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第 51 回旭川市旭山動物園児童動物画コンクール表彰式及び展示

会の実施について

概 要

（趣旨・日時・

場所・内容等を

記入すること。）

１ 概要

（１）応募期間 ７月１日（月）から８月２３日（金）まで

（２）応募総数 １，４６３点

（３）入賞総数 １０３点

（旭川市長賞３点，旭川市教育委員会教育長賞３点，優秀賞２２

点，優良賞２５点，努力賞５０点）

（４）審査会 ９月５日（木）

審査員 美術教諭３名，共催・協賛団体４名，本園職員３名

審査結果 添付資料のとおり

２ 表彰式

（１）日時 ９月２２日(日) 午前１１時から

（２）場所 旭山動物園内 野外ステージ（旭川市東旭川町倉沼）

（３）表彰対象 ５３点（旭川市長賞３点，旭川市教育委員会教育

長賞３点，優秀賞２２点，優良賞２５点）

３ 展示会

（１）日程 ９月２２日(日)～１１月３日(日)

（２）会場 旭山動物園内

（３）展示作品 全入賞作品 １０３点

４ その他

（１）第４６回全道幼児・児童動物画コンクールの表彰も併せて行う

・旭川市旭山動物園児童動物画コンクールから優秀１４作品を送付

・旭川地区から４名が受賞

きくし幼稚園 金山 到磨さん（北海道知事賞）

豊岡蘭契認定こども園 向井 絢音さん（北海道新聞社賞）

旭川市立東町小学校４年 富樫 芙碧さん（日本動物園水族館協会長賞）

旭川市立緑新小学校６年 下間 菜々子さん（日本動物園水族館協会長賞）

（２）旭山動物園ＨＰでも審査結果を掲載

添付資料
有 （審査結果）・ 無（有・無のいずれかを囲むこと。）

報道（取材）に当

たってのお願い

取材していただける場合，事前に広報担当にご連絡ください。（原則，

東門管理事務所からの入退園となります。）

備 考



No.

1 11 らんけい保育園 佐藤　翔悟 1115 旭川市立高台小学校 1 福屋　萌々葉 4006 秋月こども園放課後児童クラブ「チャレンジ秋月」 4 鈴木　柚佳

2 69 せせらぎ保育園 齋藤　香那 1141 旭川市立春光小学校 1 竹中　寧玖 4041 上川町立上川小学校 4 小知井　若葉

3 142 東六条保育園 梶浦　彩葉 1156 北海道教育大学附属旭川小学校 1 池浦　一彩 5001 鹿追町立瓜幕小学校 5 谷澤　環

4 260 東鷹栖森のこども園 小川　華 1161 北海道教育大学附属旭川小学校 1 嶋﨑　心咲 5009 旭川市立陵雲小学校 5 谷口　穂乃花

5 268 東鷹栖森のこども園 山田　蒼太 2075 旭川市立北鎮小学校 2 青山　ひかる 5017 北海道教育大学附属旭川小学校 5 谷　悠輔

6 383 藤原さんち保育園～つむぐ～ 舟木　穂高 2076 旭川市立神居東小学校 2 折橋　磨歩

7 385 藤原さんち保育園～つむぐ～ 渡部　由芽 2094 旭川市立朝日小学校 2 及川　美遥

8 484 旭川藤幼稚園 野辺地　華 2100 旭川市立北光小学校 2 片桐　碧彩

9 491 旭川藤幼稚園 朝西　翔一朗 2110 堺市立美木多小学校 2 佐々木　瑞穂

10 494 旭川藤幼稚園 関口　淳太 3024 旭川市立愛宕東小学校 3 坂田　もも

11 495 旭川藤幼稚園 曽川　徠士

12 507 旭川藤幼稚園 佐々木　結奈

13 517 雨紛保育所 安達　雪乃

14 574 ユリアナ幼稚園 森田　雛那

15 575 ユリアナ幼稚園 工藤　綜信

16 605 ユリアナ幼稚園 上田　逞翔

17 613 きくし幼稚園 石原　凛

18 619 きくし幼稚園 戸城　彩奈

19 620 きくし幼稚園 安達　祐星

20 622 きくし幼稚園 髙橋　沙穂子

21 627 きくし幼稚園 小熊　健悟

22 639 きくし幼稚園 前川　美桜

23 645 きくし幼稚園 奥村　怜汰

24 663 きくし幼稚園 山口　心遥

25 674 きくし幼稚園 西澤　雪乃

26 675 きくし幼稚園 菅　奏海

27 693 末広保育園 佐藤　麗雅

28 710 新富保育園 石持　颯真

29 834 大町のぞみ認定こども園 向峯　颯翔

30 848 バンビ認定こども園 小木　真莉愛

31 865 バンビ認定こども園 佐藤　里香

32 921 秋月こども園 向野　蓮毅

33 931 秋月こども園 堀　楓夏

34 8020 駒沢幼稚園 砂沢　律

35 8027 こども園ひかりのこ いしかり 棒田　一颯

幼児の部 35点 小学校低学年の部(1年～3年) 10点 小学校高学年の部(4年～6年) 5点

第５１回旭川市旭山動物園児童動物画コンクール受賞者一覧（努力賞）計５０点



旭川市長賞 682 きくし幼稚園 金山　到磨 かなやま　とうま 2107 宮崎県都城市立西小学校 2 松山　結奈 まつやま　ゆいな 6005 旭川市立緑新小学校 6 下間　菜々子 しもま　ななこ

旭川市教育委員会教育長賞 242 豊岡蘭契認定こども園 向井　絢音 むかい　あやね 3003 旭川市立春光小学校 3 松山　千紘 まつやま　ちひろ 5013 東神楽町立志比内小学校 5 森川　義仁 もりかわ　よしひと

40 第二さくら保育園 小林　大和 こばやし　やまと 3002 旭川市立春光小学校 3 佐藤　陽 さとう　はる 4025 旭川市立東町小学校 4 富樫　芙碧 とがし　ふうあ

177 認定こども園末広こまどり 伊藤　梨琴 いとう　りこ

旭山動物園賞 912 秋月こども園 藤島　凜 ふじしま　りん 1167 美瑛町立美沢小学校 1 三上　琉斗 みかみ　りゅうと 5008 旭川市立陵雲小学校 5 松田　望夢 まつだ　みゆ

387 藤原さんち保育園～つむぐ～ 中川　颯大 なかがわ　そうた 1150 東神楽町立志比内小学校 1 森川　めぐみ もりかわ　めぐみ 6017 旭川市立永山西小学校 6 布施　蘭 ふせ　らん

882 バンビ認定こども園 島田　千晶 しまだ　ちあき 1170 旭川市立東栄小学校 1 鹿目　緒花 かのめ　おはな

8014 キララ保育園 對馬　史織 つしま　しおり

旭山動物園くらぶ賞 8032 三国丘幼稚園 大中　蒼甫 おおなか　そうすけ 2081 旭川市立緑が丘小学校 2 長濱　李桜 ながはま　りお 6002 旭川市立旭川第一小学校 6 松本　瑚杜 まつもと　こと

旭川しんきん賞 6 らんけい保育園 中根　充陽 なかね　まきたか 3006 旭川市立北鎮小学校 3 今野　愛望 こんの　まなみ 4017 北海道教育大学附属旭川小学校 4 竹田　耕太朗 たけだ　こうたろう

審査員特別賞 946 秋月こども園 竹原　快澄 たけはら　かいと 2093 旭川市立朝日小学校 2 宮崎　佑都 みやざき　ゆうと 4019 北海道教育大学附属旭川小学校 4 大串　雪花 おおくし　ゆか

＊優良賞＊　25点

優良賞① 47 第二さくら保育園 藤野　隼人 ふじの　はやと 1142 旭川市立春光小学校 1 本郷　優奈 ほんごう　ゆうな 5005 旭川市立旭川第一小学校 5 平松　大地 ひらまつ　だいち

優良賞② 199 豊岡蘭契認定こども園 飯原　真央 いいはら　まお 1154 北海道教育大学附属旭川小学校 1 山本　有桔 やまもと　ゆうき 6020 比布町立中央小学校 6 三浦　琉那 みうら　るな

優良賞③ 247 百華幼稚園 上山　尚伸 かみやま　ひさのぶ 3012 北海道教育大学附属旭川小学校 3 谷　謙太朗 たに　けんたろう

優良賞④ 283 末広第二こども園 小林　心優 こばやし　みゆう 3027 旭川市立永山小学校 3 相馬　侑実 そうま　ゆみ

優良賞⑤ 289 末広第二こども園 目澤　一花 めざわ　いちか 3028 旭川市立永山小学校 3 河田　奏太朗 かわた　そうたろう

優良賞⑥ 483 旭川藤幼稚園 竹中　菜桜 たけなか　なお

優良賞⑦ 514 雨紛保育所 鎌上　果 かまがみ　このみ

優良賞⑧ 515 雨紛保育所 菅原　かんな すがわら　かんな

優良賞⑨ 579 ユリアナ幼稚園 笠松　唯翔 かさまつ　ゆいと

優良賞⑩ 600 ユリアナ幼稚園 髙木　立誠 たかぎ　りっせい

優良賞⑪ 788 旭川ねむのき保育園 高橋　柚羽 たかはし　ゆずは

優良賞⑫ 791 旭川ねむのき保育園 山崎　駿太 やまざき　はやた

優良賞⑬ 794 旭川ねむのき保育園 藤原　虹哉 ふじわら　こうすけ

優良賞⑭ 847 バンビ認定こども園 瀧口　綾椰 たきぐち　あやな

優良賞⑮ 914 秋月こども園 村本　航琉 むらもと　わたる

優良賞⑯ 915 秋月こども園 伊東　優奈 いとう　ゆうな

優良賞⑰ 932 秋月こども園 松嶋　聖 まつしま　しょう

優良賞⑱ 8024 旭川みその幼稚園 梶山　寧音 かじやま　ねね

優良賞⑲

優良賞⑳

幼児の部 18点

小学校低学年の部(1年～3年) 9点 小学校高学年の部(4年～6年) 8点

小学校低学年の部(1年～3年) 5点 小学校高学年の部(4年～6年) 2点

第５１回旭川市旭山動物園児童動物画コンクール受賞者一覧（市長賞・教育長賞・優秀賞28点、優良賞25点）

北海道新聞社
旭川支社長賞

国際ソロプチミスト
旭川わくわく動物賞

幼児の部 11点

＊市長賞・教育長賞・優秀賞＊　28点


