
『2021ひまわりのせいくらべ』　記録順位表【1位～166位】　（参加施設  1,332施設） 2021年9月9日集計

順位 賞 県名 施設名 記録 順位 賞 県名 施設名 記録

広島県知事賞　第一位 愛知県 豊田市立佐切小学校 4m95cm 75 みあげるようになったで賞 栃木県 東光寺幼稚園 3m30cm

第二位 青森県 青森県立黒石養護学校 4m80cm 75 みあげるようになったで賞 長野県 風間保育園 3m30cm

第三位 北海道 学校法人絆学園青空幼稚園 4m55cm 79 みあげるようになったで賞 秋田県 能代市立二ツ井小学校 3m29cm

尾道市長賞 山口県 学校法人 まこと学園安岡幼稚園 3m05cm 79 みあげるようになったで賞 栃木県 壬生寺児童クラブ 3m29cm

尾道市教育委員会賞 広島県 尾道市立西浦保育所 2m35cm 81 みあげるようになったで賞 福井県 妙安寺こども園 3m28cm

福山市教育委員会賞 広島県 認定こども園サムエル幼稚園 2m56cm 81 みあげるようになったで賞 山梨県 学校法人鈴木学園富士幼稚園 3m28cm

広島県私立幼稚園連盟賞 広島県 学校法人大内学園 高陽幼稚園 2m32cm 81 みあげるようになったで賞 群馬県 社会福祉法人鳥の里会鶴生田こども園 3m28cm

広島県私立保育連盟賞 広島県 呉市安浦中央保育所 2m13cm 81 みあげるようになったで賞 群馬県 社会福祉法人秋間福祉会秋間中央保育園 3m28cm

因島商工会議所会頭賞 愛媛県 学校法人大護学園大護さとやま認定こども園 2m65cm 85 みあげるようになったで賞 京都府 たかがみねこども園 3m26cm

因島観光協会会長賞 山梨県 みやこ福祉会　幼保連携型認定こども園都保育園 3m50cm 85 みあげるようになったで賞 茨城県 筑西市立上野小学校 3m26cm

因島郷心会賞 新潟県 新潟県立新潟盲学校 2m80cm 87 みあげるようになったで賞 岡山県 学校法人のぞみ学園しいのみ幼稚園 3m25cm

万田発酵会長賞 愛知県 社会福祉法人 栄寿福祉会日向さくら保育園 4m30cm 87 みあげるようになったで賞 香川県 丸亀市立本島小学校 3m25cm

万田発酵社長賞　最優秀賞 秋田県 仙北市立 神代小学校 87 みあげるようになったで賞 群馬県 榛東中央こども園 3m25cm

　優秀賞 愛知県 善光寺別院幼稚園 87 みあげるようになったで賞 群馬県 ふじおか中央こども園 3m25cm

　優秀賞 岐阜県 郡上市立幼児教育センターみなみ園 91 みあげるようになったで賞 秋田県 秋田県立比内養護学校かづの校 3m23cm

　優秀賞 宮崎県 くまた児童クラブ 92 みあげるようになったで賞 広島県 元宇品保育園 3m22cm

　優秀賞 山口県 大内なかよしこども園 93 みあげるようになったで賞 高知県 高知大学教育学部附属特別支援学校 3m21cm

　優秀賞 広島県 社会福祉法人聖徳会まつば保育所 93 みあげるようになったで賞 北海道 認定こども園倶知安めぐみ幼稚園 3m21cm

4 ひまわりさんおおよろこびで賞 北海道 学校法人　香木学園認定こども園よしの 4m30cm 95 でっかくなったで賞 愛媛県 今治市立上浦小学校 3m20cm

4 ひまわりさんおおよろこびで賞 愛知県 社会福祉法人 栄寿福祉会日向さくら保育園 4m30cm 95 でっかくなったで賞 香川県 さぬき市立長尾保育所 3m20cm

6 ひまわりさんおおよろこびで賞 福井県 志比南小学校 4m28cm 95 でっかくなったで賞 香川県 綾川町立陶小学校 3m20cm

7 ひまわりさんおおよろこびで賞 静岡県 伊豆の国市立田京幼稚園 4m26cm 95 でっかくなったで賞 広島県 認定こども園五日市乳児保育園 3m20cm

8 たいしたもんで賞 栃木県 社会福祉法人久祐会東峰保育園 4m17cm 95 でっかくなったで賞 広島県 認定こども園愛育園 3m20cm

9 たいしたもんで賞 長野県 軽井沢南保育園 4m15cm 95 でっかくなったで賞 石川県 幼保連携型認定こども園粟津温泉こども園 3m20cm

10 たいしたもんで賞 群馬県 遠丸保育園 4m12cm 95 でっかくなったで賞 岐阜県 中津川市立神坂幼稚園 3m20cm

11 たいしたもんで賞 広島県 白百合保育園 4m10cm 95 でっかくなったで賞 栃木県 社会福祉法人明成会ひばり保育園 3m20cm

12 たいしたもんで賞 広島県 沖本学園風早幼稚園 4m05cm 95 でっかくなったで賞 茨城県 大成学園いなだこども園 3m20cm

12 たいしたもんで賞 山形県 鶴岡市立朝暘第五小学校 4m05cm 104 でっかくなったで賞 福島県 星ヶ丘保育園 3m18cm

14 たいしたもんで賞 広島県 広島市立五月が丘保育園 4m03cm 105 でっかくなったで賞 岩手県 マルキの家学童クラブ 3m17cm

15 おそらまでとどいたで賞 群馬県 認定こども園桐生大学附属幼稚園 4m00cm 105 でっかくなったで賞 栃木県 鹿沼市立南摩小学校 3m17cm

15 おそらまでとどいたで賞 栃木県 社会福祉法人明成会しらとり保育園 4m00cm 105 でっかくなったで賞 栃木県 認定こども園さくらが丘 3m17cm

17 おそらまでとどいたで賞 東京都 学校法人湯目学園開進幼稚園 3m96cm 108 でっかくなったで賞 北海道 北海道中札内高等養護学校幕別分校 3m16cm

18 おそらまでとどいたで賞 大阪府 認定こども園畷すずらん保育園 3m94cm 109 でっかくなったで賞 大阪府 幼稚園型認定こども園学校法人北口学園太平寺幼稚園 3m15cm

19 おそらまでとどいたで賞 長野県 佐久南幼稚園 3m93cm 109 でっかくなったで賞 広島県 大崎上島町立大崎上島幼稚園 3m15cm

20 おそらまでとどいたで賞 香川県 香川短期大学付属のぞみこども園 3m90cm 109 でっかくなったで賞 北海道 認定こども園山王幼稚園 3m15cm

21 おそらまでとどいたで賞 群馬県 新里こども園 3m86cm 109 でっかくなったで賞 北海道 比布町立中央小学校 3m15cm

22 おそらまでとどいたで賞 茨城県 日立市ゆなご保育園 3m85cm 109 でっかくなったで賞 山梨県 認定こども園マリア国際幼稚園 3m15cm

23 おそらまでとどいたで賞 香川県 はらだこども園 3m83cm 109 でっかくなったで賞 茨城県 茨城県東海村立白方小学校 3m15cm

23 おそらまでとどいたで賞 長野県 社会福祉法人ひよし保育園 3m83cm 109 でっかくなったで賞 岐阜県 岐阜県立関特別支援学校 3m15cm

25 どうだ たかいで賞 大阪府 アスール幼稚園 3m80cm 109 でっかくなったで賞 静岡県 学校法人静岡聖母学園御殿場聖マリア幼稚園 3m15cm

25 どうだ たかいで賞 大阪府 鶴見みどり保育園 3m80cm 117 でっかくなったで賞 岡山県 倉敷市立菅生小学校 3m14cm

25 どうだ たかいで賞 愛知県 名古屋楠幼稚園 3m80cm 117 でっかくなったで賞 青森県 千葉幼稚園 3m14cm

28 どうだ たかいで賞 熊本県 幼保連携型認定こども園ことう 3m76cm 119 でっかくなったで賞 広島県 なぎさ音戸保育園 3m12cm

29 どうだ たかいで賞 広島県 福山市立南小学校 3m72cm 119 でっかくなったで賞 岐阜県 多治見市立養正小学校 3m12cm

29 どうだ たかいで賞 群馬県 たちばな保育園 3m72cm 119 でっかくなったで賞 群馬県 めだか保育園 3m12cm

31 ジャンボになったで賞 広島県 広島市似島保育園 3m70cm 122 でっかくなったで賞 群馬県 社会福祉法人榛栄会榛東南部こども園 3m11cm

31 ジャンボになったで賞 広島県 認定こども園聖徳幼稚園 3m70cm 123 のびのびそだったで賞 大阪府 認定こども園光源寺幼稚園 3m10cm

31 ジャンボになったで賞 長野県 松本やまびこ保育園 3m70cm 123 のびのびそだったで賞 岡山県 岡山県立倉敷琴浦 高等支援学校 3m10cm

34 ジャンボになったで賞 岐阜県 美濃加茂市立山之上小学校 3m66cm 123 のびのびそだったで賞 香川県 香川県立香川東部養護学校 3m10cm

35 ジャンボになったで賞 神奈川県 栗の実保育園 3m65cm 123 のびのびそだったで賞 島根県 益田市立匹見保育所 3m10cm

35 ジャンボになったで賞 群馬県 ポケット幼稚園 3m65cm 123 のびのびそだったで賞 島根県 小野保育所 3m10cm

37 ジャンボになったで賞 千葉県 成田市立八生小学校 3m63cm 123 のびのびそだったで賞 広島県 社会福祉法人報正会入江保育園 3m10cm

38 ジャンボになったで賞 群馬県 後閑あさひ保育園 3m62cm 123 のびのびそだったで賞 山口県 リボン保育園 3m10cm

39 ぐんぐんおおきくなったで賞 島根県 吉賀町立柿木小学校 3m60cm 123 のびのびそだったで賞 愛知県 高師東こども園 3m10cm

39 ぐんぐんおおきくなったで賞 広島県 北広島町立新庄保育所 3m60cm 123 のびのびそだったで賞 山形県 羽陽学園短期大学附属幼保連携型認定こども園　大宝幼稚園 3m10cm

39 ぐんぐんおおきくなったで賞 青森県 榎林こども園 3m60cm 123 のびのびそだったで賞 山梨県 菜の花こども園 3m10cm

39 ぐんぐんおおきくなったで賞 茨城県 ばらき台幼稚園 3m60cm 123 のびのびそだったで賞 秋田県 横手市立三重保育所 3m10cm

39 ぐんぐんおおきくなったで賞 群馬県 学校法人稲良学園認定こども園まきば幼稚園 3m60cm 123 のびのびそだったで賞 茨城県 大宮聖慈保育園 3m10cm

44 ぐんぐんおおきくなったで賞 東京都 社会福祉法人大典福祉会東たいてん保育園 3m59cm 123 のびのびそだったで賞 群馬県 高崎天使幼稚園 3m10cm

45 おひさまいっぱいあびたで賞 香川県 せいけんじこども園 3m50cm 123 のびのびそだったで賞 群馬県 白石保育園 3m10cm

45 おひさまいっぱいあびたで賞 徳島県 社会福祉法人　和田島福祉かもめ保育園 3m50cm 123 のびのびそだったで賞 群馬県 学校法人東桜学園認定こども園スマイル幼稚園 3m10cm

45 おひさまいっぱいあびたで賞 山形県 認定こども園ふたば大高根保育園 3m50cm 123 のびのびそだったで賞 長野県 茅野市豊平保育園 3m10cm

45 おひさまいっぱいあびたで賞 山梨県 みやこ福祉会幼保連携型認定こども園都保育園 3m50cm 123 のびのびそだったで賞 長野県 認定こども園吉田マリア幼稚園 3m10cm

45 おひさまいっぱいあびたで賞 青森県 三戸郡田子町立上郷小学校 3m50cm 123 のびのびそだったで賞 長野県 長和町立和田小学校 3m10cm

45 おひさまいっぱいあびたで賞 岩手県 社会福祉法人わかば会北松園風の子保育園 3m50cm 123 のびのびそだったで賞 長野県 長野県松本市立二子小学校 3m10cm

45 おひさまいっぱいあびたで賞 群馬県 認定こども園神流保育園 3m50cm 123 のびのびそだったで賞 新潟県 にごりかわこども園 3m10cm

45 おひさまいっぱいあびたで賞 栃木県 社会福祉法人明成会しらとり第二保育園 3m50cm 143 のびのびそだったで賞 高知県 うららか保育園 3m09cm

53 おひさまいっぱいあびたで賞 長野県 長野県富士見町立本郷小学校 3m49cm 144 のびのびそだったで賞 山梨県 鳴沢村立鳴沢保育所 3m08cm

54 おひさまいっぱいあびたで賞 広島県 社会福祉法人　泰清会さんさんまりんこども園 3m48cm 144 のびのびそだったで賞 青森県 認定こども園　長坂保育園 3m08cm

55 おひさまいっぱいあびたで賞 埼玉県 社会福祉法人吉川仲よし会吉川つばさ保育園 3m47cm 144 のびのびそだったで賞 茨城県 清心保育園 3m08cm

56 おひさまいっぱいあびたで賞 愛媛県 松山市立 五明幼稚園 3m45cm 144 のびのびそだったで賞 群馬県 東吾妻町立東小学校 3m08cm

56 おひさまいっぱいあびたで賞 東京都 足立区立鹿浜こども園 3m45cm 148 のびのびそだったで賞 山形県 寒河江市立にしね保育所 3m07cm

58 おひさまいっぱいあびたで賞 広島県 三原市立沼田東幼稚園 3m44cm 148 のびのびそだったで賞 青森県 北園幼稚園 3m07cm

59 げんきいっぱいのびたで賞 広島県 呉市立昭和北小学校　ひまわり学級 3m40cm 150 のびのびそだったで賞 岡山県 浦田保育園 3m06cm

59 げんきいっぱいのびたで賞 北海道 学校法人雪嶺学園めばえ幼稚園 3m40cm 151 のびのびそだったで賞 島根県 松江市立本庄小学校 3m05cm

59 げんきいっぱいのびたで賞 三重県 伊賀市立上野東小学校 3m40cm 151 のびのびそだったで賞 広島県 認定こども園せんにしの丘 3m05cm

59 げんきいっぱいのびたで賞 愛知県 岡崎市立大樹寺小学校 3m40cm 151 のびのびそだったで賞 広島県 国府保育所 3m05cm

59 げんきいっぱいのびたで賞 静岡県 静岡県立由比小学校 3m40cm 151 のびのびそだったで賞 広島県 三原市立本郷幼稚園 3m05cm

64 げんきいっぱいのびたで賞 静岡県 蒲幼稚園 3m39cm 151 のびのびそだったで賞 広島県 あい保育園西条中央 3m05cm

64 げんきいっぱいのびたで賞 長野県 軽井沢西保育園 3m39cm 151 のびのびそだったで賞 広島県 福山あゆみこども園 3m05cm

66 げんきいっぱいのびたで賞 広島県 広島県立三原特別支援学校　小学部 3m35cm 151 のびのびそだったで賞 山口県 学校法人 まこと学園安岡幼稚園 3m05cm

66 げんきいっぱいのびたで賞 北海道 苫小牧聖母幼稚園 3m35cm 151 のびのびそだったで賞 山口県 下関市立豊北こども園 3m05cm

66 げんきいっぱいのびたで賞 長野県 マリア学園カトリック幼稚園 3m35cm 151 のびのびそだったで賞 愛知県 白帝保育園 3m05cm

69 げんきいっぱいのびたで賞 茨城県 社会福祉法人陽光会そとの保育園 3m34cm 151 のびのびそだったで賞 愛知県 安城市立二本木保育園 3m05cm

69 げんきいっぱいのびたで賞 東京都 東京都立光明学園 3m34cm 151 のびのびそだったで賞 愛知県 てとろ志段味保育園 3m05cm

71 げんきいっぱいのびたで賞 北海道 北海道教育大学附属函館小学校 3m33cm 151 のびのびそだったで賞 青森県 養生幼稚園 3m05cm

72 げんきいっぱいのびたで賞 静岡県 岩松小学校 3m32cm 151 のびのびそだったで賞 秋田県 旭南小学校 3m05cm

73 げんきいっぱいのびたで賞 山口県 周南市立須々万保育園 3m31cm 151 のびのびそだったで賞 神奈川県 社会福祉法人さつき福祉会荏田北保育園 3m05cm

73 げんきいっぱいのびたで賞 秋田県 仙北市立神代小学校 3m31cm 151 のびのびそだったで賞 群馬県 学校法人明徳学園明徳幼稚園 3m05cm

75 みあげるようになったで賞 広島県 社会福祉法人湯野福祉会宮前保育所 3m30cm 166 のびのびそだったで賞 北海道 札幌市立中の島小学校 3m04cm

75 みあげるようになったで賞 愛知県 愛知県知多郡東浦町立緒川小学校 3m30cm

上
位
三
位

特
別
賞

寄
せ
書
き
部
門


