
№ 揮毫者名 ふりがな 所属学校 区分 学年 受賞

1 陶山　唱太 すやま　しょうた 東福岡高等学校 高校生 2 特別賞
2 大木　愛 おおぎ　まなみ 岡山県倉敷市立茶屋町小学校 小学生 2 特別賞
3 津崎　春馬 つざき　はるま 国立岡山大学附属小学校 小学生 1 宮司賞
4 梅田　梨瑚 うめだ　りこ 倉敷市立玉島小学校 小学生 2 宮司賞
5 山下　慧黎 やました　すいれい 粕屋西小学校 小学生 3 宮司賞
6 秋田　姫依 あきた　ひより 岡山県倉敷市立茶屋町小学校 小学生 4 宮司賞
7 岩本　純怜 いわもと　すみれ 赤間小学校 小学生 5 宮司賞
8 鍋島　奈歩 なべしま　なほ 赤間小学校 小学生 6 宮司賞
9 松尾　龍之介 まつお　りゅうのすけ 城山中学校 中学生 1 宮司賞
10 井上　千鶴 いのうえ　ちずる 高宮中学校 中学生 2 宮司賞
11 松原　遥香 まつばら　はるか 倉敷市立南中学校 中学生 3 宮司賞
12 井上　朋香 いのうえ　ともか 福岡雙葉高校 高校生 1 宮司賞
13 田中　穂香 たなか　ほのか 鹿屋高校 高校生 2 宮司賞
14 中村　康太郎 なかむら　こうたろう 東福岡高等学校 高校生 3 宮司賞
15 浄見　月皇子 きよみ　つきこ 福岡雙葉小学校 小学生 6 福岡県知事賞
16 関　遥菜 せき　はるな 大野東 中学生 2 福岡県知事賞
17 柴田　琢実 しばた　たくみ 東福岡高等学校 高校生 3 福岡県知事賞
18 富田　愛結美 とみた　あゆみ 板付小学校 小学生 3 福岡県知事賞
19 吉武　美月 よしたけ　みつき 城山中学校 中学生 1 福岡県知事賞
20 下川　愛佳 しもかわ　あいか 筑紫高校 高校生 2 福岡県知事賞
21 松尾　孝太郎 まつお　こうたろう 赤間小学校 小学生 4 大分県知事賞
22 石津　志乃 いしづ　しの 津屋崎 中学生 3 大分県知事賞
23 御崎　大遥 みさき　まさはる 東福岡高等学校 高校生 1 大分県知事賞
24 せき　ともき せき　ともき 大野東小学校 小学生 1 大分県知事賞
25 石津　奏乃 いしづ　かの 津屋崎中学校 中学生 3 大分県知事賞
26 日下部　維風 くさかべ　いぶき 武蔵台高等学校 高校生 1 大分県知事賞
27 尾﨑　翔也 おざき　しょうや ノートルダム清心女子大学附属小学校 小学生 5 宮崎県知事賞
28 小方　麻鈴 おがた　まりん 日の里中学校 中学生 1 宮崎県知事賞
29 吉田　光佑 よしだ　こうすけ 東福岡高等学校 高校生 1 宮崎県知事賞
30 香田　侑亮 こうだ　ゆうすけ 津屋崎小 小学生 4 宮崎県知事賞
31 前川　乃胡 まえかわ　のこ 那珂中学校 中学生 2 宮崎県知事賞
32 行田　莉奈 ゆきた　りな 福岡県立糸島高等学校 高校生 2 宮崎県知事賞
33 古城　青暉 こじょう　はるき 浅口市立金光小学校 小学生 1 鹿児島県知事賞
34 垂水　友里 たるみ　ゆり 福間中学校 中学生 3 鹿児島県知事賞
35 山下　竜輝 やました　りゅうき 東福岡高等学校 高校生 2 鹿児島県知事賞
36 仲　和海 なか　かずうみ 津屋崎小 小学生 5 鹿児島県知事賞
37 山本　沙都子 やまもと　さとこ 上智福岡中学校 中学生 3 鹿児島県知事賞
38 平山　菜未希 ひらやま　なみき 福岡県立春日高等学校 高校生 2 鹿児島県知事賞
39 山本　玄舞 やまもと　げんぶ 河東西小学校 小学生 2 審査員特別賞
40 富加見　舜 ふかみ　しゅん 鹿児島市立桜丘西小学校 小学生 3 審査員特別賞
41 佐藤　訓平 さとう　くんぺい 東福岡高等学校 高校生 3 審査員特別賞
42 鍋島　令奈 なべしま　れな 城山中学校 中学生 2 審査員特別賞
43 山田　美空 やまだ　みく 鹿児島県立松陽高等学校 高校生 2 審査員特別賞
44 大野　晴都 おおの　はると 津屋崎中学校 中学生 1 審査員特別賞
45 菅　陽海 すが　はるみ 大野中 中学生 2 審査員特別賞
46 髙田　遼太 たかた　りょうた 津屋崎小学校 小学生 5 福岡県議会議長賞

47 本山　悠太 もとやま　ゆうた 高宮中学校 中学生 1 福岡県議会議長賞

48 柴田　古都晴 しばた　ことはる 東福岡高等学校 高校生 2 福岡県議会議長賞

49 安元　江莉加 やすもと　えりか 福岡雙葉小学校 小学生 6 福岡県議会議長賞

50 長元　希朱 ながもと　のぞみ 直方第三 中学生 1 福岡県議会議長賞

51 八波　昂希 やつなみ　ゆうき 東福岡高校 高校生 1 福岡県議会議長賞
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52 田畑　ひより たばた　ひより 赤間小学校 小学生 6 福岡県教育委員会賞

53 中川　裕稀 なかがわ　ゆうき 津屋崎中学校 中学生 2 福岡県教育委員会賞

54 三上　意織 みかみ　いおり 東福岡高等学校 高校生 3 福岡県教育委員会賞

55 日下部　亜澪 くさかべ　つぐみ 弥生小学校 小学生 1 福岡県教育委員会賞

56 川上　颯希 かわかみ　さき 城山中学校 中学生 3 福岡県教育委員会賞

57 成水　美波 なるみず　みな 春日高校 高校生 2 福岡県教育委員会賞

58 尾﨑　航大 おざき　こうだい ノートルダム清心女子大学附属小学校 小学生 4 読売新聞社賞
59 石瀧　凜 いしたき　りん 城山中学校 中学生 1 読売新聞社賞
60 山口　桃子 やまぐち　ももこ 佐賀県立佐賀北高等学校 高校生 1 読売新聞社賞
61 尾池　紅々苗 おいけ　ここな 倉敷市立味野小学校 小学生 3 読売新聞社賞
62 吉永　美緒 よしなが　みお 明光学園中 中学生 3 読売新聞社賞
63 堤　琉南 つつみ　るな 福岡県立春日高等学校 高校生 1 読売新聞社賞
64 喜多川　太陽 きたがわ　たいよう 長尾小学校 小学生 1 ㈱福岡放送賞
65 小出　充隼 こいで　みつはや 岡山県立倉敷天城中学校 中学生 1 ㈱福岡放送賞
66 河合　拓馬 かわい　たくま 九州国際大学付属高等学校 高校生 3 ㈱福岡放送賞
67 徳永　春菜 とくなが　はるな 津屋崎小学校 小学生 4 ㈱福岡放送賞
68 吉武　美虹 よしたけ 城山中学校 中学生 1 ㈱福岡放送賞
69 内田　千奈津 うちだ　ちなつ 大和青藍高等学校 高校生 1 ㈱福岡放送賞
70 古城　美空 こじょう　みく 浅口市立金光小学校 小学生 4 ㈱エフエム福岡賞

71 西　美虹 にし　みこ 那珂中学校 中学生 2 ㈱エフエム福岡賞

72 杉野　風香 すぎの　ふうか 鹿屋高校 高校生 2 ㈱エフエム福岡賞

73 仲　にいな なか　にいな 津屋崎 小学生 2 ㈱エフエム福岡賞

74 新開　智怜 しんかい　ちさと 小郡市立三国中学校 中学生 3 ㈱エフエム福岡賞

75 宮﨑　杏姫 みやざき　あき 福岡県立春日高等学校 高校生 2 ㈱エフエム福岡賞

76 前田　美桜 まえだ　みお 那珂南小学校 小学生 4 福岡市長賞
77 田畑　もみじ たばた　もみじ 城山中学校 中学生 3 福岡市長賞
78 小川　未鈴 おがわ　みすず 鹿児島県立松陽高等学校 高校生 1 福岡市長賞
79 中原　花菜 なかはら　はな 和白東小学校 小学生 3 福岡市長賞
80 森　彩華 もり　あやか 福間東中学校 中学生 2 福岡市長賞
81 大野　陸渡 おおの　りくと 香椎高校 高校生 1 福岡市長賞
82 川端　祐遼 かわばた　ゆうと 岡山県倉敷市立茶屋町小学校 小学生 6 宗像市長賞
83 尾﨑　那奈 おざき　なな 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 中学生 2 宗像市長賞
84 川端　隆嗣 かわばた　たかし 香椎高校 高校生 2 宗像市長賞
85 守田　莉鈴 もりた　りりん 新宮北小学校 小学生 4 宗像市長賞
86 徳毛　亜美 とくも　あみ 三国中学校 中学生 3 宗像市長賞
87 阪上　ちひろ さかうえ　ちひろ 福岡県立糸島高等学校 高校生 1 宗像市長賞
88 岩谷　真唯 いわたに　まい 倉敷市立茶屋町小学校 小学生 3 古賀市長賞
89 重川　花奈 しげかわ　はな 城山中学校 中学生 3 古賀市長賞
90 白垣　絢清 しらがき　じゅんせい 東福岡高等学校 高校生 1 古賀市長賞
91 江頭　みき えがしら　みき 川口小学校 小学生 1 古賀市長賞
92 大塚　心 おおつか　こころ 那珂中学校 中学生 2 古賀市長賞
93 中村　巴香 なかむら　ともか 福岡県立糸島高等学校 高校生 2 古賀市長賞
94 池下　遥登 いけした　はると 岡山県都窪郡早島町立早島小学校 小学生 3 福津市長賞
95 宗岡　真由 むなおか　まゆ 福間東中学校 中学生 2 福津市長賞
96 河東　利季 かわひがし　りき 東福岡高等学校 高校生 3 福津市長賞
97 桒野　由翔 くわの　ゆうと 香住丘小学校 小学生 2 福津市長賞
98 石井　愛海 いしい　あみ 倉敷市立味野中学校 中学生 3 福津市長賞
99 宗　美里 そう　みさと 福岡県立糸島高等学校 高校生 1 福津市長賞


