
番号 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 学 年 用 紙 学 校 ・ 所 属 受賞

1 貝原　美咲 ｶｲﾊﾗ　ﾐｻｷ 一般 条幅 九州女子大学 特別賞

2 浄見　月皇子 ｷﾖﾐ　ﾂｷｺ 中学2年 条幅 西南学院中学校 特別賞

3 深川　大地 ﾌｶｶﾞﾜ　ﾀﾞｲﾁ 高校2年 条幅 東福岡高等学校 特別賞

4 古城　青暉 ｺｼﾞｮｳ　ﾊﾙｷ 小学3年 条幅 浅口市立金光小学校 特別賞

5 古城　奏来 ｺｼﾞｮｳ　ｿﾗ 幼 条幅 金光学園こども園 宮地嶽神社宮司賞

6 小林　月咲 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾂｶｻ 小学2年 条幅 市原市立国分寺台西小学校 宮地嶽神社宮司賞

7 齋藤　美空 ｻｲﾄｳ　ﾐｿﾗ 小学3年 条幅 和歌山市立木本小学校 宮地嶽神社宮司賞

8 谷井　祐月 ﾀﾆｲ　ﾕﾂﾞｷ 小学4年 条幅 井原市立西江原小学校 宮地嶽神社宮司賞

9 岡田　桃果 ｵｶﾀﾞ　ﾓﾓｶ 小学5年 条幅 宗像市立赤間小学校 宮地嶽神社宮司賞

10 新保　心菜 ｼﾝﾎﾞ　ｺｺﾅ 小学6年 条幅 新潟大学付属長岡小学校 宮地嶽神社宮司賞

11 仲　和海 ﾅｶ　ｶｽﾞｳﾐ 中学1年 条幅 福津市立津屋崎中学校 宮地嶽神社宮司賞

12 安元　江莉加 ﾔｽﾓﾄ　ｴﾘｶ 中学2年 条幅 西南学院中学校 宮地嶽神社宮司賞

13 吉武　美月 ﾖｼﾀｹ　ﾐﾂﾞｷ 中学3年 条幅 宗像市立城山中学校 宮地嶽神社宮司賞

14 田中　飛宏 ﾀﾅｶ　ﾀｶﾋﾛ 高校1年 条幅 佐賀県立佐賀北高等学校 宮地嶽神社宮司賞

15 水戸　光輝 ﾐﾄ　ｺｳｷ 高校2年 条幅 東福岡高等学校 宮地嶽神社宮司賞

16 西川　涼花 ﾆｼｶﾜ　ｽｽﾞｶ 高校3年 条幅 佐賀北高等学校 宮地嶽神社宮司賞

17 吉﨑　加奈 ﾖｼｻﾞｷ　ｶﾅ 一般 条幅 九州女子大学 宮地嶽神社宮司賞

18 山口　桃子 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾓﾓｺ 高校3年 条幅 佐賀県立佐賀北高等学校 審査員特別賞

19 内藤　綸香 ﾅｲﾄｳ　ﾘﾝｶ 小学2年 条幅 高松市立栗林小学校 審査員特別賞

20 吉居　李華 ﾖｼｲ　ﾓﾓｶ 一般 条幅 九州女子大学 審査員特別賞

21 梅田　梨里 ｳﾒﾀﾞ　ﾘﾘ 小学6年 条幅 倉敷市立玉島小学校 審査員特別賞

22 塚本　真唯 ﾂｶﾓﾄ　ﾏｲ 一般 条幅 九州女子大学 審査員特別賞

23 北原　桃 ｷﾀﾊﾗ　ﾓﾓ 中学1年 半紙 柳川市立昭代中学校 審査員特別賞

24 内田　奈々子 ｳﾁﾀﾞ　ﾅﾅｺ 一般 半紙 九州女子大学 審査員特別賞

25 塩川　朋奈 ｼｵｶﾜ　ﾄﾓﾅ 小学4年 条幅 池田学園池田小学校 福岡県知事賞

26 長元　希未 ﾅｶﾞﾓﾄ　ﾉｿﾞﾐ 中学3年 条幅 直方市立直方第三中学校 福岡県知事賞

27 山本　菖太郎 ﾔﾏﾓﾄ　ｼｮｳﾀﾛｳ 高校1年 条幅 東福岡高等学校 福岡県知事賞

「宮地嶽第５３回光の道全国競書大会」受賞者一覧表
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28 鮫島　恵子 ｻﾒｼﾏ　ｹｲｺ 一般 条幅 - 福岡県知事賞

29 井上　豪 ｲﾉｳｴ　ｺﾞｳ 小学1年 半紙 福岡市立西高宮小学校 福岡県知事賞

30 大野　晴都 ｵｵﾉ　ﾊﾙﾄ 中学3年 半紙 福津市立津屋崎中学校 福岡県知事賞

31 大野　陸渡 ｵｵﾉ　ﾘｸﾄ 高校3年 半紙 福岡県立香椎高等学校 福岡県知事賞

32 宮路　あかり ﾐﾔｼﾞ　ｱｶﾘ 一般 半紙 西南学院大学 福岡県知事賞

33 堀田　ひろと ﾎｯﾀ　ﾋﾛﾄ 小学1年 条幅 伊万里市立東山代小学校 大分県知事賞

34 大野　稜斗 ｵｵﾉ　ﾀｶﾄ 中学1年 条幅 福津市立津屋崎中学校 大分県知事賞

35 吉本　一葉 ﾖｼﾓﾄ　ﾋﾄﾊ 高校2年 条幅 佐賀県立佐賀北高等学校 大分県知事賞

36 柳野　理枝 ﾔﾅｷﾞﾉ　ﾘｴ 一般 条幅 - 大分県知事賞

37 蓑田　菜摘 ﾐﾉﾀﾞ　ﾅﾂﾐ 小学6年 半紙 八代市立千丁小学校 大分県知事賞

38 日下部　瑞萌 ｸｻｶﾍﾞ　ﾐｽﾞﾎ 中学2年 半紙 福岡市立那珂中学校 大分県知事賞

39 井ノ上　莉華子 ｲﾉｳｴ　ﾘｶｺ 高校1年 半紙 鹿児島県立武岡台高等学校 大分県知事賞

40 井上　名穂子 ｲﾉｳｴ　ﾅｵｺ 一般 半紙 - 大分県知事賞

41 池田　百晏 ｲｹﾀﾞ　ﾓｱ 小学5年 条幅 真庭市立遷喬小学校 宮﨑県知事賞

42 本山　悠太 ﾓﾄﾔﾏ　ﾕｳﾀ 中学3年 条幅 福岡市立高宮中学校 宮﨑県知事賞

43 花宮　百世 ﾊﾅﾐﾔ　ﾓﾓﾖ （4年生） 条幅 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 宮﨑県知事賞

44 檞　春穂 ｸﾇｷﾞ　ｼｭﾝｹｲ 一般 条幅 - 宮﨑県知事賞

45 船橋　和姫 ﾌﾅﾊｼ　ﾜｺ 小学2年 半紙 福岡市立和白東小学校 宮﨑県知事賞

46 加藤　龍之介 ｶﾄｳ　ﾘｭｳﾉｽｹ 中学3年 半紙 久留米大学附設中学校 宮﨑県知事賞

47 島田　優美子 ｼﾏﾀﾞ　ﾕﾐｺ 高校2年 半紙 早稲田実業高等学校 宮﨑県知事賞

48 長岡　朋美 ﾅｶﾞｵｶ　ﾄﾓﾐ 一般 半紙 - 宮﨑県知事賞

49 遠藤　康太 ｴﾝﾄﾞｳ　ｺｳﾀ 小学2年 条幅 高松市立木太北部小学校 鹿児島県知事賞

50 渡部　彩乃 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱﾔﾉ 中学1年 条幅 高松市立紫雲中学校 鹿児島県知事賞

51 納所　杏莉 ﾉｳｼｮ　ｱﾝﾘ 高校3年 条幅 佐賀県立佐賀北高等学校 鹿児島県知事賞

52 里岡　輝一朗 ｻﾄｵｶ　ｺｳｲﾁﾛｳ 一般 条幅 - 鹿児島県知事賞

53 池野　美空 ｲｹﾉ　ﾐｸ 小学4年 半紙 指宿市立柳田小学校 鹿児島県知事賞

54 大澤　美奈 ｵｵｻﾜ　ﾐﾅ 中学2年 半紙 福岡市立那珂中学校 鹿児島県知事賞
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55 橋爪　優咲 ﾊｼﾂﾞﾒ　ﾕｻｷ 高校1年 半紙 福岡県立筑紫丘高等学校 鹿児島県知事賞

56 副島　千暖 ｿｴｼﾞﾏ　ﾁﾊﾙ 一般 半紙 久留米大学 鹿児島県知事賞

57 深田　華乃 ﾌｶﾀ　ｶﾉ 小学5年 条幅 宗像市立河東西小学校 福岡県議会議長賞

58 田畑　ひより ﾀﾊﾞﾀ　ﾋﾖﾘ 中学2年 条幅 宗像市立城山中学校 福岡県議会議長賞

59 田中　翔大 ﾀﾅｶ　ｼｮｳﾀ （5年生） 条幅 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 福岡県議会議長賞

60 樋渡　奈々 ﾋﾜﾀｼ　ﾅﾅ 一般 条幅 九州女子大学 福岡県議会議長賞

61 日下部　亜澪 ｸｻｶﾍﾞ　ﾂｸﾞﾐ 小学3年 半紙 福岡市立弥生小学校 福岡県議会議長賞

62 山田　ひなた ﾔﾏﾀﾞ　ﾋﾅﾀ 中学1年 半紙 福岡市立和白丘中学校 福岡県議会議長賞

63 石津　奏乃 ｲｼｽﾞ　ｶﾉ 高校2年 半紙 福岡県立宗像高等学校 福岡県議会議長賞

64 安井　恵行 ﾔｽｲ　ﾖｼﾕｷ 一般 半紙 - 福岡県議会議長賞

65 津崎　春馬 ﾂｻﾞｷ　ﾊﾙﾏ 小学3年 条幅 岡山大学教育学部附属小学校 福岡県教育委員会賞

66 吉武　美虹 ﾖｼﾀｹ　ﾐｸ 中学3年 条幅 宗像市立城山中学校 福岡県教育委員会賞

67 江口　菜々美 ｴｸﾞﾁ　ﾅﾅﾐ 高校3年 条幅 佐賀県立佐賀北高等学校 福岡県教育委員会賞

68 四位　文華 ｼｲ　ｱﾔｶ 一般 条幅 - 福岡県教育委員会賞

69 山下　慧黎 ﾔﾏｼﾀ　ｽｲﾚｲ 小学5年 半紙 粕屋町立粕屋西小学校 福岡県教育委員会賞

70 上野　心智実 ｳｴﾉ　ｺﾄﾐ 中学3年 半紙 筑紫女学園中学校 福岡県教育委員会賞

71 盛興　綾乃 ﾓﾘｵｷ　ｱﾔﾉ 高校3年 半紙 鹿児島女子高等学校 福岡県教育委員会賞

72 本村　紀葉 ﾓﾄﾑﾗ　ｷﾖｳ 一般 半紙 - 福岡県教育委員会賞

73 上田　優衣 ｳｴﾀﾞ　ﾕｲ 小学4年 条幅 宗像市立赤間小学校 読売新聞社賞

74 師岡　杏奈 ﾓﾛｵｶ　ｱﾝﾅ 中学2年 条幅 福岡市立那珂中学校 読売新聞社賞

75 荒木　啓吾 ｱﾗｷ　ｹｲｺﾞ 高校1年 条幅 東福岡高等学校 読売新聞社賞

76 小玉　美怜 ｺﾀﾞﾏ　ﾐﾚｲ 一般 条幅 九州女子大学 読売新聞社賞

77 阪口　寧音 ｻｶｸﾞﾁ　ﾈｵ 小学5年 半紙 福岡市立弥生小学校 読売新聞社賞

78 八木橋　希和 ﾔｷﾞﾊｼ　ｷﾜ 中学2年 半紙 さいたま市立美園南中学校 読売新聞社賞

79 山本　沙都子 ﾔﾏﾓﾄ　ｻﾄｺ 高校2年 半紙 上智福岡高等学校 読売新聞社賞

80 竹之内　紗雪 ﾀｹﾉｳﾁ　ｻｾﾂ 一般 半紙 - 読売新聞社賞

81 徳永　春菜 ﾄｸﾅｶﾞ　ﾊﾙﾅ 小学6年 条幅 福津市立津屋崎小学校 ㈱福岡放送賞
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82 岩本　純怜 ｲﾜﾓﾄ　ｽﾐﾚ 中学1年 条幅 宗像市立城山中学校 ㈱福岡放送賞

83 村木　伶歌 ﾑﾗｷ　ﾚｲｶ （5年生） 条幅 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 ㈱福岡放送賞

84 坂田　真澄 ｻｶﾀ　ﾏｽﾐ 一般 条幅 - ㈱福岡放送賞

85 城戸　優月 ｷﾄﾞ　ﾕﾂﾞｷ 小学2年 半紙 福岡市立板付小学校 ㈱福岡放送賞

86 溝江　諭人 ﾐｿﾞｴ　ﾕｳﾄ 中学1年 半紙 福岡市立那珂中学校 ㈱福岡放送賞

87 山中　千紘 ﾔﾏﾅｶ　ﾁﾋﾛ 高校1年 半紙 鹿児島県立武岡台高等学校 ㈱福岡放送賞

88 郡山　裕月 ｺｵﾘﾔﾏ　ﾕｳｹﾞﾂ 一般 半紙 - ㈱福岡放送賞

89 原田　帆乃香 ﾊﾗﾀﾞ　ﾎﾉｶ 小学1年 条幅 倉敷市立沙美小学校 ㈱エフエム福岡賞

90 北田　埜娃 ｷﾀﾀﾞ　ﾉｱ 中学3年 条幅 福岡雙葉中学校 ㈱エフエム福岡賞

91 鶴田　麗奈 ﾂﾙﾀﾞ　ﾚﾅ 高校3年 条幅 佐賀清和高等学校 ㈱エフエム福岡賞

92 髙島　牧子 ﾀｶｼﾏ　ﾏｷｺ 一般 条幅 - ㈱エフエム福岡賞

93 山本　ともや ﾔﾏﾓﾄ　ﾄﾓﾔ 幼 半紙 倉敷市立茶屋町東幼稚園 ㈱エフエム福岡賞

94 大塚　陽菜 ｵｵﾂｶ　ﾊﾙﾅ 中学1年 半紙 八女市立福島中学校 ㈱エフエム福岡賞

95 日下部　維風 ｸｻｶﾍﾞ　ｲﾌﾞｷ 高校3年 半紙 福岡県立武蔵台高等学校 ㈱エフエム福岡賞

96 山中　華鈴 ﾔﾏﾅｶ　ｶﾘﾝ 一般 半紙 九州女子大学 ㈱エフエム福岡賞

97 梅田　梨瑚 ｳﾒﾀﾞ　ﾘｺ 小学4年 条幅 倉敷市立玉島小学校 福岡市長賞

98 大倉　千奈 ｵｵｸﾗ　ﾁﾅ 中学2年 条幅 倉敷市立東陽中学校 福岡市長賞

99 髙木　奈緒 ﾀｶｷﾞ　ﾅｵ 高校1年 条幅 佐賀県立佐賀北高等学校 福岡市長賞

100 古庄　春香 ﾌﾙｼｮｳ　ﾊﾙｶ 一般 条幅 九州女子大学 福岡市長賞

101 香田　侑亮 ｺｳﾀﾞ　ﾕｳｽｹ 小学6年 半紙 福津市立津屋崎小学校 福岡市長賞

102 小島　夢花 ｺｼﾞﾏ　ﾕﾒｶ 中学2年 半紙 福岡市立那珂中学校 福岡市長賞

103 垂水　友里 ﾀﾙﾐ　ﾕﾘ 高校2年 半紙 福岡県立宗像高等学校 福岡市長賞

104 米丸　壽奈穂 ﾖﾈﾏﾙ　ｽﾅﾎ 一般 半紙 - 福岡市長賞

105 内田　斐元 ｳﾁﾀﾞ　ﾋｹﾞﾝ 小学6年 条幅 岡山市立福田小学校 宗像市長賞

106 上森　紗彩 ｳｴﾓﾘ　ｻｱﾔ 中学1年 条幅 倉敷市立新田中学校 宗像市長賞

107 小出　成真 ｺｲﾃﾞ　ﾅﾘﾏｻ 高校2年 条幅 岡山県立倉敷天城高等学校 宗像市長賞

108 森本　志水 ﾓﾘﾓﾄ　ｼｽｲ 一般 条幅 - 宗像市長賞
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109 平山　友菜 ﾋﾗﾔﾏ　ﾕｳﾅ 小学5年 半紙 福岡市立高木小学校 宗像市長賞

110 泉　華蓮 ｲｽﾞﾐ　ｶﾚﾝ 中学3年 半紙 鹿児島市立伊敷中学校 宗像市長賞

111 福元　紫乃 ﾌｸﾓﾄ　ｼﾉ 高校3年 半紙 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 宗像市長賞

112 尾﨑　昌子 ｵｻﾞｷ　ﾏｻｺ 一般 半紙 - 宗像市長賞

113 駒走　結衣 ｺﾏﾊﾞｼ　ﾕｲ 小学2年 条幅 鹿児島市立荒田小学校 古賀市長賞

114 石瀧　凛 ｲｼﾀｷ　ﾘﾝ 中学3年 条幅 宗像市立城山中学校 古賀市長賞

115 槙　恵梨花 ﾏｷ　ｴﾘｶ 高校3年 条幅 佐賀清和高等学校 古賀市長賞

116 仁木　理香子 ﾆｷ　ﾘｶｺ 一般 条幅 九州女子大学 古賀市長賞

117 山本　愛子 ﾔﾏﾓﾄ　ｱｲｺ 小学4年 半紙 倉敷市立茶屋町小学校 古賀市長賞

118 髙田　遼太 ﾀｶﾀ　ﾘｮｳﾀ 中学1年 半紙 西南学院中学校 古賀市長賞

119 岡﨑　萌生 ｵｶｻﾞｷ　ﾒｲ 高校1年 半紙 私立神戸野田高等学校 古賀市長賞

120 赤坂　新子 ｱｶｻｶ　ｼﾝｺ 一般 半紙 - 古賀市長賞

121 片山　華奈 ｶﾀﾔﾏ　ﾊﾅ 幼 条幅 あさひ幼稚園 福津市長賞

122 久東　華子 ｸﾄﾞｳ　ﾊﾅｺ 中学1年 条幅 福岡市立板付中学校 福津市長賞

123 安井　優 ﾔｽｲ　ﾕｳ 高校1年 条幅 東福岡高等学校 福津市長賞

124 田代　紀春 ﾀｼﾛ　ｷｼｭﾝ 一般 条幅 - 福津市長賞

125 小見山　湊母 ｺﾐﾔﾏ　ﾐﾅﾓ 小学1年 半紙 福津市立福間南小学校 福津市長賞

126 冨田　菜奈子 ﾄﾐﾀ　ﾅﾅｺ 中学3年 半紙 福岡市立板付中学校 福津市長賞

127 寶満　理彩 ﾎｳﾏﾝ　ﾘｻ 高校2年 半紙 鹿児島県立武岡台高等学校 福津市長賞

128 黒瀬　郁世 ｸﾛｾ　ｲｸﾖ 一般 半紙 - 福津市長賞

以上　　　　　１２８名


