
番号 氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 学 年 用 紙 学 校 ・ 所 属 受賞

1 脇坂　梁斗 ﾜｷｻｶ　ﾘｮｳﾄ 高校3年生 半切 東福岡高等学校 最優秀特別賞（文部科学大臣）

2 貝原　美咲 ｶｲﾊﾗ　ﾐｻｷ 一般 半切 九州女子大学 最優秀特別賞（国務大臣）

3 大野　稜斗 ｵｵﾉ　ﾀｶﾄ 中学3年生 半切 福津市立津屋崎中学校 最優秀特別賞（内閣府特命大臣）

4 内藤　理仁 ﾅｲﾄｳ　ﾏｻﾋﾄ 小学1年生 半切 高松市立栗林小学校 宮地嶽神社宮司賞

5 三瓶　なつき ｻﾝﾍﾟｲ　ﾅﾂｷ 小学2年生 半切 浅口市立金光小学校 宮地嶽神社宮司賞

6 堀田　裕斗 ﾎｯﾀ　ﾋﾛﾄ 小学3年生 半切 伊万里市立東山代小学校 宮地嶽神社宮司賞

7 出井　絢菜 ﾃﾞｲ　ｱﾔﾅ 小学4年生 半切 流山市立新川小学校 宮地嶽神社宮司賞

8 津崎　春馬 ﾂｻﾞｷ　ﾊﾙﾏ 小学5年生 半切 岡山大学教育学部附属小学校 宮地嶽神社宮司賞

9 上田　優衣 ｳｴﾀﾞ　ﾕｲ 小学6年生 半切 宗像市立赤間小学校 宮地嶽神社宮司賞

10 的場 匠海 ﾏﾄﾊﾞ　ﾀｸﾐ 中学1年生 半切 和歌山市立西浜中学校 宮地嶽神社宮司賞

11 永山　結梛 ﾅｶﾞﾔﾏ　ﾕﾅ 中学2年生 半切 倉敷市立東陽中学校 宮地嶽神社宮司賞

12 石橋　杏実 ｲｼﾊﾞｼ　ｺｺﾛ 中学3年生 半切 下関市立川中中学校 宮地嶽神社宮司賞

13 上田　祐暢 ｳｴﾀﾞ　ﾋﾛﾉﾌﾞ 高校1年生 半切 明治学園高等学校 宮地嶽神社宮司賞

14 今道　渉太 ｲﾏﾐﾁ　ｼｮｳﾀ 高校2年生 半切 東福岡高等学校 宮地嶽神社宮司賞

15 柴田　夏希 ｼﾊﾞﾀ　ﾅﾂｷ 高校3年生 半切 佐賀県立佐賀北高等学校 宮地嶽神社宮司賞

16 上田　祐輔 ｳｴﾀﾞ　ﾕｳｽｹ 一般 半切 福岡大学 宮地嶽神社宮司賞

17 倉元　ののか ｸﾗﾓﾄ　ﾉﾉｶ 中学2年生 半切 北九州市立板櫃中学校 審査員特別賞（杭迫先生）

18 浄見　月皇子 ｷﾖﾐ　ﾂｷｺ 高校1年生 半切 西南学院高等学校 審査員特別賞（島谷先生）

19 寺﨑　咲羽 ﾃﾗｻｷ　ｻﾜ 小学6年生 半切 倉敷市立茶屋町小学校 審査員特別賞（松清先生）

20 荻野　愛菜 ｵｷﾞﾉ　ｱｲﾅ 小学4年生 半切 所沢市立富岡小学校 審査員特別賞（野田先生）

21 白尾　幸志朗 ｼﾗｵ　ｺｳｼﾛｳ 高校2年生 半切 東福岡高等学校 審査員特別賞（井之上先生）

22 城戸　彩芽 ｷﾄﾞ　ｱﾔﾒ 幼稚園 半切 淡水幼稚園 審査員特別賞（岩田先生）

23 野元　柚那 ﾉﾓﾄ　ﾕﾅ 小学5年生 半切 熊谷市立佐谷田小学校 福岡県知事賞

24 仲　和海 ﾅｶ　ｶｽﾞｳﾐ 中学3年生 半切 福津市立津屋崎中学校 福岡県知事賞

25 角田　菜緒 ｶｸﾀﾞ　ﾅｵ 高校3年生 半切 佐賀県立佐賀北高等学校 福岡県知事賞

26 荘　凡和 ｼﾞｭﾜｰﾝ　ﾌｧﾝﾎｰｧ 一般 半切 - 福岡県知事賞

27 佐々木　咲波 ｻｻｷ　ｻﾅﾐ 小学2年生 半切 高松市立屋島西小学校 大分県知事賞

28 赤松　夏帆 ｱｶﾏﾂ　ｶﾎ 中学1年生 半切 伊万里市立国見中学校 大分県知事賞

29 大西　航太郎 ｵｵﾆｼ　ｺｳﾀﾛｳ 高校2年生 半切 東福岡高等学校 大分県知事賞

30 佐藤　真 ｻﾄｳ　ﾏｺﾄ 一般 半切 広島大学 大分県知事賞

「宮地嶽第５５回光の道全国競書大会」受賞者一覧表
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31 畑中　美春 ﾊﾀﾅｶ　ﾐﾊﾙ 小学3年生 半切 大阪狭山市立東小学校 宮﨑県知事賞

32 山内　唯愛 ﾔﾏｳﾁ　ﾕｱ 中学3年生 半切 北九州市立板櫃中学校 宮﨑県知事賞

33 嶋田　敬介 ｼﾏﾀﾞ　ｹｲｽｹ 高校1年生 半切 東福岡高等学校 宮﨑県知事賞

34 城下　紫水 ｼﾛｼﾀ　ｼｽｲ 一般 半切 - 宮﨑県知事賞

35 小比賀　俐心 ｵﾋﾞｶ　ﾘｺ 小学4年生 半切 高松市立多肥小学校 鹿児島県知事賞

36 稲原　啓乃 ｲﾅﾊﾗ　ﾋﾛﾉ 中学2年生 半切 福岡県立宗像中学校 鹿児島県知事賞

37 貝原　菜月 ｶｲﾊﾗ　ﾅﾂｷ 高校3年生 半切 佐賀県立佐賀北高等学校 鹿児島県知事賞

38 山口　桃子 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾓﾓｺ 一般 半切 九州女子大学 鹿児島県知事賞

39 河野　真依 ｺｳﾉ　ﾏｲ 小学6年生 半切 高松市立木太北部小学校 福岡県議会議長賞

40 上森　愛彩 ｳｴﾓﾘ　ﾏｱﾔ 中学1年生 半切 倉敷市立新田中学校 福岡県議会議長賞

41 袁　渟岳 ｴﾝ　ﾃｲｶﾞｸ 高校1年生 半切 東福岡高等学校 福岡県議会議長賞

42 鄭　淑惠 ｼﾞｭﾖﾝ　ｼｭｳﾎｩｲ 一般 半切 - 福岡県議会議長賞

43 篠原　蘭 ｼﾉﾊﾗ　ﾗﾝ 小学2年生 半切 成田市立公津の杜小学校 福岡県教育委員会賞

44 𠮷次　柚葉 ﾖｼﾂｸﾞ　ﾕｽﾞﾊ 中学2年生 半切 福岡市立和白丘中学校 福岡県教育委員会賞

45 井上　日陽 ｲﾉｳｴ　ﾋﾖｳ 高校3年生 半切 佐賀県立佐賀北高等学校 福岡県教育委員会賞

46 浪瀬　千早 ﾅﾐｾ　ﾁﾊﾔ 一般 半切 - 福岡県教育委員会賞

47 山石　彩乃 ﾔﾏｲｼ　ｱﾔﾉ 小学1年生 半切 熊谷市立熊谷西小学校 読売新聞社賞

48 山田　ひなた ﾔﾏﾀﾞ　ﾋﾅﾀ 中学3年生 半切 福岡市立和白丘中学校 読売新聞社賞

49 古賀　友望 ｺｶﾞ　ﾄﾓﾐ 高校2年生 半切 樟南高等学校 読売新聞社賞

50 檞　春穂 ｸﾇｷﾞ　ｼｭﾝｹｲ 一般 半切 - 読売新聞社賞

51 葛西　龍 ｶｻｲ　ﾘｭｳ 小学5年生 半切 黒石市立黒石小学校 ㈱福岡放送賞

52 岡田　桃果 ｵｶﾀﾞ　ﾓﾓｶ 中学1年生 半切 宗像市立城山中学校 ㈱福岡放送賞

53 鐘ヶ江　美月 ｶﾈｶﾞｴ　ﾐﾂﾞｷ 高校3年生 半切 佐賀県立佐賀北高等学校 ㈱福岡放送賞

54 渡邉　恵果 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｹｲｶ 一般 半切 九州女子大学 ㈱福岡放送賞

55 横山　莉子 ﾖｺﾔﾏ　ﾘｺ 小学3年生 半切 一宮市立奥小学校 ㈱エフエム福岡賞

56 蓑田　菜摘 ﾐﾉﾀﾞ　ﾅﾂﾐ 中学2年生 半切 八代市立千丁中学校 ㈱エフエム福岡賞

57 安元　江莉加 ﾔｽﾓﾄ　ｴﾘｶ 高校1年生 半切 西南学院高等学校 ㈱エフエム福岡賞

58 久恒　未有 ﾋｻﾂﾈ　ﾐﾕ 一般 半切 福岡教育大学 ㈱エフエム福岡賞

59 中村　美月 ﾅｶﾑﾗ　ﾐﾂﾞｷ 小学3年生 半切 福岡市立鳥飼小学校 福岡市長賞

60 安藤　凜 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾘﾝ 中学3年生 半切 加須市立昭和中学校 福岡市長賞
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61 板山　由依 ｲﾀﾔﾏ　ﾕｲ 高校2年生 半切 鹿児島県立武岡台高等学校 福岡市長賞

62 鮫島　恵子 ｻﾒｼﾏ　ｹｲｺ 一般 半切 - 福岡市長賞

63 山住　彩七 ﾔﾏｽﾞﾐ　ｱﾔﾅ 小学4年生 半切 新宮町立新宮北小学校 宗像市長賞

64 岩本　華 ｲﾜﾓﾄ　ﾊﾅ 中学1年生 半切 宗像市立城山中学校 宗像市長賞

65 北田　埜娃 ｷﾀﾀﾞ　ﾉｱ 高校2年生 半切 福岡雙葉高等学校 宗像市長賞

66 吉﨑　加奈 ﾖｼｻﾞｷ　ｶﾅ 一般 半切 九州女子大学 宗像市長賞

67 平元　さら ﾋﾗﾓﾄ　ｻﾗ 幼稚園 半切 倉敷かめやま保育園 古賀市長賞

68 佐々木　胡春 ｻｻｷ　ｺﾊﾙ 中学3年生 半切 黒石市立中郷中学校 古賀市長賞

69 内村　光希 ｳﾁﾑﾗ　ｺｳｷ 高校1年生 半切 東福岡高等学校 古賀市長賞

70 柿澤　真成 ｶｷｻﾞﾜ　ｼﾝｾｲ 一般 半切 大東文化大学 古賀市長賞

71 山口　にこ ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾆｺ 小学2年生 半切 伊万里市立東山代小学校 福津市長賞

72 松尾　孝太郎 ﾏﾂｵ　ｺｳﾀﾛｳ 中学2年生 半切 宗像市立城山中学校 福津市長賞

73 樋口　彰児 ﾋｸﾞﾁ　ｼｮｳｺﾞ 高校3年生 半切 東福岡高等学校 福津市長賞

74 友國　澄月 ﾄﾓｸﾆ　ﾁｮｳｹﾞﾂ 一般 半切 - 福津市長賞

75 芦刈　心春 ｱｼｶﾘ　ｺﾊﾙ 小学4年生 半紙 新宮町立新宮北小学校 審査員特別賞（本松先生）

76 久保　暁星 ｸﾎﾞ　ｷﾞｮｳｾｲ 一般 半紙 - 審査員特別賞（下川先生）

77 米倉　佑奈 ﾖﾈｸﾗ　ﾕﾅ 小学1年生 半紙 福岡市立板付小学校 福岡県知事賞

78 山内　結心 ﾔﾏｳﾁ　ﾕﾐ 中学1年生 半紙 北九州市立板櫃中学校 福岡県知事賞

79 井上　千鶴 ｲﾉｳｴ　ﾁﾂﾞﾙ 高校3年生 半紙 福岡県立筑紫丘高等学校 福岡県知事賞

80 濵島　美佳 ﾊﾏｼﾏ　ﾐｶ 一般 半紙 - 福岡県知事賞

81 池上　宙奈 ｲｹｶﾞﾐ　ｿﾗﾅ 小学6年生 半紙 横浜市立駒岡小学校 大分県知事賞

82 新保　心菜 ｼﾝﾎﾞ　ｺｺﾅ 中学2年生 半紙 新潟大学付属長岡中学校 大分県知事賞

83 本山　悠太 ﾓﾄﾔﾏ　ﾕｳﾀ 高校2年生 半紙 東福岡高等学校 大分県知事賞

84 滝　和道 ﾀｷ　ﾜﾄﾞｳ 一般 半紙 - 大分県知事賞

85 北原　心 ｷﾀﾊﾗ　ｺｺﾛ 小学5年生 半紙 柳川市立昭代第二小学校 宮﨑県知事賞

86 芦刈　佳歩 ｱｼｶﾘ　ｶﾎ 中学3年生 半紙 新宮町立新宮中学校 宮﨑県知事賞

87 上妻　優 ｺｳﾂﾞﾏ　ﾕｳ 高校2年生 半紙 鹿児島県立武岡台高等学校 宮﨑県知事賞

88 脇谷　泉 ﾜｷﾔ　ｲｽﾞﾐ 一般 半紙 九州女子大学 宮﨑県知事賞

89 小見山　湊母 ｺﾐﾔﾏ　ﾐﾅﾓ 小学3年生 半紙 福津市立福間南小学校 鹿児島県知事賞

90 秋田　姫依 ｱｷﾀ　ﾋﾖﾘ 中学2年生 半紙 岡山県立倉敷天城中学校 鹿児島県知事賞
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91 石橋　涼 ｲｼﾊﾞｼ　ｽｽﾞ 高校1年生 半紙 鹿児島県立武岡台高等学校 鹿児島県知事賞

92 木村　珪遊 ｷﾑﾗ　ｹｲﾕｳ 一般 半紙 - 鹿児島県知事賞

93 黒河　亘太 ｸﾛｶﾜ　ｺｳﾀ 小学2年生 半紙 高松市立多肥小学校 福岡県議会議長賞

94 浮辺　怜奈 ｳｹﾍﾞ　ﾚﾅ 中学1年生 半紙 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校 福岡県議会議長賞

95 中村　由汰 ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳﾀ 高校3年生 半紙 福岡県立小倉工業高等学校 福岡県議会議長賞

96 村上　嘉子 ﾑﾗｶﾐ　ﾖｼｺ 一般 半紙 - 福岡県議会議長賞

97 小池　葉月 ｺｲｹ　ﾊﾂﾞｷ 小学5年生 半紙 川口市立木曽呂小学校 福岡県教育委員会賞

98 森　紗栄 ﾓﾘ　ｻｴ 中学2年生 半紙 私立専修大松戸中学校 福岡県教育委員会賞

99 横山　七希歩 ﾖｺﾔﾏ　ﾅﾅﾎ 高校1年生 半紙 福岡市立N高等学校 福岡県教育委員会賞

100 前平　南美 ﾏｴﾊﾗ　ﾐﾅﾐ 一般 半紙 - 福岡県教育委員会賞

101 黒田　詢和 ｸﾛﾀﾞ　ｼﾞｭﾝﾅ 小学1年生 半紙 柳川市立矢留小学校 読売新聞社賞

102 白戸　葉奈子 ｼﾛﾄ　ﾊﾅｺ 中学3年生 半紙 田舎館村立田舎館中学校 読売新聞社賞

103 須永　聖七 ｽﾅｶﾞ　ｾﾅ 高校3年生 半紙 私立栄東高等学校 読売新聞社賞

104 生野　惠代 ｲｸﾉ　ﾔｽﾖ 一般 半紙 - 読売新聞社賞

105 山下　愛心 ﾔﾏｼﾀ　ﾏﾅﾐ 小学6年生 半紙 宗像市立河東西小学校 ㈱福岡放送賞

106 櫻井　理世 ｻｸﾗｲ　ﾘﾖ 中学1年生 半紙 福岡私立福岡女学院中学校 ㈱福岡放送賞

107 西　紀佳 ﾆｼ　ﾉﾘｶ 高校2年生 半紙 鹿児島県立武岡台高等学校 ㈱福岡放送賞

108 林田　卓丸 ﾊﾔｼﾀﾞ　ﾀｸﾏﾙ 一般 半紙 - ㈱福岡放送賞

109 鵜澤　咲菜 ｳｻﾞﾜ　ｻﾅ 小学3年生 半紙 船橋市立大穴小学校 ㈱エフエム福岡賞

110 今藤　大智 ｲﾏﾌｼﾞ　ﾀﾞｲﾁ 中学3年生 半紙 福岡市立片江中学校 ㈱エフエム福岡賞

111 間浦　妃花 ﾏｳﾗ　ﾋﾒｶ 高校3年生 半紙 鹿児島女子高等学校 ㈱エフエム福岡賞

112 藤吉　英祥 ﾌｼﾞﾖｼ　ｴｲｼｮｳ 一般 半紙 - ㈱エフエム福岡賞

113 深田　真麻 ﾌｶﾀﾞ　ﾏｱｻ 小学2年生 半紙 八代市立麦島小学校 福岡市長賞

114 村上　七海 ﾑﾗｶﾐ　ﾅﾅﾐ 中学1年生 半紙 宗像市立河東中学校 福岡市長賞

115 浦郷　百花 ｳﾗｺﾞｳ　ﾓﾓｶ 高校2年生 半紙 指宿市立指宿商業高等学校 福岡市長賞

116 陳　默 ﾁｪﾝ　ﾓｰ 一般 半紙 - 福岡市長賞

117 西村　祥汰 ﾆｼﾑﾗ　ｼｮｳﾀ 小学4年生 半紙 川島町立つばさ北小学校 宗像市長賞

118 鯨井　梅 ｸｼﾞﾗｲ　ｳﾒ 中学2年生 半紙 越谷市立東中学校 宗像市長賞

119 田中　咲楽 ﾀﾅｶ　ｻｸﾗ 高校1年生 半紙 鹿児島県立武岡台高等学校 宗像市長賞

120 松﨑　雅子 ﾏﾂｻﾞｷ　ﾏｻｺ 一般 半紙 - 宗像市長賞
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121 倉元　こころ ｸﾗﾓﾄ　ｺｺﾛ 小学5年生 半紙 北九州市立中井小学校 古賀市長賞

122 小林　天音 ｺﾊﾞﾔｼ　ｱﾏﾈ 中学2年生 半紙 市原市立国分寺台西中学校 古賀市長賞

123 川口　海月 ｶﾜｸﾞﾁ　ﾐﾂﾞｷ 高校3年生 半紙 鹿児島女子高等学校 古賀市長賞

124 大池　久子 ｵｵｲｹ　ﾋｻｺ 一般 半紙 - 古賀市長賞

125 小澤　南帆子 ｵｻﾞﾜ　ﾅﾎｺ 小学6年生 半紙 明治学園小学校 福津市長賞

126 髙野　美心 ﾀｶﾉ　ﾐｺﾄ 中学1年生 半紙 東京都青梅市立第2中学校 福津市長賞

127 井上　果音 ｲﾉｳｴ　ｶﾉﾝ 高校1年生 半紙 埼玉県立越谷北高等学校 福津市長賞

128 新宮領　かおり ｼﾝｸﾞｳﾘｮｳ　ｶｵﾘ 一般 半紙 - 福津市長賞

以上　　　　　１２８名


