
氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 学 年 用 紙 学 校 ・ 所 属 受賞

1 井上　朋香 ｲﾉｳｴ　ﾄﾓｶ 高校2年生 条幅 福岡雙葉高等学校 特別賞（文部科学大臣）

2 間部　祐佳 ﾏﾍﾞ　ﾕｶ 小学3年生 条幅 東松山市立新明小学校 特別賞（内閣府特命担当大臣）

3 浄見　月皇子 ｷﾖﾐ　ﾂｷｺ 中学1年生 条幅 西南学院中学校 特別賞（復興大臣）

4 仲　いろは ﾅｶ　ｲﾛﾊ 小学1年生 条幅 津屋崎小学校 宮司賞

5 内田　桔梗 ｳﾁﾀﾞ　ｷｷｮｳ 小学2年生 条幅 岡山市立福田小学校 宮司賞

6 大木　愛 ｵｵｷﾞ　ﾏﾅﾐ 小学3年生 条幅 岡山県倉敷市立茶屋町小学校 宮司賞

7 富加見　舜 ﾌｶﾐ　ｼｭﾝ 小学4年生 条幅 鹿児島市立桜丘西小学校 宮司賞

8 松尾　孝太郎 ﾏﾂｵ　ｺｳﾀﾛｳ 小学5年生 条幅 赤間小学校 宮司賞

9 星本　京香 ﾎｼﾓﾄ　ｷｮｳｶ 小学6年生 条幅 山代東小学校 宮司賞

10 河口　歩幸 ｶﾜｸﾞﾁ　ﾎﾕｷ 中学1年生 条幅 青梅市立霞台中学校 宮司賞

11 石瀧　凜 ｲｼﾀｷ　ﾘﾝ 中学2年生 条幅 城山中学校 宮司賞

12 菅　陽海 ｽｶﾞ　ﾊﾙﾐ 中学3年生 条幅 大野中学校 宮司賞

13 重川　花奈 ｼｹﾞｶﾜ　ﾊﾅ 高校1年生 条幅 東海大付属福岡高校 宮司賞

14 白垣　純清 ｼﾗｶﾞｷ　ｼﾞｭﾝｾｲ 高校2年生 条幅 東福岡高等学校 宮司賞

15 坂田　智基 ｻｶﾀ　ﾄﾓｷ 高校3年生 条幅 東福岡高等学校 宮司賞

16 山中　来夢 ﾔﾏﾅｶ　ﾗﾑ 小学6年生 条幅 川島町立中山小学校 福岡県知事賞

17 井上　千鶴 ｲﾉｳｴ　ﾁﾂﾞﾙ 中学3年生 条幅 高宮中学校 福岡県知事賞

18 陶山　唱太 ｽﾔﾏ　ｼｮｳﾀ 高校3年生 条幅 東福岡高等学校 福岡県知事賞

19 江頭　みき ｴｶﾞｼﾗ　ﾐｷ 小学2年生 半紙 大川市立川口小学校 福岡県知事賞

20 加藤　龍之介 ｶﾄｳ　ﾘｭｳﾉｽｹ 中学2年生 半紙 久留米大学附設中学校 福岡県知事賞

21 川端　隆嗣 ｶﾜﾊﾞﾀ　ﾀｶｼ 高校3年生 半紙 香椎高校 福岡県知事賞

22 村上　七海 ﾑﾗｶﾐ　ﾅﾅﾐ 小学4年生 条幅 河東西小学校 大分県知事賞

23 荒木　真奈 ｱﾗｷ　ﾏﾅ 中学2年生 条幅 城山中学校 大分県知事賞

24 永江　咲好 ﾅｶﾞｴ　ｻﾗ 高校1年生 条幅 佐賀県佐賀北高等学校 大分県知事賞

25 守田　莉鈴 ﾓﾘﾀ　ﾘﾘﾝ 小学5年生 半紙 新宮北小学校 大分県知事賞

26 大澤　美奈 ｵｵｻﾜ　ﾐﾅ 中学1年生 半紙 那珂中学校 大分県知事賞

27 中島　実菜 ﾅｶｼﾏ　ﾐﾅ 高校2年生 半紙 城南高校 大分県知事賞

28 梅田　梨里 ｳﾒﾀﾞ　ﾘﾘ 小学5年生 条幅 倉敷市立玉島小学校 宮﨑県知事賞

29 大野　晴都 ｵｵﾉ　ﾊﾙﾄ 中学2年生 条幅 津屋崎中学校 宮﨑県知事賞

30 高木　桜子 ﾀｶｷ　ｻｸﾗｺ 高校2年生 条幅 宮崎日本大学高等学校 宮﨑県知事賞

31 芦刈　心春 ｱｼｶﾘ　ｺﾊﾙ 小学1年生 半紙 新宮小学校 宮﨑県知事賞

32 清瀧　わか ｷﾖﾀｷ　ﾜｶ 中学3年生 半紙 御陵中学校 宮﨑県知事賞

33 山本　沙都子 ﾔﾏﾓﾄ　ｻﾄｺ 高校1年生 半紙 上智福岡高校 宮﨑県知事賞

34 梅田　梨瑚 ｳﾒﾀﾞ　ﾘｺ 小学3年生 条幅 倉敷市立玉島小学校 鹿児島県知事賞

35 関　遥菜 ｾｷ　ﾊﾙﾅ 中学3年生 条幅 大野東中学校 鹿児島県知事賞

36 井上　りこ ｲﾉｳｴ　ﾘｺ 高校1年生 条幅 佐賀県佐賀北高等学校 鹿児島県知事賞
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37 鯨井　琴羽 ｸｼﾞﾗｲ　ｺﾄﾊ 小学4年生 半紙 吉見町立東第二小学校 鹿児島県知事賞

38 上野　心智実 ｳｴﾉ　ｺﾄﾐ 中学2年生 半紙 筑女中学校 鹿児島県知事賞

39 太田　紗菜 ｵｵﾀ　ｻﾅ 高校2年生 半紙 糸島髙校 鹿児島県知事賞

40 塩田　隼也 ｼｵﾀ　ｼｭﾝﾔ 小学1年生 条幅 岡山市立南輝小学校 審査員特別賞

41 新保　心菜 ｼﾝﾎﾞ　ｺｺﾅ 小学5年生 条幅 新潟大学教育学部附属長岡小学校 審査員特別賞

42 小嶋　葵 ｺｼﾞﾏ　ｱｵｲ 小学6年生 条幅 川島町立つばさ南小学校 審査員特別賞

43 手島　菜月 ﾃｼﾏ　ﾅﾂｷ 中学1年生 条幅 三宅中学校 審査員特別賞

44 吉田　光佑 ﾖｼﾀﾞ　ｺｳｽｹ 高校2年生 条幅 東福岡高等学校 審査員特別賞

45 北原　桃 ｷﾀﾊﾗ　ﾓﾓ 小学6年生 半紙 柳川市立昭代第二小学校 審査員特別賞

46 安元　江莉加 ﾔｽﾓﾄ　ｴﾘｶ 中学1年生 半紙 西南学院中学校 審査員特別賞

47 池田　百晏 ｲｹﾀﾞ　ﾓｱ 小学4年生 条幅 遷喬小学校 福岡県議会議長賞

48 吉武　美月 ﾖｼﾀｹ　ﾐﾂｷ 中学2年生 条幅 城山中学校 福岡県議会議長賞

49 御崎　大遥 ﾐｻｷ　ﾏｻﾊﾙ 高校2年生 条幅 東福岡高等学校 福岡県議会議長賞

50 山田　ひなた ﾔﾏﾀﾞ　ﾋﾅﾀ 小学6年生 半紙 和白東小学校 福岡県議会議長賞

51 権田　美咲 ｺﾞﾝﾀﾞ　ﾐｻｷ 中学3年生 半紙 古賀北中学校 福岡県議会議長賞

52 生島　千遥 ｲｸｼﾏ　ﾁﾊﾙ 高校1年生 半紙 糸島髙校 福岡県議会議長賞

53 津崎　春馬 ﾂｻﾞｷ　ﾊﾙﾏ 小学2年生 条幅 国立岡山大学教育学部附属小学校 福岡県教育委員会賞

54 田畑　ひより ﾀﾊﾞﾀ　ﾋﾖﾘ 中学1年生 条幅 城山中学校 福岡県教育委員会賞

55 山下　竜輝 ﾔﾏｼﾀ　ﾘｭｳｷ 高校3年生 条幅 東福岡高等学校 福岡県教育委員会賞

56 山口　駿 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｼｭﾝ 小学3年生 半紙 熊谷市立石原小学校 福岡県教育委員会賞

57 橋爪　優咲 ﾊｼﾂﾞﾒ　ﾕｻｷ 中学3年生 半紙 板付中学校 福岡県教育委員会賞

58 南　岳志 ﾐﾅﾐ　ﾀｹｼ 高校3年生 半紙 鹿児島商業高等学校 福岡県教育委員会賞

59 山本　玄舞 ﾔﾏﾓﾄ　ｹﾞﾝﾌﾞ 小学3年生 条幅 河東西小学校 読売新聞社賞

60 伊豆　結生 ｲｽﾞ　ﾕｲ 中学3年生 条幅 城山中学校 読売新聞社賞

61 香月　葵愛 ｶﾂｷ　ｱｵﾈ 高校1年生 条幅 佐賀県佐賀北高等学校 読売新聞社賞

62 半田　風晴 ﾊﾝﾀﾞ　ﾌﾜ 小学3年生 半紙 御笠の森小学校 読売新聞社賞

63 堤　稀々香 ﾂﾂﾐ　ﾉﾉｶ 中学2年生 半紙 城西中学校 読売新聞社賞

64 日下部　維風 ｸｻｶﾍﾞ　ｲﾌﾞｷ 高校2年生 半紙 武蔵台高校 読売新聞社賞

65 岩谷　真維 ｲﾜﾀﾆ　ﾏｲ 小学4年生 条幅 倉敷市立茶屋町小学校 ㈱福岡放送賞

66 吉武　美虹 ﾖｼﾀｹ　ﾐｸ 中学2年生 条幅 城山中学校 ㈱福岡放送賞

67 山田　夢夏 ﾔﾏﾀﾞ　ﾕﾒｶ 高校3年生 条幅 佐賀県佐賀北高等学校 ㈱福岡放送賞

68 久東　華子 ｸﾄﾞｳ　ﾊﾅｺ 小学6年生 半紙 板付小学校 ㈱福岡放送賞

69 日下部　瑞萌 ｸｻｶﾍﾞ　ﾐｽﾞﾎ 中学1年生 半紙 那珂中学校 ㈱福岡放送賞

70 島田　優美子 ｼﾏﾀﾞ　ﾕﾐｺ 高校1年生 半紙 早稲田大学系属早稲田実業学校 ㈱福岡放送賞

71 古城　青暉 ｺｼﾞｮｳ　ﾊﾙｷ 小学2年生 条幅 浅口市立金光小学校 ㈱エフエム福岡賞

72 川端　郁子 ｶﾜﾊﾞﾀ　ｲｸｺ 中学3年生 条幅 倉敷市立西中学校 ㈱エフエム福岡賞

73 清水　直英 ｼﾐｽﾞ　ﾅｵﾋﾃﾞ 高校2年生 条幅 東福岡高等学校 ㈱エフエム福岡賞

74 小峯　美咲 ｺﾐﾈ　ﾐｻｷ 小学2年生 半紙 指宿市立丹波小学校 ㈱エフエム福岡賞

75 庄　瑛宇 ｼｮｳ　ｱｷﾀｶ 中学3年生 半紙 指宿市立北指宿中学校 ㈱エフエム福岡賞



76 川﨑　勇輝 ｶﾜｻｷ　ﾕｳｷ 高校1年生 半紙 糸島髙校 ㈱エフエム福岡賞

77 稲原　啓乃 ｲﾅﾊﾗ　ﾋﾛﾉ 小学5年生 条幅 東郷小学校 福岡市長賞

78 橘鷹　咲貴 ｷｯﾀｶ　ｻｷ 中学1年生 条幅 岡山市立岡北中学校 福岡市長賞

79 神田　桃花 ｶﾝﾀﾞ　ﾓﾓｶ 高校1年生 条幅 鹿屋高等学校 福岡市長賞

80 常軒　健琉 ﾂﾈﾉｷ　ﾀｹﾙ 小学5年生 半紙 津屋崎小学校 福岡市長賞

81 勝田　陽香 ｶﾂﾀﾞ　ﾊﾙｶ 中学2年生 半紙 吉見町立吉見中学校 福岡市長賞

82 阪上　ちひろ ｻｶｳｴ　ﾁﾋﾛ 高校2年生 半紙 糸島髙校 福岡市長賞

83 城戸　優月 ｷﾄﾞ　ﾕﾂﾞｷ 小学1年生 条幅 板付小学校 宗像市長賞

84 森田　湖々 ﾓﾘﾀ　ｺｺ 中学2年生 条幅 笠岡市立笠岡東中学校 宗像市長賞

85 山口　桃子 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾓﾓｺ 高校2年生 条幅 佐賀県佐賀北高等学校 宗像市長賞

86 堤　慎吾 ﾂﾂﾐ　ｼﾝｺﾞ 小学1年生 半紙 春日西小学校 宗像市長賞

87 師岡　杏奈 ﾓﾛｵｶ　ｱﾝﾅ 中学1年生 半紙 那珂中学校 宗像市長賞

88 福﨑　桜咲 ﾌｸｻｷ　ｻｸﾗ 高校2年生 半紙 糸島髙校 宗像市長賞

89 今藤　大智 ｲﾏﾌｼﾞ　ﾀﾞｲﾁ 小学6年生 条幅 片江小学校 古賀市長賞

90 楠戸　成美 ｸｽﾄﾞ　ﾅﾙﾐ 中学3年生 条幅 倉敷市立西中学校 古賀市長賞

91 青栁　七聖 ｱｵﾔｷﾞ　ﾅﾅｾ 高校3年生 条幅 佐賀県佐賀北高等学校 古賀市長賞

92 深田　華乃 ﾌｶﾀ　ｶﾉ 小学4年生 半紙 河東西小学校 古賀市長賞

93 安井　敬法 ﾔｽｲ　ﾀｶﾉﾘ 中学3年生 半紙 中央中学校 古賀市長賞

94 土谷　郁 ﾂﾁﾔ　ｶｵﾙ 高校1年生 半紙 糸島髙校 古賀市長賞

95 田畑　孝之介 ﾀﾊﾞﾀ　ｺｳﾉｽｹ 小学3年生 条幅 赤間小学校 福津市長賞

96 石橋　涼 ｲｼﾊﾞｼ　ｽｽﾞ 中学1年生 条幅 桜丘中学校 福津市長賞

97 田中　宏幸 ﾀﾅｶ　ｺｳｷ 高校1年生 条幅 東福岡高等学校 福津市長賞

98 原田　結衣 ﾊﾗﾀﾞ　ﾕｲ 小学5年生 半紙 新宮北小学校 福津市長賞

99 高良　明花 ﾀｶﾗ　ﾒｲｶ 中学2年生 半紙 千葉県船橋市立大穴中学校 福津市長賞

100 今村　杏瞳 ｲﾏﾑﾗ　ｱﾐ 高校1年生 半紙 糸島髙校 福津市長賞

以上　　１００　名


