
『2020ひまわりのせいくらべ』　記録順位表　（参加施設  1,115施設中　上位152） 2020年9月10日集計　（2020年9月24日修正　修正箇所「*」表示）

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 長野県* 軽井沢西保育園 4ｍ36cm * 73 でっかくなったで賞 大分県 高田のぞみこども園 3ｍ16cm

第二位 栃木県 壬生寺児童クラブ 4ｍ12cm * 73 でっかくなったで賞 福島県 星ヶ丘保育園 3ｍ16cm

第三位 群馬県* 認定こども園桐生大学附属幼稚園 4ｍ10cm 75 でっかくなったで賞 奈良県 いちぶちどり保育園 3ｍ15cm

尾道市長賞 広島県 三次市立小童小学校 3m17cm 75 でっかくなったで賞 宮崎県 社会福祉法人 愛育福祉会認定こども園こばと保育園3ｍ15cm

尾道市教育委員会賞 広島県 大慈認定こども園 3m50cm 75 でっかくなったで賞 広島県 府中市立上下保育所 3ｍ15cm

福山市教育委員会賞 広島県 ひかりこども園 3m20cm 75 でっかくなったで賞 青森県 認定新里こども園 3ｍ15cm

商工会議所会頭賞 広島県 青葉幼稚園 2m30cm 75 でっかくなったで賞 神奈川県 おとぎ保育園 3ｍ15cm

因島観光協会会長賞 広島県 社会福祉法人　喜清会 うじな保育園 2m45cm 75 でっかくなったで賞 長野県 飯田市立龍江小学校 3ｍ15cm

広島県私立保育連盟賞 山口県 さやま保育園 2m80cm 81 でっかくなったで賞 栃木県 鹿沼市立南摩小学校 3ｍ14cm

広島県私立幼稚園連盟賞 神奈川県 おとぎ保育園 3m15cm 82 でっかくなったで賞 広島県 広島市立五月が丘保育園 3ｍ13cm

因島郷心会賞 栃木県 那須町立 黒田原小学校 2m90cm 83 でっかくなったで賞 栃木県 市貝町立杉山保育所 3ｍ11cm

万田発酵会長賞 茨城県 なかや保育園 2m60cm 84 のびのびそだったで賞 香川県 のぞみ保育園 3ｍ10cm

　最優秀賞 北海道 千歳学園メリー幼稚園 84 のびのびそだったで賞 山口県 社会福祉法人羽仁保育園 3ｍ10cm

　優秀賞 宮崎県 くまた児童クラブ 84 のびのびそだったで賞 福岡県 太陽保育園 3ｍ10cm

　優秀賞 香川県 敬愛保育園 84 のびのびそだったで賞 愛媛県 八幡幼稚園 3ｍ10cm

　優秀賞 宮城県 おかえりクラブ 84 のびのびそだったで賞 愛知県 名古屋市立藤の宮保育園 3ｍ10cm

　優秀賞 広島県 御調みくに幼稚園 84 のびのびそだったで賞 愛知県 一宮市立奥小学校 3ｍ10cm

　優秀賞 福井県 勝山市立野向保育園 84 のびのびそだったで賞 群馬県 幼保連携型認定こども園いしい幼稚園 3ｍ10cm

4 たいしたもんで賞 長野県 諏訪市立四賀小学校 4ｍ5cm 84 のびのびそだったで賞 静岡県 掛川市立第二小学校 3ｍ10cm

5 たいしたもんで賞 長野県 社会福祉法人ひよし保育園 4ｍ1cm 84 のびのびそだったで賞 東京都 志村さかした保育園 3ｍ10cm

6 おそらまでとどいたで賞 静岡県 富士市立天間小学校 3ｍ98cm 84 のびのびそだったで賞 宮城県 ほなみの杜保育園 3ｍ10cm

7 おそらまでとどいたで賞 山形県 羽陽学園短期大学附属大宝幼稚園 3ｍ90cm 84 のびのびそだったで賞 山梨県 山梨立正光生園保育所 3ｍ10cm

8 おそらまでとどいたで賞 香川県 はらだこども園 3ｍ85cm * 84 のびのびそだったで賞 島根県 小野保育所 3ｍ10cm

9 おそらまでとどいたで賞 広島県 坪井保育園 3ｍ83cm * 96 のびのびそだったで賞 岡山県 玉井桜保育園 3ｍ8cm

10 おそらまでとどいたで賞 愛知県 安城西部小学校 3ｍ82cm * 96 のびのびそだったで賞 山口県 光市立浅江東保育園 3ｍ8cm

11 どうだ たかいで賞 香川県 高松市立牟礼南小学校 3ｍ75cm * 98 のびのびそだったで賞 広島県 認定こども園愛育園 3ｍ7cm

11 どうだ たかいで賞 石川県 社会福祉法人松任福祉会悠愛保育園 3ｍ75cm * 98 のびのびそだったで賞 青森県 小久保保育園 3ｍ7cm

11 どうだ たかいで賞 群馬県 ポケット幼稚園 3ｍ75cm * 100 のびのびそだったで賞 愛知県 西山保育園 3ｍ6cm

14 ジャンボになったで賞 栃木県 社会福祉法人明成会しらとり保育園 3ｍ70cm * 101 のびのびそだったで賞 徳島県 徳島県立鴨島支援学校　小学部 3ｍ5cm

15 ジャンボになったで賞 群馬県 認定こども園神流保育園 3ｍ65cm * 101 のびのびそだったで賞 香川県 丸亀市立城坤幼稚園 3ｍ5cm

16 ジャンボになったで賞 茨城県 つくば市立桜南小学校 3ｍ63cm * 101 のびのびそだったで賞 茨城県 たかば保育園 3ｍ5cm

16 ジャンボになったで賞 長野県 社会福祉法人信州福祉会わかば保育園 3ｍ63cm * 101 のびのびそだったで賞 静岡県 伊豆の国市立田京幼稚園 3ｍ5cm

18 ジャンボになったで賞 群馬県 遠丸保育園 3ｍ62cm * 101 のびのびそだったで賞 東京都 北区立赤羽保育園 3ｍ5cm

19 ぐんぐんおおきくなったで賞 岡山県 社会福祉法人　桜会江西桜こども園 3ｍ60cm * 101 のびのびそだったで賞 新潟県 燕市立燕東小学校 3ｍ5cm

19 ぐんぐんおおきくなったで賞 岩手県 久昌寺保育園 3ｍ60cm * 101 のびのびそだったで賞 宮城県 学校法人ひばり幼稚園 3ｍ5cm

19 ぐんぐんおおきくなったで賞 神奈川県 栗の実保育園 3ｍ60cm * 101 のびのびそだったで賞 山梨県 身延町立身延清稜小学校 3ｍ5cm

19 ぐんぐんおおきくなったで賞 東京都 東京都立光明学園 3ｍ60cm * 109 のびのびそだったで賞 香川県 こぶし今里保育園 3ｍ4cm

23 ぐんぐんおおきくなったで賞 東京都 開進幼稚園 3ｍ58cm * 110 のびのびそだったで賞 広島県 福山市立戸手小学校 3ｍ3cm

24 ぐんぐんおおきくなったで賞 京都府 たかがみねこども園 3ｍ56cm * 110 のびのびそだったで賞 福島県 二本松市立塩沢幼稚園 3ｍ3cm

24 ぐんぐんおおきくなったで賞 広島県 福山市立南小学校 3ｍ56cm * 112 のびのびそだったで賞 兵庫県 やなせこども園 3ｍ2cm

26 ぐんぐんおおきくなったで賞 岩手県 岩手県立釜石祥雲支援学校 3ｍ55cm * 112 のびのびそだったで賞 長野県 社会福祉法人　慈光福祉会慈光保育園 3ｍ2cm

27 おひさまいっぱいあびたで賞 徳島県 かもめ保育園 3ｍ50cm * 114 のびのびそだったで賞 徳島県 美波町立由岐小学校 3ｍ1cm

27 おひさまいっぱいあびたで賞 広島県 大慈認定こども園 3ｍ50cm * 115 みんなかがやいているで賞 大阪府 アスール幼稚園 3ｍ0cm

27 おひさまいっぱいあびたで賞 青森県 十和田みなみ幼稚園 3ｍ50cm * 115 みんなかがやいているで賞 広島県 呉市立安登小学校 3ｍ0cm

27 おひさまいっぱいあびたで賞 岩手県 マルキの家学童クラブ 3ｍ50cm * 115 みんなかがやいているで賞 鳥取県 鳥取盲学校 3ｍ0cm

27 おひさまいっぱいあびたで賞 群馬県 社会福祉法人茂呂会茂呂こども園 3ｍ50cm * 115 みんなかがやいているで賞 茨城県 社会福祉法人丸昌会中郷保育園 3ｍ0cm

27 おひさまいっぱいあびたで賞 群馬県 なのかいちこども園 3ｍ50cm * 115 みんなかがやいているで賞 茨城県 社会福祉法人まつばら保育園 3ｍ0cm

27 おひさまいっぱいあびたで賞 東京都 社会福祉法人大典福祉会東たいてん保育園 3ｍ50cm * 115 みんなかがやいているで賞 茨城県 神栖市立植松小学校 3ｍ0cm

27 おひさまいっぱいあびたで賞 栃木県 社会福祉法人久祐会東峰保育園 3ｍ50cm * 115 みんなかがやいているで賞 埼玉県 認定こども園泉の森 3ｍ0cm

35 おひさまいっぱいあびたで賞 徳島県 徳島県立板野支援学校 3ｍ48cm * 115 みんなかがやいているで賞 静岡県 静岡県立由比小学校 3ｍ0cm

35 おひさまいっぱいあびたで賞 茨城県 つくば市立上横場保育所 3ｍ48cm * 115 みんなかがやいているで賞 長野県 千曲市立五加保育園 3ｍ0cm

37 おひさまいっぱいあびたで賞 静岡県 磐田市立磐田なかよしこども園 3ｍ46cm * 115 みんなかがやいているで賞 宮城県 笠神保育所 3ｍ0cm

38 おひさまいっぱいあびたで賞 徳島県 東祖谷小学校 3ｍ45cm * 115 みんなかがやいているで賞 山形県 認定こども園酒田ふたば園 3ｍ0cm

38 おひさまいっぱいあびたで賞 福井県 妙安寺こども園 3ｍ45cm * 126 みんなかがやいているで賞 福井県 志比南小学校 2ｍ99cm

40 おひさまいっぱいあびたで賞 岐阜県 恵那特別支援学校 3ｍ43cm * 126 みんなかがやいているで賞 三重県 学校法人あおい学園桜あおい幼稚園 2ｍ99cm

41 げんきいっぱいのびたで賞 島根県 島根県立松江ろう学校 3ｍ40cm * 128 みんなかがやいているで賞 広島県 可部保育所 2ｍ97cm

41 げんきいっぱいのびたで賞 大阪府 大阪府東大阪市立花園北小学校 3ｍ40cm * 128 みんなかがやいているで賞 広島県 入江保育園 2ｍ97cm

41 げんきいっぱいのびたで賞 香川県 香川県立香川東部養護学校 3ｍ40cm * 128 みんなかがやいているで賞 愛知県 愛知県海部郡蟹江町立須西小学校 2ｍ97cm

41 げんきいっぱいのびたで賞 岐阜県 関市立金竜小学校 3ｍ40cm * 131 みんなかがやいているで賞 岡山県 小ざくら第二保育園 2ｍ96cm

41 げんきいっぱいのびたで賞 東京都 星樂保育園 3ｍ40cm * 132 みんなかがやいているで賞 熊本県 シオン園保育所 2ｍ95cm

41 げんきいっぱいのびたで賞 長野県 茅野市豊平保育園 3ｍ40cm * 132 みんなかがやいているで賞 愛知県 マツガネ台幼稚園 2ｍ95cm

47 げんきいっぱいのびたで賞 岡山県 岡山県津山市立河辺小学校 3ｍ38cm * 132 みんなかがやいているで賞 愛知県 春日井市立鷹来小学校 2ｍ95cm

48 げんきいっぱいのびたで賞 愛知県 愛知県長久手市立市が洞小学校 3ｍ35cm * 135 みんなかがやいているで賞 徳島県 徳島県立徳島聴覚支援学校 2ｍ94cm

49 げんきいっぱいのびたで賞 群馬県 鶴生田こども園 3ｍ34cm * 136 みんなかがやいているで賞 栃木県 太陽と青空保育園 2ｍ93cm

50 げんきいっぱいのびたで賞 熊本県 横島小学校 3ｍ33cm * 137 みんなかがやいているで賞 愛媛県 吉海認定こども園 2ｍ92cm

51 げんきいっぱいのびたで賞 愛知県 一宮市立北方小学校 3ｍ31cm * 137 みんなかがやいているで賞 大阪府 大阪市立大宮小学校 2ｍ92cm

52 みあげるようになったで賞 熊本県 砦保育園 3ｍ30cm * 139 おおきなはながさいたで賞 岡山県 岡山聖園幼稚園 2ｍ29cm

52 みあげるようになったで賞 愛知県 美和こども園 3ｍ30cm * 139 おおきなはながさいたで賞 広島県 上瀬野保育園 2ｍ90cm

52 みあげるようになったで賞 愛知県 豊田市立佐切小学校 3ｍ30cm * 139 おおきなはながさいたで賞 愛知県 半田市立乙川東小学校 2ｍ90cm

52 みあげるようになったで賞 秋田県 川西保育所 3ｍ30cm * 139 おおきなはながさいたで賞 栃木県 那須町立 黒田原小学校 2ｍ90cm

52 みあげるようになったで賞 神奈川県 茅ケ崎市立小和田保育園 3ｍ30cm * 139 おおきなはながさいたで賞 新潟県 三条市立旭小学校 2ｍ90cm

57 みあげるようになったで賞 広島県 福山市立引野小学校 3ｍ28cm * 139 おおきなはながさいたで賞 福井県 千寿たんぽぽこども園 2ｍ90cm

58 みあげるようになったで賞 大阪府 認定こども園光源寺幼稚園 3ｍ25cm * 145 おおきなはながさいたで賞 愛知県 ふくろうの森戸田明正園 2ｍ88cm

58 みあげるようになったで賞 大阪府 長柄保育園 3ｍ25cm * 145 おおきなはながさいたで賞 神奈川県 湘南アイルド茅ヶ崎保育園 2ｍ88cm

58 みあげるようになったで賞 愛知県 安城市立二本木保育園 3ｍ25cm * 147 おおきなはながさいたで賞 愛媛県 認定こども園つくし 2ｍ87cm

58 みあげるようになったで賞 愛知県 キッズガーデン植田東 3ｍ25cm * 147 おおきなはながさいたで賞 広島県 尾道特別支援学校 しまなみ分校 3ｍ87cm

58 みあげるようになったで賞 福井県 社中央第一こども園 3ｍ25cm * 147 おおきなはながさいたで賞 秋田県 秋田県立比内養護学校かづの分校 2ｍ87cm

63 でっかくなったで賞 広島県 ひかりこども園 3ｍ20cm * 147 おおきなはながさいたで賞 茨城県 認定こども園フレンド幼稚園 2ｍ87cm

63 でっかくなったで賞 大分県 餅ケ浜保育園 3ｍ20cm * 151 おおきなはながさいたで賞 愛媛県 大護学園大護さとやま認定こども園 2ｍ86cm

63 でっかくなったで賞 熊本県 鏡しらぬい保育園 3ｍ20cm * 152 おおきなはながさいたで賞 香川県 綾川町立陶小学校 2ｍ85cm

63 でっかくなったで賞 青森県 幼保連携型認定こども園錦ヶ丘保育園 3ｍ20cm * 152 おおきなはながさいたで賞 山口県 学校法人 まこと学園安岡幼稚園 2ｍ85cm

63 でっかくなったで賞 神奈川県 いまいずみ保育園 3ｍ20cm * 152 おおきなはながさいたで賞 大阪府 無憂園 2ｍ85cm

63 でっかくなったで賞 群馬県 島村めぐみ保育園 3ｍ20cm * 152 おおきなはながさいたで賞 愛知県 名古屋あかつき幼稚園 2ｍ85cm

63 でっかくなったで賞 群馬県 Bambiniピッコロ園 3ｍ20cm * 152 おおきなはながさいたで賞 愛知県 清凉保育園 2ｍ85cm

63 でっかくなったで賞 宮城県 ふたばエンゼル幼稚園 3ｍ20cm * 152 おおきなはながさいたで賞 東京都 高峰福祉会福生保育園 2ｍ85cm

71 でっかくなったで賞 広島県 三次市立小童小学校 3ｍ17cm * 152 おおきなはながさいたで賞 栃木県 壬生町立睦小学校 2ｍ85cm

71 でっかくなったで賞 島根県 緑ケ丘保育所 3ｍ17cm * 152 おおきなはながさいたで賞 長野県 上田市室賀保育園 2ｍ85cm

* 152 おおきなはながさいたで賞 長野県 喬木南保育園 2ｍ85cm
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