
特　別　賞

徳重　結舞 鹿児島市立伊敷小学校 1 福嶋　優莉 鹿児島市立甲南中学校 2

塩川　朋奈 池田学園池田小学校 2 泉　朱華 鹿児島市立伊敷中学校 3

福永　啓斗 鹿児島市立山下小学校 3 志方　愛海 鹿児島玉龍高校 2

外園　千咲子 鹿児島市立福平小学校 4 谷山　暖 松陽高校 2

辻　華音 薩摩川内市立可愛小学校 5 山舘　茂

大島　崇実 鹿児島星峯東小学校 6 安島　かおり

渕下　志 さつま町立鶴田中学校 1

NHK鹿児島放送局賞 松澤　歩咲 鹿児島市立伊敷小学校 2 泉　華蓮 鹿児島市立伊敷中学校 1

南日本新聞社賞 有村　真那 鹿児島市立名山小学校 5 川畑　桃佳 鹿児島市立和田中学校 2

冨滿　由希人 つばき幼稚園 中野　琴音 加治木高校 2

菖蒲谷　優里 薩摩川内市立育英小学校 6 小山　莉奈 甲南高校 2

谷口　綾子 鹿児島市立城西中学校 1 義村　和貴

岩下　樹 鹿児島市立中山小学校 1 林　愛梨 薩摩川内市立川内北中学校 1

馬場　彩寧 鹿児島市立吉野東小学校 2 庄　瑛宇 指宿市立北指宿中学校 2

山本　つきさ 鹿児島市立桜丘西小学校 3 山元　綾乃 薩摩川内市立川内中央中学校 3

枦　亜季 鹿児島市立伊敷台小学校 4 大島　千典 私立鹿児島修学館中学校 3

木下　悠太郎 鹿児島三育小学校 5 田辺　愛梨 鹿児島南高校 2

吉川　凜音 薩摩川内市立育英小学校 5 大重　愛璃 私立鹿児島修学館高校 3

藤本　絢子 鹿児島市立草牟田小学校 6 新福　小百合

靏野　澪 薩摩川内市立可愛小学校 6 福田　園子

平　真理絵 鹿児島市立伊敷中学校 1

西郷南洲大賞

鹿児島観光コンベンション協会賞

鹿児島市維新ふるさと館賞



最上　由依菜 鹿児島市立吉野小学校 1 井上　ひなた 甲南高校 2

上薗　四つ葉 鹿屋市立寿小学校 2 西村　茉穂 松陽高校 2

内田　実玖 鹿児島市立西谷山小学校 3 佐々木　怜美 川内高校 2

金田　凛咲 鹿児島市立福平小学校 4 山下　真奈 鹿児島玉龍高校 2

小野　夏希 鹿児島市立武岡小学校 5 髙津　葵 鹿児島女子高校 2

水野　琴子 薩摩川内市立可愛小学校 6 眞方　咲綺 私立鹿児島修学館高校 2

西原　楓葉 鹿児島大学附属中学校 1 榎園　和代

居細工　知菜 鹿児島市立谷山北中学校 2 岸良　和彦

今村　采楊子 鹿児島大学附属中学校 3 西牟禮　慶子

木之下　花穂 甲南高校 2 前畠　蘭洲

上夷　沙知 ゆのもと記念病院保育室えんじぇるくらぶ 本村　姫香 串良商業高校 2

今村　璃亜 ゆのもと記念病院保育室えんじぇるくらぶ 平石　陶子 甲南高校 2

國生　笑禾 鹿児島市立草牟田小学校 1 入江田　望玖 甲南高校 2

市山　和虹 鹿児島市立和田小学校 2 横山　和奏 甲南高校 2

上谷　芽生 指宿市立魚見小学校 2 今別府　里奈 甲南高校 2

谷口　絢子 鹿児島市立原良小学校 3 田井村　愛梨 鹿児島玉龍高校 2

富加見　舜 鹿児島市立桜丘西小学校 3 長岡　聖奈 鹿児島玉龍高校 2

松山　みう 枕崎市立枕崎小学校 3 西田　亜衣 鹿児島玉龍高校 2

尾込　心々寧 南九州市立高田小学校 4 角　亜美佳 鹿児島女子高校 2

島田　ひかる 鹿児島大学附属小学校 4 新穂　文健 出水高校 2

北村　真悠 鹿児島大学附属小学校 4 相星　雅泉

計屋　希優 鹿児島市立鴨池小学校 5 渡　恵柳

木山　麗来 薩摩川内市立可愛小学校 5 新留　縁

平川　義経 いちき串木野市立市来小学校 6 児島　玲奈

山元　煋己 薩摩川内市立平佐西小学校 6 仮屋　典子

児島　吏虹 鹿児島市立春山小学校 6 御園　紅美

有馬　詞実 鹿児島市立谷山北中学校 1 中島　正子

浦郷　百花 指宿市立山川中学校 1 楠　真理子

園田　実央 鹿児島市立坂元中学校 2 二木　清佳

迫田　花凜 鹿児島市立和田中学校 2 益満　沙耶香

吉田　薫 鹿児島市立玉龍中学校 3 福園　翠雨

新名主　美弥子 鹿児島玉龍中学校 3 武　香峰

福田　莉々 鹿児島高校 1

優秀賞

秀作賞



小１の部
中野　結愛 鹿児島市立大明丘小学校 内野　結莉 ヴェリタスこども園 中島　幸星 鹿児島大学附属小学校 井上　くれは かや幼稚園

藤田　莉々菜 鹿児島市立石谷小学校 吉留　あさひ 鹿児島市立武岡小学校 新納　央遼 鹿児島市立吉野小学校 小出水　優葵 鹿屋市立寿北小学校

内村　凜 鹿児島大学附属小学校 岩﨑　美莉愛 鹿児島市立吉野東小学校 石堂　駈 駒走　結衣 鹿児島市立鴨池保育園

横峯　李香 カトリック垂水幼稚園 松木　みなみ 鹿児島市立福平小学校 上舞　吏鞍 南さつま市立加世田小学校

小２の部
江田　菜子 鹿児島市立草牟田小学校 栄　咲妃子 鹿児島市立伊敷小学校 内田　佳芳 鹿児島市立西谷山小学校 山岡　絢音 鹿児島市立八幡小学校

園田　奈央 鹿児島市立坂元小学校 川原　渉 霧島市立日当山小学校 東　花帆 指宿市立丹波小学校

竪山　千尋 鹿児島市西紫原小学校 上之　みち子 南九州市立霜出小学校 宮永　ひより 鹿屋市立寿北小学校

小３の部
重留　日葵 鹿児島市立坂元小学校 山元　愛果 薩摩川内市立亀山小学校 桑鶴　凪彩 指宿市立魚見小学校 吉行　世舟 鹿屋市立花岡小学校

有川　星甫 鹿児島市立伊敷台小学校 原　航世 鹿児島市立吉野小学校 粟田　花音 霧島市立天降川小学校 上川　茉耶 鹿児島市立松原小学校

岡村　菜々子 鹿児島市立錦江台小学校 松田　のん 薩摩川内市立平佐西小学校 長田　珠菜 鹿児島市立武岡小学校 酒匂　詩織 鹿児島市立中郡小学校

浮辺　怜奈 鹿児島市立名山小学校 上村　佳暖 鹿児島市立中山小学校 上野　愛桜 鹿児島市立武岡小学校

小４の部
川口　佳奈恵 鹿児島市立松元小学校 永井　萌々香 鹿児島市立中洲小学校 有園　斗真 南九州市立知覧小学校 馬場　悠颯 鹿児島市立吉野東小学校

福田　もも 日置市立妙円寺小学校 谷山　未唯夏 鹿児島市立紫原小学校 東　真優 鹿児島市立中山小学校 上大田　理愛 鹿屋市立大姶良小学校

奥園　あおい 鹿児島市立坂元小学校 南　莉愛 霧島市立日当山小学校 岸田　和也 鹿児島市立中山小学校 林　さくら 鹿児島大学附属小学校

奥山　利輝 鹿屋市立花岡小学校 太皷　琉心 南九州市立川辺小学校 廣津　咲希 鹿児島市立皇徳寺小学校

小５の部
甲﨑　離澄 垂水市立新城小学校 中西　佐穂子 鹿児島市立清水小学校 福元　悠真 鹿児島市立田上小学校 庄　啓文 指宿市立柳田小学校

徳　心温 鹿児島大学附属小学校 倉狩　杏奈 鹿児島市立吉野小学校 水流　光陽 鹿児島市立宇宿小学校 井之上　史歩 垂水市立垂水小学校

末次　愛梨 鹿児島市立桜丘東小学校 森田　樹俐 鹿児島市立福平小学校 西　望結 鹿児島市立中山小学校 井之上　沙弥 垂水市立垂水小学校

切通　涼 鹿児島大学附属小学校 新田　真子 鹿児島市立伊敷小学校 篠原　凜 指宿市立柳田小学校

小６の部
青木　彩 鹿児島市立春山小学校 川越　桂聖 鹿児島市立山下小学校 岩切　めい 鹿屋市立西原小学校 福田　桃々 鹿児島市立清和小学校

園田　眞央 鹿児島市立坂元小学校 濵島　啓丞 鹿児島市立玉江小学校 谷山　寿 鹿児島市立伊敷小学校 東　隆成 指宿市立丹波小学校

田之上　明暖 鹿児島市立西田小学校 大迫　七子 鹿児島大学附属小学校 猪俣　麻桜 鹿児島市立伊敷台小学校 横山　晃大 姶良市立帖佐小学校

粢田　未波 鹿児島市立桜丘西小学校 有馬　こまち 薩摩川内市立可愛小学校 下園　凱斗 枕崎市立枕崎小学校

中１の部
本村　咲和 鹿屋市立第一鹿屋中学校 高橋　亜実 鹿児島市立天保山中学校 西山　凜音 鹿児島市立紫原中学校 仮屋薗　心晴 鹿屋市立花岡中学校

野元　昊 鹿屋市立第一鹿屋中学校 久保田　菜々 鹿児島市立伊敷台中学校 前盛　愛奈 薩摩川内市立川内南中学校 井之上　真結 垂水市立垂水中央中学校

田中　菜々美 鹿屋市立第一鹿屋中学校 小濵　彩愛 池田学園池田中学校 森茂　琴葉 霧島市立隼人中学校 新畑　俐一 楠隼中学校

江田　莉子 鹿児島市立伊敷中学校 前田　智佳 鹿屋市立第一鹿屋中学校 内田　怜那 鹿児島市立谷山中学校

髙橋　温雅 鹿児島市立武岡中学校 原　初寧 鹿児島市立吉野中学校 岸田　直子 鹿児島市立谷山北中学校

中２の部
井ノ上　莉華子 鹿児島市立吉野東中学校 肝付　さくら 鹿児島玉龍中学校 下川　乃湖 薩摩川内市立川内南中学校 知識　莉子 鹿児島市立甲南中学校

外園　千佳子 鹿児島玉龍中学校 森　清香 日置市立東市来中学校 廣津　穂香 修学館中学校 鳥越　響咲 鹿児島市立甲南中学校

上林山　璃緒 鹿児島市立谷山中学校 川原　光希 霧島市立国分中学校 田畑　蘭来 指宿市立山川中学校

池田　鈴音 鹿児島市立玉龍中学校 久保　和希 霧島市立日当山中学校 花倉　優来 鹿児島市立伊敷台中学校

中３の部
江田　真子 鹿児島市立伊敷中学校 宮田　光里 鹿児島市立東谷山中学校 福永　怜央 鹿児島市立甲東中学校 山内　葵 鹿屋市立第一鹿屋中学校

長嶺　伶 鹿児島市立伊敷中学校 廻　笑花 鹿児島市立東谷山中学校 田畑　那緒 鹿児島市立谷山北中学校

眞邉　佳菜 鹿屋市立鹿屋東中学校 関原　美佑 鹿児島大学附属中学校 坂元　里菜 指宿市立山川中学校

高校（半紙）の部

吉屋　実咲 甲南高校 長岡　聖奈 鹿児島玉龍高校 山田　美空 松陽高校 勝瀬　衣月 鹿児島県立武岡台高校

廣瀬　寧々 甲南高校 志方　愛海 鹿児島玉龍高校 大島　夕奈 私立鹿児島修学館高校 宮下　真奈 鹿児島女子高校

岩下　真子 甲南高校 上薗　未沙 川内商工高校 小牟田　祭 鹿児島県立武岡台高校 宮田　志歩 鹿児島女子高校

小濵田　夏希 鹿児島県立武岡台高校 髙津　葵 鹿児島女子高校 鶴田　未来 鹿児島県立武岡台高校 米玉利　未来 鹿児島女子高校

伊集院　和叶 鹿児島県立武岡台高校 今村　心美 鹿児島県立川辺高校 種子田　桃子 鹿児島県立武岡台高校 轟木　さくら 鹿児島県立川辺高校

一般（半紙）の部

仮屋　典子 古賀　さと子 塩田　真子 赤崎　春奈
深野　史子 園田　靖枝 石川　豊美 猿樂　一恵
増山　澄子 酒匂　爽泉 川添　睦子 伊東　貴子
岸良　和彦 田中　典子 中水　イサ子 迫坪　佳代
立石　雲龍 𠮷田　紫詠 牧迫　由加 植松　佳代
上釜　孝子 金竹　晴柳 茅野　裕一 木原　まゆみ
二俣　月香 堀之内　希美 檜物　奈緒子 上川　麻衣子
東　曄香 杉本　龍峰 平田　綾 今村　陽一
南　澄夫 中山　香一郎 渡辺　結花

高校（半切）の部

横路　梨央 鹿児島南高校 折田　千佳 加治木高校 梅田　佳奈 鹿児島女子高校 百枝　京華 南大隅高校

福留　美希 鹿児島南高校 和田　愛樹 加治木高校 宮下　莉佳 鹿児島女子高校

石井　陽菜 鹿児島南高校 水口　愛 鹿児島玉龍高校 花倉　千季 鹿児島女子高校

宿利原　萌衣 南大隅高校 蓑毛　陽音 鹿児島女子高校 大島　夕奈 私立鹿児島修学館高校

一般（半切）の部

南　澄夫 榎園　和代 菊池　さなえ 米丸　寿奈穂
脇　絵里香 福田　かな子 下茂　歩未 荒木　秀子
中水　清翠 立石　雲龍 久留　百合子
増山　澄子 田之上　雪絵 長瀬　義人

■特選



■入選

小１の部
牧　蒼司 阿久根　樹依 枕崎小学校 頴川　蓮 薩摩川内市立平佐西小学校 松下　紗奈 教恵保育園

長尾　敢太 庄和第二保育所 片野田　彩香 鹿屋市立西原小学校 吉留　珠桜 鹿児島市立鴨池小学校 永里　舞桜 はなぶさ幼稚園

田島　彩那 霧島市立天降川小学校 福﨑　麻紋 姶良市立帖佐小学校 西牟田　絢香 鹿児島市立広木小学校 宇都　玲菜 鹿児島市立吉野東小学校

河末　樹 ヴェリタスこども園 直野　美桜 日置市立伊作小学校 泉　結歌 教恵保育園 出水田　粋 鹿屋市立寿北小学校

迫田　澪音 鹿児島市立玉江小学校 西本　晴亮 鹿児島市立中山小学校 陣之内　麗 教恵保育園

岩重　かりん 鹿児島市立谷山小学校 鶴窪　芽生 いちき串木野市立市来小学校 萩原　怜香 教恵保育園

小２の部
馬場　菜月 鹿児島市立春山小学校 田尻　二胡 鹿児島市立鴨池小学校 井木　千遥 鹿児島市立西紫原小学校 前田　杏心 鹿児島市立中山小学校

橋口　蘭 鹿児島市立春山小学校 内村　瑛太郎 鹿児島市立中郡小学校 太皷　らら 南九州市立川辺小学校 岩重　一尊 鹿児島市立中洲小学校

戸邉　奏太 船橋市立高根台第2小学校 横川　未歩 鹿児島市立坂元小学校 植村　圭翔 姶良市立帖佐小学校 小山田　れお 姶良市立蒲生小学校

髙橋　　紗菜 船橋市立高根台第2小学校 牧迫　奏真 薩摩川内市立長浜小学校 小倉　あかね 姶良市立重富小学校 綿貫　里音 鹿屋市立寿北小学校

原口　桃 鹿児島市立原良小学校 藏ヶ﨑　結菜 鹿屋市立大姶良小学校 石原　充葵 奄美市立大勝小学校 鳥越　翔太 鹿児島市立荒田小学校

小３の部
今村　心晴 鹿児島市立石谷小学校 池水　菜花 鹿児島大学附属小学校 安楽　心音 霧島市立日当山小学校 馬場　あおい 姶良市立重富小学校

濵田　樹伶 鹿児島市立松元小学校 德地　元樹 鹿児島市伊敷台小学校 南　夢翔 霧島市立日当山小学校 松林　雛子 姶良市立重富小学校

福永　千恵 鹿児島市立草牟田小学校 田中　杏奈 鹿児島市立玉江小学校 竹之内　花心 南九州市立川辺小学校 西垣　映未 姶良市立柁城小学校

福﨑　優芽 鹿児島市立草牟田小学校 住本　愛恵 鹿児島市立坂元台小学校 濱田　桜子 姶良市立帖佐小学校 佐々木　結衣 池田学園池田小学校

立石　純暉 鹿児島市立谷山小学校 秋谷　詩 鹿児島市立吉野小学校 大庭　あさひ 福岡市立小笹小学校

牧　椛乃 日置市立伊集院小学校 渕上　結々 鹿児島市立吉野小学校 加治屋　佑心 鹿屋市立田崎小学校

川畑　澪 鹿児島大学附属小学校 德永　武瑠 鹿児島市立桜丘西小学校 加治屋　采良 鹿児島市立西田小学校

小４の部
上村　亜依 姶良市立重富小学校 加覧　花奈 鹿児島市立桜丘西小学校 小倉　純平 姶良市立重富小学校 蛭川　凛 鹿屋市立花岡小学校

藤崎　昇翼 鹿児島市立大明丘小学校 此元　駿介 姶良市立帖佐小学校 樋口　蓮人 薩摩川内市立育英小学校 本白水　莉来 鹿屋市立花岡小学校

山口　亜梨沙 鹿屋市立西原台小学校 德満　香那子 鹿児島大学附属小学校 長倉　愛梨 鹿児島市立松元小学校 中村　愛花 鹿屋市立田崎小学校

柿本　大駕 鹿児島市立松元小学校 森重　姫花 鹿児島市立山下小学校 加藤　暖稀 鹿児島市立中山小学校 佐々木　愛菜 鹿児島市立西紫原小学校

岩戸　優佳 鹿児島市立松原小学校 竹之内　美音 鹿児島市立紫原小学校 今福　陽鞠 鹿児島市立西谷山小学校 黒岩　千誉 徳之島町立亀津小学校

揚野　綾香 鹿児島市立坂元小学校 下茂　心寧 日置市立鶴丸小学校 尾上　優乃 鹿児島市立鴨池小学校

榎田　真紀 鹿児島市立坂元小学校 有村　心 出水市立東出水小学校 佐々木　心暖 鹿児島市立伊敷台小学校

大迫　佳乃 鹿児島市立山下小学校 大家　奏一郎 東鳥取小学校 塚田　あみ 姶良市立蒲生小学校

小５の部
鮫島　柚夏 鹿児島市立大明丘小学校 小倉　美喜 鹿児島市立桜丘西小学校 大坪　心晴 南九州市立勝目小学校 迫　美潤 鹿屋市立笠野原小学校

長野　美春 鹿児島市立石谷小学校 中村　直暉 鹿児島市立桜丘東小学校 脇田　佳波 鹿児島市立石谷小学校 山下　啓希 鹿屋市立吾平小学校

南　心春 南さつま市立内山田小学校 髙山　紗希 姶良市立姶良小学校 西本　陽香 鹿児島市立中山小学校 上大田　涼樹 鹿屋市立大姶良小学校

脇田　萌羽 鹿児島市立草牟田小学校 福留　莉香 鹿児島市立伊敷小学校 林　祐晴 指宿市立徳光小学校 永田　晃大 鹿児島市立西谷山小学校

德田　杏 鹿児島市立名山小学校 久保　心羽祢 薩摩川内市立川内小学校 坂下　絢音 鹿児島市立伊敷台小学校

栗野　結央 鹿児島市立中郡小学校 大田　梨織 枕崎市立枕崎小学校 瀬戸　あかり 鹿児島市立清水小学校

若松　りりな 垂水市立垂水小学校 久保　有咲 枕崎市立枕崎小学校 小出水　陽大 鹿屋市立寿北小学校

小６の部
原口　真実 鹿屋市立大姶良小学校 桐原　葵 鹿児島市立松原小学校 有馬　莉杏 姶良市立松原なぎさ小学校 福添　愛心 鹿児島市立武小学校

上原　叶夢 鹿児島市立春山小学校 鶴田　悠晟 鹿児島市立坂元小学校 永井　悠斗 鹿児島市立中洲小学校 竹之下　真鈴 鹿児島市立西田小学校

眞方　陽光 鹿児島市立春山小学校 山口　心結 鹿児島市立坂元台小学校 中野　将輝 南九州市立知覧小学校 堀之内　大紘 鹿屋市立寿北小学校

川畑　さくら 鹿児島市立春山小学校 松元　よしの 鹿児島市立錦江台小学校 山内　美香 鹿児島市立中山小学校 石橋　涼 鹿児島市立桜丘東小学校

柿本　乃愛 鹿児島市立松元小学校 髙吉　真衣 霧島市立日当山小学校 花倉　佳歩 鹿児島市立伊敷台小学校

種子田　和諒 鹿児島市立石谷小学校 櫻木　明子 姶良市立松原なぎさ小学校 宮永　ほのか 鹿屋市立寿北小学校

原口　桃佳 鹿児島市立西紫原小学校 栫　早和 鹿児島市立清水小学校 山内　菜々実 鹿屋市立西原台小学校

中１の部
福永　陽 鹿屋市立第一鹿屋中学校 鮎川　咲来 鹿児島市立桜丘中学校 園田　真子 薩摩川内市立川内中央中学校 櫨山　翔子 霧島市立国分中学校

淺井　美育 鹿屋市立第一鹿屋中学校 加覧　里奈 鹿児島市立桜丘中学校 三木　咲由莉 薩摩川内市立川内南中学校 前田　逢依琉 鹿児島市立谷山北中学校

高良　明花 船橋市立大穴中学校 山路　梨湖 鹿屋市立第一鹿屋中学校 桑原　らら 枕崎市立枕崎中学校 岩元　はな 鹿児島市立清水中学校

横田　茉鈴 大田区立大森第七中学校 江川　愛樹 鹿屋市立第一鹿屋中学校 松田　龍雅 枕崎市立枕崎中学校 山下　莉奈 鹿屋市立花岡中学校

京田　遥香 鹿児島市立鴨池中学校 竹之内　千愛 鹿児島市立紫原中学校 梛木　来望 枕崎市立立神中学校 岩元　康樹 鹿屋市立鹿屋東中学校

豊廣　彩希 鹿児島市立伊敷台中学校 原口　芽依 霧島市立日当山中学校 小宮　康輔 南さつま市立万世中学校 福島　和花子 鹿屋市立田崎中学校

國師　さくら 鹿児島市立甲南中学校 鶴ヶ野　愛純 霧島市立牧園中学校 立石　あい 南九州市立川辺中学校 神山　怜菜 鹿児島市立甲南中学校

中２の部
倉谷　美妃 鹿児島市立坂元中学校 池水　千紘 姶良市立帖佐中学校 迫尻　礼杜 薩摩川内市立川内南中学校 後庵　真之介 鹿児島市立谷山北中学校

中村　友哉 鹿児島市立桜丘中学校 永野　彩月 鹿児島市立紫原中学校 坊野　咲来 薩摩川内市立川内南中学校 松山　莉子 私立鹿児島修学館中学校

渕上　彩花 薩摩川内市立海星中学校 田淵　悠華 日置市立東市来中学校 大坪　楓 南九州市立川辺中学校 川畑　茉央 垂水市立垂水中央中学校

松田　絵美 鹿児島玉龍中学校 武元　亜衣 鹿児島市立西紫原中学校 日原　梨華 霧島市立国分中学校 長島　里朋 鹿児島市立武中学校

𠮷野　穂乃佳 鹿児島玉龍中学校 藤宮　咲希 鹿児島市立西紫原中学校 宮里　慈恩 神村学園中等部 田尾　真梨奈 姶良市立帖佐中学校

中３の部
平　彩音 鹿児島市立伊敷中学校 大園　侑佳 鹿児島市西紫原中学校 小宮　玉祈 南さつま市立万世中学校 蛭川　結衣 鹿屋市立花岡中学校

川越　桂楽 鹿児島市立玉龍中学校 上村　佑 鹿児島市立西紫原中学校 山川　由羽 枕崎市立枕崎中学校 鵜瀬　月菜 鹿屋市立花岡中学校

河野　咲貴 鹿児島玉龍中学校 鶴川　真唯 鹿児島市立西紫原中学校 森茂　楓香 霧島市立隼人中学校 岩下　花菜 私立鹿児島修学館中学校

重信　花也 鹿児島玉龍中学校 森山　みのり 日置市立日吉中学校 山田　世花 鹿児島市立坂元中学校

井ノ上　さくら 姶良市立帖佐中学校 新屋　舞夏 南九州市立川辺中学校 飯田　ひかり 鹿屋市立大姶良中学校



■入選
高校（半紙）の部

福村　桃夏 甲南高校 寝占　泰志 私立鹿児島修学館高校 浮辺　美早季 鹿児島県立加世田高校 立山　未歩 鹿児島女子高校

羽嶋　祐希 鹿児島高校 垣永　真侑 鹿児島県立武岡台高校 堀之内　楓 鹿児島県立川内商工高校 上村　祐依 鹿児島女子高校

朝野　萌愛 鹿児島女子高校 前野　瑠里 鹿児島中央高校 眞方　咲綺 修学館高校 松下　莉愛瑠 鹿児島女子高校

永井　友莉奈 鶴丸高校 三隅　玲那 鶴丸高校 米山　舞桜 鹿児島県立武岡台高校 前山　紗里奈 霧島市立国分中央高校

有園　美玖 鹿児島県立川辺高校 梅田　佳奈 鹿児島女子高校 山下　明姫 N高校 中尾　誉 玉龍高校

一般（半紙）の部

津之地　奈緒 内野　蘭桂 篭原　由紀子 迫田　麻梨香
田畑　郁恵 萩原　勝代 清水　都 末吉　里奈
山口　鶴翠 中森　慶子 瀬川　いさ子 若松　朋雲
若松　紫蘭 久保　洋子 森　智美 金床　華香
細山田　律子 濵田　黄美代 山元　加代 加治佐　祥月
鮫島　翠霞 楠生　恵 松本　幸浩 川野　紗洲
久木野　悦泉 新村　瑠惟 伊藤　枝里香 南　桂草
田中　睦苑 東　柊大 中俣　和士 今村　硯舟
中塩屋　佳子 杉本　登紀子 池田　陽加里 長崎　露洲
天野　咲子 長野　充月 野元　里江子
楢原　憲治 住所　高志 梅元　加奈美
馬場　久美子 三石　佐和子 横山　真喜子

高校（半切）の部

溝口　愛理 鹿児島実業高校 木場　妃奈子 加治木高校 皆倉　未来 南大隅高校 山田　美空 松陽高校

上之園　美帆 南大隅高校 外山　茜珠 加治木高校 野上田　真奈 南大隅高校 蛭川　輝 東高校

曽原　未夢 南大隅高校 佐々木　綾音 加治木高校 中玉利　彩月 加治木高校 西郷　希咲 鹿児島高校

竹﨑　文香 南大隅高校 津畑　寿徳 加治木高校 大城　桜子 加治木高校 南　泰圭 日本航空高校

那波　陽菜　 南大隅高校 平山　絢理 鶴丸高校 藏原　紫衣 加治木高校 東　冴惟子 私立鹿児島修学館高校

成尾　茉優 南大隅高校 寝占　泰志 私立鹿児島修学館高校 松久　弥央 加治木高校 德丸　綾乃 鹿児島中央高校

柳田　百花 加治木高校 前野　瑠里 鹿児島中央高校 萩　華佳 鶴丸高校 岡田　未帆 南大隅高校

宇都　遥 加治木高校 柊山　実緒 鹿児島南高校 古江　詩央里 鹿児島女子高校 中尾　誉 玉龍高校

黒田　莉菜 加治木高校 佐藤　杏華 修学館高校 有馬　裕香 鹿児島女子高校

是枝　美奈子 加治木高校 成尾　美月 南大隅高校 安田　充希 鹿児島女子高校

一般（半切）の部

鶴本　美恵子 福元　和子 池田　水雲 神薗　よしの
成尾　仁子 井口　秋水 豊永　千峰 奥山　洋美
村田　稲子 柳元　望月 坂之上　秋峰 古藤　洋子
東　秀佳 前門　秋華 摺木　多喜 西牟田　まり子
古賀　さと子 村方　翠雲 中村　慶子 大野　紘暉
坂口　初代 寺師　百々代 鳥越　靖子 茅野　裕一
地本　俊哉 松元　白雲 上江　龍太郎 黒田　宗昭
田尻　正子 孝　久子 鵜木　喬 中俣　和士


