
番号 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 学 年 用 紙 学 校 ・ 所 属 受賞

1 浄見 月皇子 ｷﾖﾐ ﾂｷｺ 中学3年生 条幅 西南学院中学校 特別賞（文部科学大臣）

2 柴田 琢実 ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾐ 一般 条幅 福岡大学 特別賞（環境大臣）

3 中村 美月 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 小学2年生 条幅 福岡市立鳥飼小学校 特別賞（経済安保大臣）

4 内藤 理仁 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾋﾄ 幼稚園 条幅 学校法人高松学園高松幼稚園 宮地嶽神社宮司賞

5 堀田 裕斗 ﾎｯﾀ ﾋﾛﾄ 小学2年生 条幅 伊万里市立東山代小学校 宮地嶽神社宮司賞

6 山住 彩七 ﾔﾏｽﾞﾐ ｱﾔﾅ 小学3年生 条幅 新宮町立新宮北小学校 宮地嶽神社宮司賞

7 鶴田 さくら ﾂﾙﾀ ｻｸﾗ 小学4年生 条幅 岐阜市立⾧森東小学校 宮地嶽神社宮司賞

8 井上 碧 ｲﾉｳｴ ﾘｸ 小学5年生 条幅 三重県四日市市立大矢知興譲小学校 宮地嶽神社宮司賞

9 岩本 華 ｲﾜﾓﾄ ﾊﾅ 小学6年生 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 中学1年生 条幅 新潟大学附属⾧岡中学校 宮地嶽神社宮司賞

11 髙田 遼太 ﾀｶﾀ ﾘｮｳﾀ 中学2年生 条幅 西南学院中学校 宮地嶽神社宮司賞

12 横山 七希歩 ﾖｺﾔﾏ ﾅﾅﾎ 中学3年生 条幅 宗像市立日の里中学校 宮地嶽神社宮司賞

13 芦原 桜音 ｱｼﾊﾗ ｶﾉﾝ 高校1年生 条幅 佐賀県立佐賀北高等学校 宮地嶽神社宮司賞

14 角田 菜緒 ｶｸﾀﾞ ﾅｵ 高校2年生 条幅 佐賀県立佐賀北高等学校 宮地嶽神社宮司賞

15 深川 大地 ﾌｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 高校3年生 条幅 学校法人東福岡学園東福岡高等学校 宮地嶽神社宮司賞

16 矢野 涼湖 ﾔﾉ ﾘｮｳｺ 一般 条幅 - 宮地嶽神社宮司賞

17 山田 ひなた ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾅﾀ 中学2年生 条幅 福岡市立和白丘中学校 審査員特別賞（杭迫）

18 南 花凛 ﾐﾅﾐ ｶﾘﾝ 高校1年生 条幅 鹿児島県立松陽高等学校 審査員特別賞（島谷）

19 田中 舞衣 ﾀﾅｶ ﾏｲ 高校3年生 条幅 佐賀県立佐賀北高等学校 審査員特別賞（松清）

20 内藤 綸香 ﾅｲﾄｳ ﾘﾝｶ 小学3年生 条幅 高松市立栗林小学校 審査員特別賞（井之上）

21 鍋島 奈歩 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾅﾎ 中学3年生 条幅 宗像市立城山中学校 審査員特別賞（岩田）

22 堀田 心彩 ﾎｯﾀ ｺｺｱ 小学5年生 条幅 伊万里市立東山代小学校 福岡県知事賞

23 安元 江莉加 ﾔｽﾓﾄ ｴﾘｶ 中学3年生 条幅 西南学院中学校 福岡県知事賞

24 白尾 幸志朗 ｼﾗｵ ｺｳｼﾛｳ 高校1年生 条幅 学校法人東福岡学園東福岡高等学校 福岡県知事賞

25 三上 意織 ﾐｶﾐ ｲｵﾘ 一般 条幅 福岡大学 福岡県知事賞

26 池田 百晏 ｲｹﾀﾞ ﾓｱ 小学6年生 条幅 真庭市立遷喬小学校 大分県知事賞

27 徳永 春菜 ﾄｸﾅｶﾞ ﾊﾙﾅ 中学1年生 条幅 福津市立津屋崎中学校 大分県知事賞

28 八頭司 美奈 ﾔﾄｳｼﾞ ﾐﾅ 高校3年生 条幅 佐賀県立佐賀北高等学校 大分県知事賞

29 檞 春穂 ｸﾇｷﾞ ｼｭﾝｹｲ 一般 条幅 - 大分県知事賞

30 佐々木 咲波 ｻｻｷ ｻﾅﾐ 小学1年生 条幅 高松市立屋島西小学校 宮﨑県知事賞

「宮地嶽第５４回光の道全国競書大会」受賞者一覧表
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31 大野 稜斗 ｵｵﾉ ﾀｶﾄ 中学2年生 条幅 福津市立津屋崎中学校 宮﨑県知事賞

32 井ノ上 莉華子 ｲﾉｳｴ ﾘｶｺ 高校2年生 条幅 鹿児島県立武岡台高等学校 宮﨑県知事賞

33 古園 耕治 ﾌﾙｿﾞﾉ ｺｳｼﾞ 一般 条幅 - 宮﨑県知事賞

34 原田 帆乃香 ﾊﾗﾀﾞ ﾎﾉｶ 小学2年生 条幅 倉敷市立沙美小学校 鹿児島県知事賞

35 香田 侑亮 ｺｳﾀﾞ ﾕｳｽｹ 中学1年生 条幅 福津市立津屋崎中学校 鹿児島県知事賞

36 田中 周 ﾀﾅｶ ｱﾏﾈ 高校3年生 条幅 佐賀県立佐賀北高等学校 鹿児島県知事賞

37 菅 由梨佳 ｽｶﾞ ﾕﾘｶ 一般 条幅 西南学院大学 鹿児島県知事賞

38 関 友希 ｾｷ ﾄﾓｷ 小学4年生 条幅 大野城市立大野東小学校 福岡県議会議⾧賞

39 仲 和海 ﾅｶ ｶｽﾞｳﾐ
中学2年

生
条幅 福津市立津屋崎中学校 福岡県議会議⾧賞

40 脇坂 梁斗 ﾜｷｻｶ ﾘｮｳﾄ 高校2年生 条幅 学校法人東福岡学園東福岡高等学校 福岡県議会議⾧賞

41 山下 真美 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾐ 一般 条幅 - 福岡県議会議⾧賞

42 小比賀 俐心 ｵﾋﾞｶ ﾘｺ 小学3年生 条幅 高松市立多肥小学校 福岡県教育委員会賞

43 上田 祐暢 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 中学3年生 条幅 明治学園中学校 福岡県教育委員会賞

44 久保田 瑛愛流 ｸﾎﾞﾀ ｴﾒﾙ 高校1年生 条幅 東京都立板橋有徳高等学校 福岡県教育委員会賞

45 倉光 純子 ｸﾗﾐﾂ ｼﾞｭﾝｺ 一般 条幅 - 福岡県教育委員会賞

46 緒方 斗紀 ｵｶﾞﾀ ﾄｳｷ 小学1年生 条幅 姶良市立柁城小学校 読売新聞社賞

47 岩本 純怜 ｲﾜﾓﾄ ｽﾐﾚ 中学2年生 条幅 宗像市立城山中学校 読売新聞社賞

48 柴田 夏希 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂｷ 高校2年生 条幅 佐賀県立佐賀北高等学校 読売新聞社賞

49 諸岡 友帆 ﾓﾛｵｶ ﾕｳﾎ 一般 条幅 - 読売新聞社賞

50 篠原 朝陽 ｼﾉﾊﾗ ｱｻﾋ 小学4年生 条幅 千葉県成田市立公津の杜小学校 ㈱福岡放送賞

51 𠮷次 柚葉 ﾖｼﾂｸﾞ ﾕｽﾞﾊ 中学1年生 条幅 福岡市立和白丘中学校 ㈱福岡放送賞

52 有村 朱音 ｱﾘﾑﾗ ｱｶﾈ 高校3年生 条幅 鹿児島県立鹿児島南高等学校 ㈱福岡放送賞

53 木村 珪遊 ｷﾑﾗ ｹｲﾕｳ 一般 条幅 - ㈱福岡放送賞

54 芦刈 心春 ｱｼｶﾘ ｺﾊﾙ 小学3年生 条幅 新宮町立新宮北小学校 ㈱エフエム福岡賞

55 松尾 孝太郎 ﾏﾂｵ ｺｳﾀﾛｳ 中学1年生 条幅 宗像市立城山中学校 ㈱エフエム福岡賞

56 北村 美優 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾋﾛ 高校1年生 条幅 佐賀県立佐賀北高等学校 ㈱エフエム福岡賞

57 馬場 陽丁 ﾊﾞﾊﾞ ﾖｳﾃｲ 一般 条幅 九州女子大学 ㈱エフエム福岡賞

58 森⾧ 咲月 ﾓﾘﾅｶﾞ ｻﾂｷ 小学5年生 条幅 宗像市立赤間小学校 福岡市⾧賞

59 田畑 ひより ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾖﾘ 中学3年生 条幅 宗像市立城山中学校 福岡市⾧賞

60 北田 埜娃 ｷﾀﾀﾞ ﾉｱ 高校1年生 条幅 福岡雙葉高等学校 福岡市⾧賞
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61 貝原 美咲 ｶｲﾊﾗ ﾐｻｷ 一般 条幅 九州女子大学 福岡市⾧賞

62 石井 萌衣 ｲｼｲ ﾒｲ 小学2年生 条幅 岡山市立灘崎小学校 宗像市⾧賞

63 山内 唯愛 ﾔﾏｳﾁ ﾕｱ 中学2年生 条幅 北九州市立板櫃中学校 宗像市⾧賞

64 木塚 凜 ｷﾂﾞｶ ﾘﾝ 高校2年生 条幅 佐賀県立佐賀北高等学校 宗像市⾧賞

65 坂田 眞澄 ｻｶﾀ ﾏｽﾐ 一般 条幅 - 宗像市⾧賞

66 岡田 桃果 ｵｶﾀﾞ ﾓﾓｶ 小学6年生 条幅 宗像市立赤間小学校 古賀市⾧賞

67 稲原 啓乃 ｲﾅﾊﾗ ﾋﾛﾉ 中学1年生 条幅 福岡県立宗像中学校 古賀市⾧賞

68 吉本 一葉 ﾖｼﾓﾄ ﾋﾄﾊ 高校3年生 条幅 佐賀県立佐賀北高等学校 古賀市⾧賞

69 吉居 李華 ﾖｼｲ ﾓﾓｶ 一般 条幅 九州女子大学 古賀市⾧賞

70 齋藤 美空 ｻｲﾄｳ ﾐｿﾗ 小学4年生 条幅 和歌山市立木本小学校 福津市⾧賞

71 小島 夢花 ｺｼﾞﾏ ﾕﾒｶ 中学3年生 条幅 福岡市立那珂中学校 福津市⾧賞

72 大瀧 莉子 ｵｵﾀｷ ﾘｺ 高校2年生 条幅 鹿児島県立松陽高等学校 福津市⾧賞

73 柳瀬 遊己 ﾔﾅｾ ﾕﾐ 一般 条幅 - 福津市⾧賞

74 小澤 南帆子 ｵｻﾞﾜ ﾅﾎｺ 小学5年生 半紙 明治学園小学校 審査員特別賞（本松）

75 北原 心 ｷﾀﾊﾗ ｺｺﾛ 小学4年生 半紙 柳川市立昭代第二小学校 審査員特別賞（下川）

76 山本 朋哉 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾔ 小学1年生 半紙 倉敷市立茶屋町小学校 福岡県知事賞

77 師岡 杏奈 ﾓﾛｵｶ ｱﾝﾅ 中学3年生 半紙 福岡市立那珂中学校 福岡県知事賞

78 須永 聖七 ｽﾅｶﾞ ｾﾅ 高校2年生 半紙 私立栄東高等学校 福岡県知事賞

79 菊地 佳奈 ｷｸﾁ ｶﾅ 一般 半紙 - 福岡県知事賞

80 粟田 聖悠 ｱﾜﾀ ﾐﾕ 小学6年生 半紙 白井市立南山小学校 大分県知事賞

81 阿部 佑亮 ｱﾍﾞ ﾕｳｽｹ 中学1年生 半紙 福岡県立宗像中学校 大分県知事賞

82 加藤 龍之介 ｶﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 高校1年生 半紙 久留米大学附設高等学校 大分県知事賞

83 山中 華鈴 ﾔﾏﾅｶ ｶﾘﾝ 一般 半紙 九州女子大学 大分県知事賞

84 井手 誠大 ｲﾃﾞ ﾏｻﾋﾛ 小学2年生 半紙 福岡市立和白東小学校 宮﨑県知事賞

85 谷澤 来美 ﾀﾆｻﾞﾜ ｸﾙﾐ 中学2年生 半紙 船橋市立前原中学校 宮﨑県知事賞

86 島田 優美子 ｼﾏﾀﾞ ﾕﾐｺ 高校3年生 半紙 早稲田大学系属早稲田実業学校 宮﨑県知事賞

87 堀内 快 ﾎﾘｳﾁ ｶｲ 一般 半紙 - 宮﨑県知事賞

88 城戸 優月 ｷﾄﾞ ﾕﾂﾞｷ 小学3年生 半紙 福岡市立板付小学校 鹿児島県知事賞

89 日下部 瑞萌 ｸｻｶﾍﾞ ﾐｽﾞﾎ 中学3年生 半紙 福岡市立那珂中学校 鹿児島県知事賞

90 中村 由汰 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 高校2年生 半紙 福岡県立小倉工業高等学校 鹿児島県知事賞
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91 濵島 美佳 ﾊﾏｼﾏ ﾐｶ 一般 半紙 - 鹿児島県知事賞

92 井上 紗羅 ｲﾉｳｴ ｻﾗ 小学5年生 半紙 福岡市立西高宮小学校 福岡県議会議⾧賞

93 丘村 楓季 ｵｶﾑﾗ ﾌｳｷ 中学2年生 半紙 川口市立上青木中学校 福岡県議会議⾧賞

94 山本 沙都子 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｺ 高校3年生 半紙 学校法人上智学院上智福岡中学高等学校 福岡県議会議⾧賞

95 松﨑 雅子 ﾏﾂｻﾞｷ ﾏｻｺ 一般 半紙 - 福岡県議会議⾧賞

96 山口 にこ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾆｺ 小学1年生 半紙 伊万里市立東山代小学校 福岡県教育委員会賞

97 内野 詩絵里 ｳﾁﾉ ｼｴﾘ 中学1年生 半紙 さいたま市立城南中学校 福岡県教育委員会賞

98 板山 由依 ｲﾀﾔﾏ ﾕｲ 高校1年生 半紙 鹿児島県立武岡台高等学校 福岡県教育委員会賞

99 竹之内 紗雪 ﾀｹﾉｳﾁ ｻｾﾂ 一般 半紙 - 福岡県教育委員会賞

100 小林 月咲 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂｶｻ 小学3年生 半紙 市原市立国分寺台西小学校 読売新聞社賞

101 奥村 琴乃 ｵｸﾑﾗ ｺﾄﾉ 中学2年生 半紙 福岡市立当仁中学校 読売新聞社賞

102 森 舞愛 ﾓﾘ ﾏﾘｱ 高校2年生 半紙 鹿児島県立武岡台高等学校 読売新聞社賞

103 久保 暁星 ｸﾎﾞ ｷﾞｮｳｾｲ 一般 半紙 - 読売新聞社賞

104 横山 莉子 ﾖｺﾔﾏ ﾘｺ 小学2年生 半紙 一宮市立奥小学校 ㈱福岡放送賞

105 大澤 美奈 ｵｵｻﾜ ﾐﾅ 中学3年生 半紙 福岡市立那珂中学校 ㈱福岡放送賞

106 大野 晴都 ｵｵﾉ ﾊﾙﾄ 高校1年生 半紙 福岡県立香住丘高等学校 ㈱福岡放送賞

107 池田 勝彦 ｲｹﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 一般 半紙 - ㈱福岡放送賞

108 小池 葉月 ｺｲｹ ﾊﾂﾞｷ 小学4年生 半紙 川口市立木曽呂小学校 ㈱エフエム福岡賞

109 井上 嘉連 ｲﾉｳｴ ｶﾚﾝ 中学1年生 半紙 福岡市立西高宮中学校 ㈱エフエム福岡賞

110 堂上 美咲 ﾄﾞｳﾉｳｴ ﾐｻｷ 高校3年生 半紙 鹿児島県立頴娃高等学校 ㈱エフエム福岡賞

111 池田 穂南 ｲｹﾀﾞ ｽｲﾅﾝ 一般 半紙 - ㈱エフエム福岡賞

112 日下部 亜澪 ｸｻｶﾍﾞ ﾂｸﾞﾐ 小学4年生 半紙 福岡市立弥生小学校 福岡市⾧賞

113 種村 ゆきな ﾀﾈﾑﾗ ﾕｷﾅ 中学2年生 半紙 川口市立神根中学校 福岡市⾧賞

114 安井 敬法 ﾔｽｲ ﾀｶﾉﾘ 高校2年生 半紙 九州国際大学付属高等学校 福岡市⾧賞

115 関原 美来 ｾｷﾊﾗ ﾐｸ 一般 半紙 - 福岡市⾧賞

116 平峰 花恋 ﾋﾗﾐﾈ ｶﾚﾝ 小学6年生 半紙 北九市立中井小学校 宗像市⾧賞

117 森口 心陽 ﾓﾘｸﾞﾁ ｺﾊﾙ 中学1年生 半紙 和歌山県立向陽中学校 宗像市⾧賞

118 ⾧元 希朱 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 高校1年生 半紙 福岡県立鞍手高等学校 宗像市⾧賞

119 吉田 康楓 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾌｳ 一般 半紙 - 宗像市⾧賞

120 金子 由来 ｶﾈｺ ﾕﾗ 小学5年生 半紙 戸田市立美女木小学校 古賀市⾧賞
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121 中原 里桜 ﾅｶﾊﾗ ﾘｵ 中学3年生 半紙 福岡県立宗像中学校 古賀市⾧賞

122 柴沼 杏奈 ｼﾊﾞﾇﾏ ｱﾝﾅ 高校3年生 半紙 茨城県立水戸第二高等学校 古賀市⾧賞

123 石井 美希 ｲｼｲ ﾐｷ 一般 半紙 敬愛大学 古賀市⾧賞

124 永田 爽夏 ﾅｶﾞﾀ ｻﾔｶ 小学1年生 半紙 福岡市立田島小学校 福津市⾧賞

125 小園 百愛 ｺｿﾞﾉ ﾓﾓｱ 中学1年生 半紙 筑陽学園中学校 福津市⾧賞

126 藤吉 英祥 ﾌｼﾞﾖｼ ｴｲｼｮｳ 一般 半紙 - 福津市⾧賞

127 寺師 梨々子 ﾃﾗｼ ﾘﾘｺ 高校3年生 半紙 鹿児島女子高等学校 福津市⾧賞

以上     １２７名


