
 

 

 

　豊橋総合動植物公園
 　　のんほいパーク

令和４年度

入 賞 者 名 簿

             豊橋市長賞　白井 大渡さんの作品



　 　作品数
（点）

区　分
年少 6 1 0 0 1
年中 8 1 0 0 1
年長 13 1 1 0 2
計 27 3 1 0 4

年少 3 1 0 0 1
年中 42 2 2 2 6
年長 179 4 7 18 29
計 224 7 9 20 36

１年生 57 2 2 4 8
２年生 68 3 3 4 10
３年生 67 2 4 3 9
４年生 55 2 2 3 7
５年生 46 1 2 3 6
６年生 49 1 3 3 7

計 342 11 16 20 47
１年生 22 1 1 2 4
２年生 41 3 1 3 7
３年生 59 3 2 5 10

計 122 7 4 10 21
715 28 30 50 108

※保育園…社会福祉法人，幼稚園…学校法人

＜　参　考　＞
   令和４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４年４月１日（金）～　令和４年５月８日（日）

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４年５月３１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  　

１.　入賞作品数（審査結果）

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

　    ・令和４年７月２２日（金）～８月７日（日）
　　   こども未来館ここにこギャラリーストリート中央パネルにて
　　　　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



２.　入賞者氏名

【　特　　　選　】 ２８名

　　　　　豊橋市長賞

　　 　豊橋市　東陵中学校

　　 　１年　白井　大渡

　豊橋市議会議長賞 　　　　　豊橋市教育委員会賞　　　　豊橋市幼稚園協会会長賞

　豊橋市　南部中学校 　　　豊橋市　南部中学校 　　　　浜松市　城北幼稚園

３年　黒栁　智絵 　　　２年　神谷　公章 　　　　年長　森田　琴海

 豊橋保育協会会長賞

  豊橋市　福岡保育園 　　　　　豊橋市　北部中学校 　　　　 豊橋市　花田小学校

  年長　園田　莉央 　　　２年　酒井　波音 　　　　２年　杉田　堂真

日本動物園水族館協会会長賞
　日本動物園水族館

　　中部ブロック特別賞



　　 豊橋みどりの協会理事長賞 　豊橋市国際交流協会会長賞　　　　　豊橋文化振興財団理事長賞

　　　豊橋市　南部中学校 　　豊橋市　高豊中学校 　　　　　豊橋市　吉田方中学校

　　　３年　内山　真智 　２年　丸田　京佳 　　　　３年　下谷　梨乃

賞 市 学校名 学年 氏名

金　　　賞 豊橋市 二川小学校 ４年 赤谷　瑠夏

金　　　賞 豊橋市 鷹丘小学校 ５年 石井　瑞輝

金　　　賞 豊橋市 旭小学校 ６年 税所　乃愛

賞 市 学校名 学年 氏名

銀　　　賞 豊橋市 二川小学校 １年 宮内　王知

銀　　　賞 豊橋市 玉川小学校 ２年 朝倉　由衣

銀　　　賞 豊橋市 高師小学校 ２年 太田　実望

銀　　　賞 豊橋市 つつじが丘小学校 ３年 鈴木　咲都

銀　　　賞 田原市 清田小学校 ４年 白谷　心美

賞 市 園・学校名 学年 氏名

銅　　　賞 岡崎市 豊富保育園 年少 大海　健真

銅　　　賞 浜松市 城北幼稚園 年少 森田　聡美

銅　　　賞 豊橋市 東山保育園 年中 伊藤　明

銅　　　賞 豊橋市 悟真寺幼稚園 年中 吉川　瑠里花

銅　　　賞 豊橋市 むかい山こども園 年中 菅野　ひまり

銅　　　賞 豊橋市 ゆめの子幼稚園 年長 杉本　梨緒

銅　　　賞 豊橋市 花園幼稚園 年長 中村　匡喜

銅　　　賞 豊橋市 むかい山こども園 年長 來田　恭佳

銅　　　賞 豊橋市 花田小学校 １年 服部　由奈

銅　　　賞 豊橋市 吉田方小学校 ３年 前田　紗椰



【　入　選　・保育園児　】　1名

市 園　名 年 氏　名

名古屋市 しおみが丘 年長 平田　煌

【　入　選　・幼稚園児、こども園児　】　9名

市 園　名 年 氏　名 市 園　名 年 氏　名

豊橋市 悟真寺 年中 前田　栞瑚 豊橋市 むかい山 年長 楓　史帆

豊橋市 むかい山 年中 鈴木　弥桜 豊橋市 むかい山 年長 當山　心愛

豊橋市 花園 年長 荒巻　成 豊橋市 むかい山 年長 山川　葵玄

豊橋市 花園 年長 荻原　紬 豊橋市 豊橋中央 年長 太田　茉希

豊橋市 花園 年長 朴　書盡

【　入　選　・小学生　】　16名

市 学校名 学年 氏　名 市 学校名 学年 氏　名

豊橋市 向山 １年 伊藤　暖輝 蒲郡市 蒲郡南部 ３年 内田　博文

豊橋市 栄 １年 山本　琢翔 豊橋市 多米 ４年 成田　梛峰

豊橋市 東田 ２年 足立　航星 豊橋市 幸 ４年 松本　夏実

豊橋市 飯村 ２年 清水　優花 豊橋市 牛川 ５年 松井　咲多朗

豊橋市 栄 ２年 望月　環名 蒲郡市 蒲郡南部 ５年 浦川　愛梨

豊橋市 岩田 ３年 佐野　凜 豊橋市 鷹丘 ６年 加藤　来瞳

豊橋市 牛川 ３年 樋口　桜子 豊橋市 牟呂 ６年 宮川　莉緒

豊橋市 鷹丘 ３年 山本　惇翔 豊橋市 栄 ６年 森　絢菜

【　入　選　・中学生　】4 名

市 学校名 学年 氏　名 市 学校名 学年 氏名

豊橋市 東陵 １年 松井　映鷹 豊橋市 吉田方 ３年 阿波　廉華

豊橋市 東陵 ２年 井上　颯大 豊橋市 吉田方 ３年 小栁津　まなみ



【　佳　作　・幼稚園児、こども園児　】　20名

市 園名 年 氏　名 市 園名 年 氏　名

豊橋市 豊橋中央 年中 内藤　健斗 豊橋市 むかい山 年長 嶋田　遥斗

豊橋市 むかい山 年中 西土　景冬 豊橋市 むかい山 年長 鈴木　葵

豊橋市 花園 年長 荒木　寧音 豊橋市 むかい山 年長 鈴木　孝明

豊橋市 花園 年長 樫村　怜志 豊橋市 むかい山 年長 春木　りなの

豊橋市 花園 年長 白井　絢都 豊橋市 むかい山 年長 牧　美月

豊橋市 花園 年長 鈴木　佑智晴 豊橋市 むかい山 年長 山口　進太郎

豊橋市 花園 年長 竹原　颯汰朗 豊橋市 曙 年長 アミリヤ　アスラ

豊橋市 花園 年長 間瀬　智菜美 豊橋市 曙 年長 髙橋　優心

豊橋市 花園 年長 美山　基堅 豊橋市 曙 年長 照井 セバスチャン そうすけ

豊橋市 むかい山 年長 佐原　菜々 豊橋市 曙 年長 樋上　惺奈

【　佳　作　・小学生　】　20名

市 園名 年 氏　名 市 園名 年 氏　名

豊橋市 牟呂 １年 岩田　陽花里 豊橋市 玉川 ３年 渡邊　志帆

豊橋市 二川 １年 亀崎　八重 豊橋市 玉川 ４年 鈴木　咲友

豊橋市 松葉 １年 榊原　脩人 豊橋市 東田 ４年 辻本　朗悠

豊橋市 幸 １年 渡邊　心葉 豊橋市 石巻 ４年 牧野　妃茉莉

豊橋市 石巻 ２年 木下　梨乃 豊橋市 鷹丘 ５年 伊藤　明香織

豊橋市 花田 ２年 鈴木　穂高 豊橋市 東田 ５年 金田　紗奈

豊橋市 八町 ２年 髙橋　杜夢 豊橋市 下条 ５年 中根　知南

豊橋市 玉川 ２年 山本　菜摘 豊橋市 大清水 ６年 大津　桃々

豊橋市 鷹丘 ３年 山本　結心 豊橋市 つつじが丘 ６年 田中　千裕

豊橋市 二川南 ３年 山本　哩衣沙 豊橋市 野依 ６年 ライアン　海

【　佳　作　・中学生　】 10名

市 学校名 学年 氏　名 市 学校名 学年 氏　名

豊橋市 東陽 １年 大野　秀 豊橋市 吉田方 ３年 金田　明里葉

豊橋市 二川 １年 山本　一輝 豊橋市 吉田方 ３年 近藤　幸咲

豊橋市 吉田方 ２年 戸澤　こころ 豊橋市 東部 ３年 神谷　かんな

豊橋市 吉田方 ２年 村田　七海 豊橋市 東部 ３年 鈴木　千元

豊橋市 南部 ２年 田中　亮丞 豊橋市 南部 ３年 安藤　美羽


