小学校 4年
田邊　咲希 周南市立富田西小学校 4年
白松　春 山口市立仁保小学校 4年
野島　悠花 下松市立中村小学校 4年
伊藤　柚葉 山口市立阿知須小学校 4年
永岡　宗馬 宇部市立厚南小学校 4年
末永　梨帆 宇部市立小羽山小学校 4年
重冨　瑛祐 美祢市立秋吉小学校 4年
岡村　仁望 山口大学教育学部附属光小学校 5年
國重　恵美 周南市立徳山小学校 5年
山田　伊織 周南市立今宿小学校 5年
瀨良　和誠 周南市立今宿小学校 5年
岡村　隆輝 周南市立桜木小学校 5年
大原　颯介 周南市立菊川小学校 5年
魏　黎奈 周南市立戸田小学校 5年
平山　絆子 山口市立上郷小学校 5年
松村　朋昭 山口市立平川小学校 5年
栗田　紗英 山口市立白石小学校 5年
礒部　貴渡 周南市立今宿小学校 6年
川本　輝 周南市立今宿小学校 6年
田邊　優衣 周南市立富田西小学校 6年
山田　祷真 周南市立戸田小学校 6年
河野　陽菜佳 周南市立戸田小学校 6年



佳作
氏名 保育園・幼稚園・小学校名 学年

羽根　明香里 宇部市立藤山小学校 6年
福山　知優 下関市立川中小学校 6年












