
『2022ひまわりのせいくらべ』　記録順位表【1位〜157位】　（参加施設  1,321施設） 2022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 福井県 志比南小学校 4m95cm 77 げんきいっぱいのびたで賞 山形県 寒河江市⽴ にしね保育所 3m35cm

第二位 栃木県 社会福祉法人久祐会 東峰保育園 4m48cm 78 げんきいっぱいのびたで賞 静岡県 静岡市⽴ 賤機南小学校 3m34cm
第三位 ⻘森県 ⻘森県⽴ ⿊⽯養護学校 4m40cm 78 げんきいっぱいのびたで賞 栃木県 太陽と⻘空保育園 3m34cm

尾道市⻑賞 大阪府 学校法人秋都学院 アスール幼稚園 3m80cm 80 げんきいっぱいのびたで賞 徳島県 池田支援学校 3m33cm
尾道市教育委員会賞 広島県 尾道市⽴ 向東小学校 2m20cm 80 げんきいっぱいのびたで賞 東京都 高峰福祉会 福生保育園 3m33cm
福山市教育委員会賞 広島県 幼保連携型認定こども園 若葉園 1m85cm 80 げんきいっぱいのびたで賞 東京都 社会福祉法人大典福祉会 東たいてん保育園 3m33cm

広島県私⽴幼稚園連盟賞 広島県 学校法人三光学園 千鶴幼稚園 2m45cm 80 げんきいっぱいのびたで賞 北海道 比布町⽴中央学校 3m33cm
広島県私⽴保育連盟賞 広島県 呉市 安浦中央保育所 2m40cm 84 げんきいっぱいのびたで賞 広島県 社会福祉法人報正会 入江保育園 3m32cm
因島商工会議所会頭賞 大阪府 認定こども園 畷すずらん保育園 3m40cm 85 みあげるようになったで賞 愛知県 新城市⽴ 庭野小学校 3m30cm
因島観光協会会⻑賞 栃木県 バンビーニとよさと 3m01cm 85 みあげるようになったで賞 茨城県 ばらき台幼稚園 3m30cm

因島郷心会賞 岐阜県 岐阜県⽴ 岐阜盲学校 2m52cm 85 みあげるようになったで賞 神奈川県 社会福祉法人さつき福祉会 荏田北保育園 3m30cm
万田発酵会⻑賞 愛知県 安城市⽴ えのきこども園 3m40cm 85 みあげるようになったで賞 岐阜県 多治⾒市⽴養正小学校 3m30cm

万田発酵社⻑賞　最優秀賞 広島県 きらきら⾳⼾保育園 85 みあげるようになったで賞 群馬県 学校法人稲良学園 認定こども園まきば幼稚園 3m30cm
　優秀賞 奈良県 社会福祉法人　宝山寺福祉事業団 いこまこども園 85 みあげるようになったで賞 群馬県 新⾥こども園 3m30cm
　優秀賞 愛知県 三好桃山幼稚園 85 みあげるようになったで賞 東京都 浅草寺幼稚園 3m30cm
　優秀賞 静岡県 静岡県⽴ 藤枝特別支援学校 85 みあげるようになったで賞 栃木県 認定こども園 ⾜利幼稚園 3m30cm
　優秀賞 北海道 利尻富⼠町⽴ 利尻小学校 85 みあげるようになったで賞 福井県 愛星認定こども園 3m30cm
　優秀賞 香川県 三豊市⽴ 上高野小学校 85 みあげるようになったで賞 北海道 岩⾒沢市⽴北真小学校 3m30cm

4 たいしたもんで賞 静岡県 認定こども園みのる幼稚園 4m20cm 85 みあげるようになったで賞 山梨県 中央市⽴田富第三保育園 3m30cm
5 たいしたもんで賞 静岡県 伊⾖の国市⽴ 田京幼稚園 4m15cm 96 みあげるようになったで賞 大阪府 鶴⾒みどり保育園 3m29cm
6 たいしたもんで賞 山形県 飯豊町⽴⼿ノ⼦小学校 4m10cm 97 みあげるようになったで賞 栃木県 壬生寺児童クラブ 3m28cm
7 たいしたもんで賞 群馬県 明和町⽴ 明和町⽴明和⻄小学校 4m04cm 97 みあげるようになったで賞 山形県 学校法人清風学園 べにばな保育園 3m28cm
8 おそらまでとどいたで賞 岡山県 岡山県⽴英田郡⻄粟倉村⽴ ⻄粟倉小学校 4m00cm 99 みあげるようになったで賞 愛媛県 今治市⽴上浦小学校 3m27cm
8 おそらまでとどいたで賞 徳島県 SunnySide保育園 4m00cm 99 みあげるようになったで賞 静岡県 エンゼル幼稚園 3m27cm
10 おそらまでとどいたで賞 徳島県 徳島県⽴板野支援学校 3m92cm 101 みあげるようになったで賞 群馬県 認定こども園ろっくひよこプリスクール 3m26cm
11 おそらまでとどいたで賞 北海道 学校法人絆学園 ⻘空幼稚園 3m90cm 101 みあげるようになったで賞 福島県 社会福祉法人向⽇葵会 ひまわり保育園 3m26cm
12 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 3m88cm 103 みあげるようになったで賞 大分県 高田のぞみこども園 3m25cm
13 おそらまでとどいたで賞 千葉県 森と自然の保育園　のびのびハウス 3m85cm 103 みあげるようになったで賞 香川県 香川県⽴香川東部養護学校 3m25cm
14 おそらまでとどいたで賞 愛知県 名古屋市⽴ ⽶野小学校 3m81cm 103 みあげるようになったで賞 愛知県 社会福祉法人 栄寿福祉会 ⽇向さくら保育園 3m25cm
15 どうだ たかいで賞 大阪府 学校法人秋都学院 アスール幼稚園 3m80cm 103 みあげるようになったで賞 茨城県 ⽇⽴市⽴ 東小沢小学校 3m25cm
15 どうだ たかいで賞 秋田県 横⼿市⽴ 三重保育所 3m80cm 103 みあげるようになったで賞 岐阜県 関市⽴武芸小学校 3m25cm
15 どうだ たかいで賞 神奈川県 いまいずみ保育園 3m80cm 103 みあげるようになったで賞 群馬県 学校法人東桜学園 スマイル幼稚園 3m25cm
15 どうだ たかいで賞 北海道 学校法人雪嶺学園 めばえ幼稚園 3m80cm 103 みあげるようになったで賞 宮城県 学校法人 ひばり幼稚園 3m25cm
15 どうだ たかいで賞 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 3m80cm 110 みあげるようになったで賞 愛知県 春⽇井市⽴ 鷹来小学校 3m24cm
15 どうだ たかいで賞 東京都 北区⽴ ⾚羽保育園 3m80cm 111 みあげるようになったで賞 静岡県 社会福祉法人一葉会福祉事業団 遊歩の丘かみにしこども園 3m23cm
21 どうだ たかいで賞 香川県 はらだこども園 3m78cm 112 みあげるようになったで賞 埼玉県 社会福祉法人　浦和乳幼児センター 向こころ保育園 3m21cm
21 どうだ たかいで賞 岐阜県 輪之内町⽴仁木小学校 3m78cm 113 でっかくなったで賞 愛媛県 宇和島市⽴宇和津幼稚園 3m20cm
23 どうだ たかいで賞 愛知県 岡崎市⽴ 形埜小学校 3m75cm 113 でっかくなったで賞 広島県 三坂地保育所 3m20cm
24 どうだ たかいで賞 山口県 下関市⽴豊北こども園 3m71cm 113 でっかくなったで賞 広島県 呉市⽴ 昭和北小学校　ひまわり学級 3m20cm
25 ジャンボになったで賞 群馬県 桐生大学附属幼稚園 3m70cm 113 でっかくなったで賞 広島県 尾道特別支援学校 3m20cm
25 ジャンボになったで賞 群馬県 ポケット幼稚園 3m70cm 113 でっかくなったで賞 広島県 広島市⽴庚午小学校 3m20cm
27 ジャンボになったで賞 北海道 北海道中札内高等養護学校幕別分校 3m68cm 113 でっかくなったで賞 ⻘森県 北園幼稚園 3m20cm
28 ジャンボになったで賞 愛知県 愛知県刈⾕市⽴ 富⼠松北小学校 3m65cm 113 でっかくなったで賞 群馬県 幼保連携型認定こども園 いしい幼稚園 3m20cm
28 ジャンボになったで賞 茨城県 高萩市⽴ 秋山幼稚園 3m65cm 113 でっかくなったで賞 宮城県 社旗福祉法人愛光福祉会 富沢自由の星保育園 3m20cm
28 ジャンボになったで賞 山形県 鶴岡市⽴朝暘第五小学校 3m65cm 113 でっかくなったで賞 滋賀県 みつばちこども園 3m20cm
31 ジャンボになったで賞 岩⼿県 マルキの家学童クラブ 3m64cm 122 でっかくなったで賞 愛知県 岡﨑葵学園 まこと幼稚園 3m19cm
32 ジャンボになったで賞 神奈川県 御霊神社保育園 3m62cm 123 でっかくなったで賞 広島県 加茂・旭保育所 3m18cm
33 ジャンボになったで賞 茨城県 筑⻄市⽴ 上野小学校 3m61cm 124 でっかくなったで賞 岡山県 社会福祉法人　桜会 玉井桜保育園 3m17cm
33 ジャンボになったで賞 ⻑野県 社会福祉法人 ひよし保育園 3m61cm 124 でっかくなったで賞 島根県 出雲市⽴中部幼稚園 3m17cm
35 ぐんぐんおおきくなったで賞 大阪府 社会福祉法人みおつくし福祉会 ⻑柄保育園 3m60cm 124 でっかくなったで賞 北海道 札幌市⽴大⾕地小学校 3m17cm
35 ぐんぐんおおきくなったで賞 広島県 八幡東保育園 3m60cm 127 でっかくなったで賞 島根県 松江市⽴本庄小学校 3m15cm
35 ぐんぐんおおきくなったで賞 愛知県 愛知県知多郡東浦町⽴ 緒川小学校 3m60cm 127 でっかくなったで賞 山口県 学校法人柳井聖恵学園 柳美幼稚園 3m15cm
35 ぐんぐんおおきくなったで賞 岩⼿県 岩⼿県⽴花巻清風支援学校 3m60cm 127 でっかくなったで賞 茨城県 守⾕市土塔中央保育所 3m15cm
35 ぐんぐんおおきくなったで賞 栃木県 社会福祉法人明成会 しらとり第二保育園 3m60cm 127 でっかくなったで賞 静岡県 静岡県⽴ 藤枝特別支援学校 3m15cm
35 ぐんぐんおおきくなったで賞 北海道 学校法人⽯田学園 美しが丘幼稚園 3m60cm 127 でっかくなったで賞 三重県 津市⽴ ⿊田幼稚園 3m15cm
41 ぐんぐんおおきくなったで賞 岐阜県 恵那市⽴ 中野⽅こども園 3m59cm 132 でっかくなったで賞 愛知県 岡崎市⽴ 梅園小学校 3m14cm
42 ぐんぐんおおきくなったで賞 広島県 広島市⽴ 五⽉が丘保育園 3m52cm 132 でっかくなったで賞 茨城県 大成学園 かさまこども園 3m14cm
42 ぐんぐんおおきくなったで賞 ⻑野県 認定こども園 野あそび保育　ささはら 3m52cm 134 でっかくなったで賞 大阪府 清水保育園 3m13cm
44 ぐんぐんおおきくなったで賞 香川県 三豊市⽴ 上高野小学校 3m51cm 134 でっかくなったで賞 ⻘森県 ⻘森県⽴ 浪岡養護学校 小学部 3m13cm
44 ぐんぐんおおきくなったで賞 岐阜県 可児市⽴旭小学校 3m51cm 136 でっかくなったで賞 ⻘森県 学校法人藤菊学園認定こども園 こすもす幼稚園 3m11cm
46 おひさまいっぱいあびたで賞 愛媛県 梅花幼稚園 3m50cm 137 のびのびそだったで賞 広島県 あい保育園城山 3m10cm
46 おひさまいっぱいあびたで賞 鳥取県 鳥取県⽴倉吉養護学校 3m50cm 137 のびのびそだったで賞 広島県 社会福祉法人大心会 宮ヶ迫保育園 3m10cm
46 おひさまいっぱいあびたで賞 茨城県 ⽇⽴市ゆなご保育園 3m50cm 137 のびのびそだったで賞 広島県 社会福祉法人湯野福祉会 こどもえんみどり 3m10cm
46 おひさまいっぱいあびたで賞 神奈川県 社会福祉法人　博栄会 栗の実保育園 3m50cm 137 のびのびそだったで賞 宮崎県 山下保育所 3m10cm
46 おひさまいっぱいあびたで賞 群馬県 認定こども園えのき幼稚園 3m50cm 137 のびのびそだったで賞 愛知県 名古屋楠幼稚園 3m10cm
46 おひさまいっぱいあびたで賞 北海道 札幌市⽴有明小学校 3m50cm 137 のびのびそだったで賞 愛知県 ⻄尾市⽴福地北部小学校 3m10cm
46 おひさまいっぱいあびたで賞 三重県 めいりんこども園 3m50cm 137 のびのびそだったで賞 ⻘森県 社会福祉法人東豊福祉会 認定新⾥こども園 3m10cm
46 おひさまいっぱいあびたで賞 三重県 伊賀市⽴上野東小学校 3m50cm 137 のびのびそだったで賞 茨城県 社会福祉法人丸昌会 中郷保育園 3m10cm
46 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 137 のびのびそだったで賞 茨城県 認定こども園 たちばな保育園 3m10cm
46 おひさまいっぱいあびたで賞 山形県 学校法人花岡学園 楯岡幼稚園 3m50cm 137 のびのびそだったで賞 岩⼿県 聖光保育園 3m10cm
56 おひさまいっぱいあびたで賞 群馬県 昭和村⽴大河原小学校 3m47cm 137 のびのびそだったで賞 群馬県 社会福祉法人　緑伸会 大原保育園 3m10cm
57 おひさまいっぱいあびたで賞 広島県 認定こども園 第二聖徳幼稚園 3m46cm 137 のびのびそだったで賞 栃木県 あゆみ保育園 3m10cm
58 おひさまいっぱいあびたで賞 愛知県 刈⾕市⽴⽇高小学校 3m45cm 137 のびのびそだったで賞 富山県 認定こども園　野村保育園 3m10cm
58 おひさまいっぱいあびたで賞 静岡県 ⻑泉町⽴ 南こども園 3m45cm 137 のびのびそだったで賞 ⻑野県 軽井沢南保育園 3m10cm
58 おひさまいっぱいあびたで賞 ⻑野県 須坂双葉幼稚園 3m45cm 137 のびのびそだったで賞 福井県 社会福祉法人　愛慈福祉会 きたこども園 3m10cm
61 おひさまいっぱいあびたで賞 愛知県 てとろ志段味保育園 3m43cm 137 のびのびそだったで賞 北海道 苫小牧市⽴美園小学校 3m10cm
61 おひさまいっぱいあびたで賞 秋田県 羽後町⽴ 三輪小学校 3m43cm 137 のびのびそだったで賞 山梨県 鳴沢村⽴鳴沢保育所 3m10cm
63 おひさまいっぱいあびたで賞 群馬県 東吾妻町⽴ 東小学校 3m42cm 154 のびのびそだったで賞 愛知県 愛知県刈⾕市⽴ ⻲城小学校 3m09cm
64 げんきいっぱいのびたで賞 大阪府 認定こども園 畷すずらん保育園 3m40cm 155 のびのびそだったで賞 愛知県 木曽川花園幼稚園 3m07cm
64 げんきいっぱいのびたで賞 岡山県 岡山市南輝保育園 3m40cm 155 のびのびそだったで賞 愛知県 阿久比町⽴ ほくぶ幼稚園 3m07cm
64 げんきいっぱいのびたで賞 京都府 たかがみねこども園 3m40cm 157 のびのびそだったで賞 岡山県 倉敷市⽴ 菅生小学校 3m05cm
64 げんきいっぱいのびたで賞 愛知県 安城市⽴ えのきこども園 3m40cm 157 のびのびそだったで賞 広島県 きらきら⾳⼾保育園 3m05cm
64 げんきいっぱいのびたで賞 茨城県 社会福祉法人 慈光学園 さしま保育園 3m40cm 157 のびのびそだったで賞 広島県 世羅めぐみ認定こども園 3m05cm
64 げんきいっぱいのびたで賞 群馬県 認定こども園 神流保育園 3m40cm 157 のびのびそだったで賞 山口県 きんこう第二保育園 3m05cm
64 げんきいっぱいのびたで賞 群馬県 社会福祉法人　遠丸福祉会 遠丸保育園 3m40cm 157 のびのびそだったで賞 秋田県 秋田県⽴稲川支援学校 3m05cm
64 げんきいっぱいのびたで賞 ⻑野県 ⻑和町⽴ 和田小学校 3m40cm 157 のびのびそだったで賞 茨城県 ⽜久市⽴ 神⾕小学校 3m05cm
64 げんきいっぱいのびたで賞 福井県 妙安寺こども園 3m40cm 157 のびのびそだったで賞 群馬県 児童クラブポプラ（羽⿊保育園） 3m05cm
64 げんきいっぱいのびたで賞 山形県 学校法人　龍州学園　認定こども園 若草幼稚園・若草ベビールーム 3m40cm 157 のびのびそだったで賞 栃木県 那須町⽴東陽小学校 3m05cm
74 げんきいっぱいのびたで賞 愛媛県 認定こども園つくし 3m38cm 157 のびのびそだったで賞 栃木県 ⿅沼市⽴ 南摩小学校 3m05cm
74 げんきいっぱいのびたで賞 愛知県 ⻄尾市⽴ 離島保育園 3m38cm 157 のびのびそだったで賞 新潟県 にごりかわこども園 3m05cm
76 げんきいっぱいのびたで賞 東京都 学校法人湯目学園 開進幼稚園 3m37cm
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