
番号 氏 名 学 年 用 紙 学 校 ・ 所 属 受賞

1 貝原　美咲 一般 条幅 九州女子大学 特別賞

2 浄見　月皇子 中学2年 条幅 西南学院中学校 特別賞

3 深川　大地 高校2年 条幅 東福岡高等学校 特別賞

4 古城　青暉 小学3年 条幅 浅口市立金光小学校 特別賞

5 古城　奏来 幼 条幅 金光学園こども園 宮地嶽神社宮司賞

6 小林　月咲 小学2年 条幅 市原市立国文寺台西小学校 宮地嶽神社宮司賞

7 齋藤　美空 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 一般 条幅 九州女子大学 宮地嶽神社宮司賞

18 山口　桃子 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 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 一般 条幅 九州女子大学 審査員特別賞

21 梅田　梨里 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 一般 条幅 九州女子大学 審査員特別賞

23 北原　桃 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 一般 半紙 九州女子大学 審査員特別賞

25 塩川　朋奈 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 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 高校1年 条幅 東福岡高等学校 福岡県知事賞
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28 鮫島　恵子 一般 条幅 - 福岡県知事賞

29 井上　豪 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 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 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 一般 半紙 西南学院大学 福岡県知事賞

33 堀田　ひろと 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 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 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 一般 条幅 - 大分県知事賞

37 蓑田　菜摘 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 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 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 一般 半紙 - 大分県知事賞

41 池田　百晏 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 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 （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 一般 条幅 - 宮﨑県知事賞

45 船橋　和姫 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 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 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 一般 半紙 - 宮﨑県知事賞

49 遠藤　康太 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 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 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 一般 条幅 - 鹿児島県知事賞

53 池野　美空 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 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 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 一般 半紙 久留米大学 鹿児島県知事賞

57 深田　華乃 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 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 （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 一般 条幅 九州女子大学 福岡県議会議長賞

61 日下部　亜澪 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 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 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 一般 半紙 - 福岡県議会議長賞

65 津崎　春馬 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 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 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 一般 条幅 - 福岡県教育委員会賞

69 山下　慧黎 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 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 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 一般 半紙 - 福岡県教育委員会賞

73 上田　優衣 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 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 高校1年 条幅 東福岡高等学校 読売新聞社賞

76 小玉　美怜 一般 条幅 九州女子大学 読売新聞社賞

77 阪口　寧音 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 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 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 一般 半紙 - 読売新聞社賞

81 徳永　春菜 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 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 （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 一般 条幅 - ㈱福岡放送賞

85 城戸　優月 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 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 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 一般 半紙 - ㈱福岡放送賞

89 原田　帆乃香 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 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 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 一般 条幅 - ㈱エフエム福岡賞

93 山本　ともや 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 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 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 一般 半紙 九州女子大学 ㈱エフエム福岡賞

97 梅田　梨瑚 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 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 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 一般 条幅 九州女子大学 福岡市長賞

101 香田　侑亮 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 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 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 一般 半紙 - 福岡市長賞

105 内田　斐元 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 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 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 一般 条幅 - 宗像市長賞
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109 平山　友菜 小学5年 半紙 福岡市立高木小学校 宗像市長賞

110 泉　華蓮 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 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 一般 半紙 - 宗像市長賞

113 駒走　結衣 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 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 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 一般 条幅 九州女子大学 古賀市長賞

117 山本　愛子 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 中学1年 半紙 西南学院中学校 古賀市長賞

119 岡﨑　萌生 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 一般 半紙 - 古賀市長賞

121 片山　華奈 幼 条幅 あさひ幼稚園 福津市長賞

122 久東　華子 中学1年 条幅 福岡市立板付中学校 福津市長賞

123 安井　優 高校1年 条幅 東福岡高等学校 福津市長賞

124 田代　紀春 一般 条幅 - 福津市長賞

125 小見山　湊母 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 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 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 一般 半紙 - 福津市長賞

以上　　　　　１２８名


