
 

 

 

　豊橋総合動植物公園
 　　のんほいパーク

令和３年度

入 賞 者 名 簿

豊橋市長賞　丸田 京佳さんの作品



　 　作品数
（点）

区　分
年少 6 1 1 0 2
年中 9 1 2 0 3
年長 13 1 1 1 3
計 28 3 4 1 8

年少 15 1 0 2 3
年中 45 3 3 5 11
年長 183 5 29 31 65
計 243 9 32 38 79

１年生 63 2 5 9 16
２年生 68 3 8 9 20
３年生 60 2 3 9 14
４年生 55 2 4 8 14
５年生 58 1 3 10 14
６年生 33 1 3 4 8

計 337 11 26 49 86
１年生 17 1 2 2 5
２年生 52 3 4 5 12
３年生 42 3 2 5 10

計 111 7 8 12 27
719 30 70 100 200

※保育園…社会福祉法人，幼稚園…学校法人

　＜　参　考　＞
    令和３年度　豊橋総合動植物公園　春の写生大会　実施要項            

１　期　間　　　令和３年４月１日（木）～　令和３年５月５日（水・祝）

２　場　所    　豊橋総合動植物公園

３　画　題    　公園内の動物、植物、園内風景

４　参加資格    小学生、中学生、幼稚園児、保育園児、認定こども園児

５　作品審査　　令和３年６月１日（火）豊橋総合動植物公園内にて

６　審査員　　　豊橋市小中学校図工美術研究部教員

８　作品展  　

保育園

応募数 特選 入選 佳作

幼稚園

小学生

中学生

合　　　計

　    ・令和３年７月４日（日）～７月１８日（日）
        園内展望塔にて特選・入選作品を展示

　    ・令和３年７月２２日（木・祝）～８月９日（月・祝）
　　    こども未来館ギャラリーストリート南面にて特選作品を展示

７　発　表　　  ６月下旬に、豊橋総合動植物公園ホームページ及び各小中学校
                幼稚園、保育園、認定こども園を経由して通知

入賞合計

１.　入賞作品数（審査結果）



２.　入賞者氏名

【　特　　　選　】 ３０名

豊橋市長賞 豊橋市 高豊中学校 丸田　京佳

豊橋市議会議長賞 豊橋市 松葉小学校 榊原　悠乃

豊橋市教育委員会賞 豊川市 南部中学校 内藤　海月

豊橋市幼稚園協会会長賞 豊橋市 にじの森幼稚園 日元　建太朗

豊橋保育協会会長賞 名古屋市 しおみが丘保育園 平田　煌

日本動物園水族館協会会長賞 豊橋市 南部中学校 ジェロニモ　ブレンダ

日本動物園水族館中部ブロック特別賞 豊橋市 鷹丘小学校 加藤　来瞳

豊橋みどりの協会理事長賞 豊橋市 吉田方中学校 松本　樹

豊橋市国際交流協会会長賞 浜松市 さなる幼稚園 佐野　華音

豊橋文化振興財団理事長賞 半田市 宮池小学校 𠮷田　彩那

金　　　賞 豊橋市 二川幼稚園 宮内　王知

金　　　賞 田原市 清田小学校 白谷　心美

金　　　賞 豊橋市 本郷中学校 柴田　実音

銀　　　賞 豊橋市 東山保育園 伊藤　開

銀　　　賞 田原市 清田小学校 白谷　敦志

銀　　　賞 豊橋市 東田小学校 伊藤　遥香

銀　　　賞 豊橋市 多米小学校 崎下　恵吾

銀　　　賞 豊橋市 南部中学校 山田　真那

銅　　　賞 豊橋市 東山保育園 伊藤　明

銅　　　賞 豊橋市 希望が丘第二こども園 前田　栞瑚

銅　　　賞 豊橋市 豊橋才能教育こども園 南原　けい

銅　　　賞 豊橋市 豊橋中央幼稚園 小原　なるみ

銅　　　賞 豊橋市 花園幼稚園 波木井　菜緒

銅　　　賞 豊橋市 花園幼稚園 馬場　琉碧

銅　　　賞 豊橋市 花園幼稚園 山本　琢翔

銅　　　賞 豊橋市 多米小学校 崎下　愛真

銅　　　賞 豊橋市 中野小学校 佐野　尋紀

銅　　　賞 豊橋市 吉田方小学校 前田　紗椰

銅　　　賞 豊川市 八南小学校 江崎　大智

銅　　　賞 豊橋市 吉田方中学校 金田　明里葉
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【　入　選　・保育園児、こども園児　】　4名
市 園　名 年 氏　名 市 園　名 年 氏　名

田原市 清田 年少 白谷　春実 蒲郡市 南部 年中 森　稚晶

豊橋市 緑が丘 年中 鈴木　こころ 豊橋市 飯村 年長 合川　朔叶

【　入　選　・幼稚園児、こども園児　】　32名
市 園　名 年 氏　名 市 園　名 年 氏　名

豊橋市 たかくら 年中 池見　紗夏 豊橋市 むかい山 年長 長谷川　瑛飛

豊橋市 むかい山 年中 杉田　七海 豊橋市 むかい山 年長 花田　全一

浜松市 さなる 年中 和久田　夏菜 豊橋市 むかい山 年長 松下　航大

豊橋市 花園 年長 大塚　音寧 豊橋市 むかい山 年長 水野　真心

豊橋市 花園 年長 金田　怜奈 豊橋市 むかい山 年長 茂刈　健太郎

豊橋市 花園 年長 神谷　勇助 豊橋市 曙 年長 中田　龍杜

豊橋市 花園 年長 菅谷　凜太 豊橋市 曙 年長 山下　未羽

豊橋市 花園 年長 杉浦　壮一 豊橋市 悟真寺 年長 榊原　脩人

豊橋市 花園 年長 杉浦　未来 豊橋市 悟真寺 年長 吉川　充花

豊橋市 花園 年長 竹内　一希 豊橋市 恵日 年長 髙栁　朋生

豊橋市 花園 年長 田中　凛煌 豊橋市 おおさき 年長 坂上　詩織

豊橋市 花園 年長 塘　駿 豊橋市 こばと 年長 渥美　希唯

豊橋市 むかい山 年長 岩瀬　里愛 豊橋市 寿泉寺いずみ 年長 𠮷田　依千花

豊橋市 むかい山 年長 坂田　彩望 豊橋市 豊橋旭 年長 安井　志織

豊橋市 むかい山 年長 鈴木　玲翔 豊橋市 豊橋中央 年長 服部　由奈

豊橋市 むかい山 年長 高桑　英 豊橋市 二川 年長 亀崎　八重

【　入　選　・小学生　】　26名
市 学校名 学年 氏　名 市 学校名 学年 氏　名

豊橋市 高師 １年 太田　実望 豊橋市 大清水 ３年 大津　咲七

豊橋市 吉田方 １年 加藤　那菜 豊橋市 松葉 ３年 近藤　叶梛

豊橋市 大崎 １年 坂上　大晟 田原市 童浦 ３年 鈴木　菜実

豊橋市 新川 １年 内藤　汐里 豊橋市 東田 ４年 朝川　有彩

新城市 東郷西 １年 鈴木　佑芽 豊橋市 福岡 ４年 勘解由　愛優

豊橋市 小沢 ２年 齋藤　凛花 豊橋市 旭 ４年 税所　乃愛

豊橋市 つつじが丘 ２年 鈴木　咲都 豊橋市 鷹丘 ４年 野口　大輔

豊橋市 向山 ２年 鈴木　進仁 豊橋市 多米 ５年 木本　明希

豊橋市 岩田 ２年 髙栁　絢音 豊橋市 東田 ５年 坂井　佐帆

豊橋市 老津 ２年 久木野　結里 田原市 童浦 ５年 鈴木　晴海

豊橋市 花田 ２年 美山　智優 豊橋市 牟呂 ６年 佐々木　雅永

豊橋市 栄 ２年 山本　愛莉 豊橋市 多米 ６年 杉本　音緒

蒲郡市 蒲郡南部 ２年 内田　博文 豊川市 国府 ６年 小林　遼

【　入　選　・中学生　】 8名
市 学校名 学年 氏　名 市 学校名 学年 氏名

豊橋市 豊岡 １年 深谷　朱李 豊橋市 吉田方 ２年 阿波　廉華

豊橋市 石巻 １年 山本　愛乃 豊橋市 石巻 ２年 山本　菜七望

豊橋市 南部 ２年 内山　真智 豊橋市 吉田方 ３年 武田　容香

豊橋市 南部 ２年 黒栁　智絵 豊橋市 東陵 ３年 松橋　美月



【　佳　作　・保育園児　】　1名

市 園名 年 氏　名

浜松市 雄踏 年長 鈴木　直登

【　佳　作　・幼稚園児、こども園児　】　38名

市 園名 年 氏　名 市 園名 年 氏　名

豊橋市 二川 年少 亀崎　源 豊橋市 曙 年長 モジョムデール　マハヌール　マイシャ

豊橋市 悟真寺 年少 吉川　瑠里花 豊橋市 曙 年長 山崎　橙和

豊橋市 むかい山 年中 江藤　妃由 豊橋市 曙 年長 渡邊　優一

豊橋市 むかい山 年中 鈴木　孝明 豊橋市 むかい山 年長 青木　翔大朗

豊橋市 むかい山 年中 山川　葵玄 豊橋市 むかい山 年長 小野　恒

豊橋市 大清水 年中 中司　莉悠 豊橋市 むかい山 年長 河村　直寛

豊橋市 豊橋中央 年中 比嘉　康陽 豊橋市 むかい山 年長 鈴木　翔太郎

豊橋市 曙 年長 明山　穂花 豊橋市 むかい山 年長 竹腰　巧

豊橋市 曙 年長 内田　理駆真 豊橋市 むかい山 年長 谷野　蒼生

豊橋市 曙 年長 加藤　葵 豊橋市 むかい山 年長 山本　蒼志

豊橋市 曙 年長 川合　剣 豊橋市 高師台 年長 池谷　結莉愛

豊橋市 曙 年長 川合　祥大 豊橋市 高師台 年長 佐竹　未帆

豊橋市 曙 年長 齋藤　有 豊橋市 高師台 年長 杉浦　由唯

豊橋市 曙 年長 柴田　聖月 豊橋市 花園 年長 荒木　風河

豊橋市 曙 年長 内藤　晴日 豊橋市 花園 年長 坂田　将一

豊橋市 曙 年長 中西　柊護 豊橋市 花園 年長 藤田　柚希

豊橋市 曙 年長 中村　心羽 豊橋市 三宝 年長 濱島　湊

豊橋市 曙 年長 武藤　澄空 豊橋市 豊橋中央 年長 大橋　柚月

豊橋市 曙 年長 ムハマド　ケンゾ　アブリサム 豊田市 豊田聖霊 年長 中山　流冴

【　佳　作　・小学生　】 49名

市 学校名 学年 氏　名 市 学校名 学年 氏　名

豊橋市 新川 １年 小原　弘靖 幸田町 深溝 ３年 青木　朔太郎

豊橋市 新川 １年 竹内　梧朗 名古屋市 旭出 ３年 平田　魁

豊橋市 二川南 １年 井上　琴葉 豊橋市 花田 ４年 市川　実菜乃

豊橋市 小沢 １年 白井　瀬登 豊橋市 飯村 ４年 伊藤　さつき

豊橋市 汐田 １年 杉田　美波 豊橋市 東田 ４年 金田　紗奈

豊橋市 老津 １年 谷川　柚樹 豊橋市 向山 ４年 鈴木　章仁

豊田市 根川 １年 古賀　央大 田原市 童浦 ４年 黒崎　流生

浜松市 入野 １年 瀧本　敏未 田原市 童浦 ４年 小林　悠夏

磐田市 豊田南 １年 鈴木　康太 稲沢市 坂田 ４年 杉本　環奈

豊橋市 高師 ２年 安慶名　穂高 浜松市 大平台 ４年 佐藤　紬生

豊橋市 芦原 ２年 入来　優月 豊橋市 八町 ５年 勝又　あまね

豊橋市 旭 ２年 岡村　乃依 豊橋市 八町 ５年 南原　巧羽

豊橋市 多米 ２年 小簑　楓 豊橋市 鷹丘 ５年 荒木　莉々菜

豊橋市 福岡 ２年 志賀　優龍 豊橋市 玉川 ５年 緒方　えみ

豊橋市 向山 ２年 水藤　美琴 豊橋市 高師 ５年 柴田　惟志

豊橋市 中野 ２年 山岡　芽生子 豊橋市 豊 ５年 中川　幸次朗

田原市 大草 ２年 野村　悠人 豊橋市 牛川 ５年 早川　奈那実

浜松市 西都台 ２年 河野　ひなた 豊橋市 旭 ５年 原田　晏子

豊橋市 鷹丘 ３年 鵜飼　竜星 豊橋市 飯村 ５年 彦坂　明莉

豊橋市 旭 ３年 高橋　楓葉 浜松市 竜禅寺 ５年 宮司　來実

豊橋市 老津 ３年 谷川　結香 豊橋市 鷹丘 ６年 粕谷　花心

豊橋市 花田 ３年 服部　有希 豊橋市 牟呂 ６年 竹本　玄

豊橋市 牟呂 ３年 山田　彩友美 豊橋市 幸 ６年 星野　奈々

豊川市 天王 ３年 首藤　菜仁 豊橋市 二川南 ６年 渡辺　清か

蒲郡市 蒲郡南部 ３年 森　阿扇



【　佳　作　・中学生　】　12名

市 学校名 学年 氏　名 市 学校名 学年 氏　名

豊橋市 青陵 １年 水野　実咲 豊橋市 牟呂 ２年 内藤　希実

蒲郡市 海陽 １年 渡邉　真人 豊橋市 南部 ３年 勘解由　愛菜

豊橋市 吉田方 ２年 下谷　梨乃 豊橋市 二川 ３年 木原　ひな

豊橋市 吉田方 ２年 西土　ひより 豊橋市 東陽 ３年 澤上　芽以

豊橋市 二川 ２年 梶野　真央 豊川市 南部 ３年 加藤　万尋

豊橋市 石巻 ２年 寺西　亜衣 豊川市 南部 ３年 宮﨑　由梨


