
（敬称略）

＜入選＞５名 ＜入選＞９名 ＜入選＞３名

氏名 ふりがな 学年 学校名 市町名 氏名 ふりがな 学年 学校名 市町名 氏名 ふりがな 学年 学校名 市町名

沖永　妃向 おきなが　ひなた 1 世羅郡世羅町立甲山小学校 世羅町 山本　愛 やまもと　あい 1 広島市立井口台中学校 広島市 冨樫　佳奈 とがし　かな 3 学校法人進徳学園進徳女子高等学校 広島市

向井　愛香 むかい　まなか 2 世羅郡世羅町立せらひがし小学校 世羅町 松尾　晴渡 まつお　はると 1 山県郡北広島町立芸北中学校 北広島町 奥本　蘭 おくもと　らん 3 県立広高等学校 呉市

三國　杏媛 みくに　あんひ 5 大竹市立栗谷小学校 大竹市 山本　美怜 やまもと　みれい 2 福山市立城北中学校 福山市 髙橋　満里菜 たかはし　まりな 3 県立賀茂高等学校 東広島市

瀬戸升　和 せとます　のどか 5 東広島市立板城小学校 東広島市 保﨑　彩乃 ほざき　あやの 2 廿日市市立七尾中学校 廿日市市

井上　芹香 いのうえ　せりか 5 安芸郡坂町立横浜小学校 坂町 奥田　翠 おくだ　みどり 2 安芸高田市立向原中学校 安芸高田市

天野　里咲 あまの　りさ 3 広島市立大塚中学校 広島市

林原　愛 はやしばら　あい 3 広島市立大塚中学校 広島市

桒田　彩花 くわだ　あやか 3 福山市立城北中学校 福山市

中村　穂乃花なかむら　ほのか 3 山県郡北広島町立芸北中学校 北広島町
※中央審査の結果，財団法人明るい選挙推進協会会長・都道府県選挙管理委員会連合会会長賞を受賞

＜佳作＞14名 ＜佳作＞36名 ＜佳作＞７名

氏名 ふりがな 学年 学校名　 市町名 氏名 ふりがな 学年 学校名 市町名 氏名 ふりがな 学年 学校名 市町名

小林　咲良 こばやし　さくら 1 広島市立三入小学校 広島市 坂田　梨緒 さかた　りお 1 広島市立庚午中学校 広島市 松林　なつめ まつばやし　なつめ 1 学校法人AICJ鷗州学園AICJ高等学校 広島市

神門　柚杏 かんど　ゆずき 2 広島市立山田小学校 広島市 早川　瑞希 はやかわ　みずき 1 福山市立駅家南中学校 福山市 栗尾　早由理 くりお　さゆり 2 県立尾道東高等学校 尾道市

藤元　柑凪 ふじもと　かんな 2 世羅郡世羅町立せらひがし小学校 世羅町 妹尾　正之輔 せのお　しょうのすけ 1 福山市立城北中学校 福山市 山口　舞 やまぐち　まい 2 銀河学院高等学校 福山市

安藤　志笑 あんどう　しえ 3 広島市立三入小学校 広島市 柳原　凛子 やなぎはら　りんこ 1 福山市立城北中学校 福山市 森田　舞 もりた　まい 2 県立神辺旭高等学校 福山市

橋口　花音 はしぐち　かのん 3 呉市立郷原小学校 呉市 山脇　萌 やまわき　もえ 1 福山市立城北中学校 福山市 小田　美里 おだ　みさと 3 県立宮島工業高等学校 廿日市市

谷殿　晋吾 たにどの　しんご 3 福山市立西小学校 福山市 岩本　孝太 いわもと　こうた 1 東広島市立磯松中学校 東広島市 今田　翼 いまだ　つばさ 3 県立世羅高等学校 世羅町

岡本　彩那 おかもと　あやな 4 広島市立毘沙門台小学校 広島市 谷川　佳歩 たにがわ　かほ 1 安芸高田市立甲田中学校 安芸高田市 田原　千帆 たはら　ちほ 3 県立世羅高等学校 世羅町

野口　真良 のぐち　まさよし 4 山県郡北広島町立豊平小学校 北広島町 土井　夏実 どい　なつみ 1 安芸高田市立甲田中学校 安芸高田市

太秦　佑祥 うずまさ　ゆうしょう 4 世羅郡世羅町立せらひがし小学校 世羅町 岡本　孝祐 おかもと　こうすけ 2 呉市立広中央中学校 呉市

松崎　圭佑 まつざき　けいすけ 4 世羅郡世羅町立せらひがし小学校 世羅町 加藤　知奈津 かとう　ちなつ 2 銀河学院中学校 福山市 ※　掲載は，学年別，学校別（市区町別），５０音順

木村　承太郎 きむら　じょうたろう 5 呉市立昭和南小学校 呉市 大迫　健斗 おおさこ　けんと 2 福山市立城北中学校 福山市

樫原　沙紀 かたぎはら　さき 6 呉市立昭和中央小学校 呉市 藤井　大和 ふじい　やまと 2 福山市立城北中学校 福山市

長沼　拓磨 ながぬま　たくま 6 山県郡安芸太田町立津浪小学校 安芸太田町 前田　晃哉 まえだ　こうや 2 福山市立城北中学校 福山市

寺田　好花 てらだ　このか 6 世羅郡世羅町立世羅小学校 世羅町 木村　典佳 きむら　のりか 2 福山市立誠之中学校 福山市

兼田　宗志 かねだ　そうし 2 大竹市立大竹中学校 大竹市

松村　未紅 まつむら　みく 2 東広島市立磯松中学校 東広島市

聖川　絢子 ひじりかわ　あやこ 2 安芸高田市立美土里中学校 安芸高田市

山本　七央 やまもと　なお 2 安芸高田市立美土里中学校 安芸高田市

有木　真梨乃 ありき　まりの 2 安芸高田市立向原中学校 安芸高田市

石井出　真奈 いしいで　まな 2 安芸高田市立向原中学校 安芸高田市

渡海　和扇帆 とかい　なみほ 2 安芸高田市立向原中学校 安芸高田市

正田　晃平 しょうだ　こうへい 2 安芸高田市立吉田中学校 安芸高田市

高柴　朱花 たかしば　あやか 2 安芸高田市立吉田中学校 安芸高田市

髙山　隼人 たかやま　はやと 2 安芸郡海田町立海田西中学校 海田町

中田　真理波 なかた　まりな 2 安芸郡海田町立海田西中学校 海田町

木下　瑞稀 きのした　みずき 3 広島市立大塚中学校 広島市

武多　実紀 たけだ　みき 3 広島市立大塚中学校 広島市

山邉　崚平 やまべ　りょうへい 3 広島市立大塚中学校 広島市

松本　一希 まつもと　かずき 3 呉市立広中央中学校 呉市

寺岡　優那 てらおか　ゆうな 3 福山市立駅家南中学校 福山市

川上　真由 かわかみ　まゆ 3 福山市立城北中学校 福山市

佐能　舞 さのう　まい 3 福山市立城北中学校 福山市

丸山　鈴加 まるやま　すずか 3 福山市立城北中学校 福山市

中川　岳 なかがわ　がく 3 東広島市立磯松中学校 東広島市

上田　早織 うえだ　さおり 3 廿日市市立七尾中学校 廿日市市

沖本　貴志 おきもと　たかし 3 廿日市市立七尾中学校 廿日市市

平成25年度明るい選挙啓発ポスター第二次審査（県審査）結果

小学生の部 中学生の部 高校生の部


