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第 52 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 ８月１日（土）から９月３０日（水）まで

（２）応募総数 ９９０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 １０月１４日（水）

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 １１月１日(日) 午前１１時から

※新型コロナウイルス感染防止対策として幼児の部（午前１１時開

始）と小学生の部（午前１１時４５分開始）に時間を分けて実施い

たします。

（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 ２８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，）

３ 展示会

（１）日程 １１月１日(日)～１２月１２日(土)

（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４７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３名が受賞

愛別町立愛別小学校４年 西部 優成さん（北海道教育長賞）

東鷹栖森のこども園 小島 智樹さん（北海道新聞社賞）

旭川市立北鎮小学校 青山 ひかるさん（北海道新聞社賞）

（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。）



旭川市長賞 683 東鷹栖森のこども園 小島　智樹 こじま　ともき 3002 旭川市立北鎮小学校 3 青山　ひかる あおやま　ひかる 5003 旭川市立永山小学校 5 佐藤　春真 さとう　はるま

旭川市教育委員会教育長賞 82 豊岡蘭契認定こども園 大友　柊人 おおとも　しゅうと 3001 宮崎県都城市立西小学校 3 松山　結奈 まつやま　ゆいな 6015 北海道教育大学附属旭川小学校 6 宍戸　奏太 ししど　そうた

716 秋月こども園 阿部　和也 あべ　かずや 1049 旭川市立新町小学校 1 齋木　前歩 さいき　まえほ 6010 東神楽町立志比内小学校 6 岡本　凰太郎 おかもと　おうたろう

733 秋月こども園 鈴木　翔大 すずき　かいと

旭山動物園賞 725 秋月こども園 服部　真臣 はっとり　まさおみ 3007 旭川市立緑が丘小学校 3 赤石　結奈 あかいし　ゆな 4017 旭川市立神楽岡小学校 4 印南　啓太郎 いんなみ　けいたろう

123 末広第二こども園 大杉　快斗 おおすぎ　かいと 1031 旭川市立緑新小学校 1 對馬　史織 つしま　しおり 5008 北海道教育大学附属旭川小学校 5 大串　雪花 おおくし　ゆか

453 旭川あかしあ認定こども園 吉田　幸平 よしだ　こうへい 2004 旭川市立緑が丘小学校 1 髙木　立誠 たかぎ　りっせい

721 秋月こども園 笹井　小遥 ささい　こはる

旭山動物園くらぶ賞 450 旭川あかしあ認定こども園 山下　稜太 やました　りょうた 2029 新ひだか町立高静小学校 2 原　万琴 はら　まこと 4013 旭川市立春光小学校 4 佐藤　陽 さとう　はる

旭川しんきん賞 87 豊岡蘭契認定こども園 廣田　遥希 ひろた　はるき 1048 旭川市立神楽岡小学校 1 浅沼　美宇 あさぬま　みう 4002 愛別町立愛別小学校 4 西部　優成 にしべ　ゆうせい

審査員特別賞 167 ユリアナ幼稚園 髙橋　花 たかはし　はんな 2014 旭川市立知新小学校 2 小笠原　字入 おがさわら　いえり 6005 旭川市立東町小学校 6 荒谷　成美 あらや　なるみ

＊優良賞＊　25点

優良賞① 23 きくし幼稚園 澁谷　颯真 しぶや　そうま 1006 旭川市立緑が丘小学校 1 渡部　莉桜 わたなべ　りお 4018 北海道教育大学附属旭川小学校 4 大坪　周平 おおつぼ　しゅうへい

優良賞② 59 きくし幼稚園 髙田　莉聖 たかだ　りせ 2019 北海道教育大学附属旭川小学校 2 中野　新太 なかの　あらた 5009 北海道教育大学附属旭川小学校 5 竹田　耕太朗 たけだ　こうたろう

優良賞③ 69 豊岡蘭契認定こども園 関口　陽眞 せきぐち　はるま 2020 北海道教育大学附属旭川小学校 2 稲場　千愛 いなば　ちあ

優良賞④ 122 末広第二こども園 高橋　玲生 たかはし　れお 3013 旭川市立春光小学校 3 牧野　心絆 まきの　ここな

優良賞⑤ 204 ユリアナ幼稚園 笠松　唯翔 かさまつ　ゆいと 3015 北海道教育大学附属旭川小学校 3 宍戸　奏音 ししど　かなと

優良賞⑥ 356 雨紛保育所 安達　雪乃 あだち　ゆきの

優良賞⑦ 381 旭川こばと幼稚園 黒川　諒登 くろかわ　りょうと

優良賞⑧ 436 旭川あかしあ認定こども園 今野　翔天 こんの　しょうま

優良賞⑨ 485 上富良野高田幼稚園 佐藤　陽彩 さとう　ひいろ

優良賞⑩ 586 バンビ認定こども園 開　弥生 ひらき　やよい

優良賞⑪ 598 バンビ認定こども園 中島　大志 なかじま　たいし

優良賞⑫ 677 東鷹栖森のこども園 山田　蒼太 やまだ　そうた

優良賞⑬ 678 東鷹栖森のこども園 扇間　らん おうぎま　らん

優良賞⑭ 691 秋月こども園 小檜山　歌音 こひやま　かのん

優良賞⑮ 702 秋月こども園 中村　陽悠 なかむら　ひゆう

優良賞⑯ 761 秋月こども園 北野　琥雅 きたの　こうが

優良賞⑰ 775 認定こども園末広こまどり かめわり　じょういちろう かめわり　じょういちろう

優良賞⑱ 813 せせらぎ保育園 河口　聡太 かわぐち　そうた

優良賞⑲

優良賞⑳

第５２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）
＊市長賞・教育長賞・優秀賞＊　28点

幼児の部 11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

幼児の部 18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

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



No.

1 16 きくし幼稚園 斎藤　秀美 1002 宮崎県都城市立西小学校 1 松山　玲奈 4008 旭川市立永山小学校 4 土井　結心

2 29 きくし幼稚園 尾崎　海理 1004 旭川市立北鎮小学校 1 竹下　喜一 5002 さいたま市立与野南小学校 5 朝倉　愛弥

3 30 きくし幼稚園 奥村　怜汰 1028 北海道教育大学附属旭川小学校 1 渡邊　仁菜 5013 旭川市立西御料地小学校 5 村中　優月

4 43 きくし幼稚園 深川　拓音 1029 北海道教育大学附属旭川小学校 1 三浦　泰慎 6002 旭川市立東町小学校 6 今　美蘭

5 48 きくし幼稚園 久野木　彩乃 2005 当麻町立宇園別小学校 2 林　和瑚 6016 旭川市立向陵小学校 6 花田　陽人

6 64 豊岡蘭契認定こども園 成田　未悠 2028 岩見沢市立美園小学校 2 砂沢　玲

7 77 豊岡蘭契認定こども園 望月　碧人 2031 旭川市立日章小学校 2 那須　佐保

8 84 豊岡蘭契認定こども園 野邉　颯心 2040 秋月こども園放課後児童クラブ「チャレンジ秋月」 2 川上　紗葵

9 169 ユリアナ幼稚園 稲場　大響 3006 旭川市立緑が丘小学校 3 石川　颯大

10 196 ユリアナ幼稚園 知本　麻希 3008 旭川市立朝日小学校 3 宮崎　佑都

11 198 ユリアナ幼稚園 豊田　拓馬

12 200 ユリアナ幼稚園 森田　雛那

13 216 ユリアナ幼稚園 新田　日和

14 222 東神楽町立東神楽幼稚園 村上　心乙

15 224 旭川藤幼稚園 市川　剛暉

16 288 旭川藤幼稚園 増子　もも

17 295 旭川藤幼稚園 野田　流可

18 313 旭川藤幼稚園 菊池　宗次朗

19 317 旭川藤幼稚園 津田　壱颯

20 333 旭川藤幼稚園 市川　輝将

21 339 旭川藤幼稚園 谷　應輔

22 340 旭川藤幼稚園 中村　凪杜

23 387 旭川こばと幼稚園 岡　柊真梨

24 403 旭川こばと幼稚園 森　湊都

25 456 神楽保育所 坂本　乃咲

26 486 上富良野高田幼稚園 佐藤　瑛太

27 522 大町のぞみこども園 岡本　陽南子

28 551 らんけい保育園 渋谷　葵生

29 569 らんけい保育園 松島　大輔

30 583 バンビ認定こども園 松田　彩

31 596 バンビ認定こども園 勘﨑　ほのか

32 672 東鷹栖森のこども園 太野垣　改

33 693 秋月こども園 小倉　穂華

34 734 秋月こども園 谷　虎鉄

35 823 旭川ふたば幼稚園 北田　凌久

第５２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

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



全１４作品

賞　　　名 学　校　名 学年 氏　　名 応募園館名

北海道知事賞 滝川市東小学校 4 伊藤　瑠菜 小樽水族館

北海道教育長賞 愛別町立愛別小学校 4 西部　優成 旭山動物園

北海道新聞社賞 東鷹栖森のこども園 幼児 小島　智樹 旭山動物園

北海道新聞社賞 釧路市立山花小学校 2 松本　百虹 釧路動物園

北海道新聞社賞 旭川市立北鎮小学校 3 青山　ひかる 旭山動物園

北海道新聞社賞 美幌町立旭小学校 6 坂原　秀弥 サンピアザ水族館

日本動物園水族館協会長賞 ― 幼児 渡辺　紫乃 小樽水族館

日本動物園水族館協会長賞 小樽市立桜小学校 2 山田　凱翔 サンピアザ水族館

日本動物園水族館協会長賞 釧路市立湖畔小学校 4 門間　大明 釧路動物園

日本動物園水族館協会長賞 ｻｯﾎﾟﾛｱｰﾄｸﾗﾌﾞ 6 山田　颯希 円山動物園

日本動物園水族館協会北海道地区理事賞 北郷こぶし保育園 幼児 氏家　耀太 円山動物園

日本動物園水族館協会北海道地区理事賞 札幌市立二十四軒小学校 2 小林　未歩 円山動物園

日本動物園水族館協会北海道地区理事賞 千歳市立泉沢小学校 3 戸村　翔 小樽水族館

日本動物園水族館協会北海道地区理事賞 釧路小学校 5 上瀧　奈央 釧路動物園

第47回全道幼児・児童動物画コンクール入選者一覧


