
特　別　賞

池田　優子 草牟田幼稚園 坂下　絢香 姶良市立重富中学校 2

中釜　蓮月 指宿市立指宿小学校 2 川畑　桃佳 鹿児島市立和田中学校 3

塩川　朋奈 池田学園池田小学校 3 泉　朱華 鹿児島中央高校 1

福﨑　優芽 鹿児島市立草牟田小学校 4 宇都　遥 加治木高校 2

枦　亜季 鹿児島市立伊敷台小学校 5 御園　紅美

木下　悠太郎 鹿児島三育小学校 6 向原　綾乃

藤本　絢子 志學館中等部 1

NHK鹿児島放送局賞 外園　千咲子 鹿児島市立福平小学校 5 菖蒲谷　優里 薩摩川内市立川内北中学校 1

南日本新聞社賞 吉川　凛音 薩摩川内市立育英小学校 6 瀬戸口　旭泉

江田　菜子 鹿児島市立草牟田小学校 3 髙津　葵 鹿児島女子高校 3

谷口　絢子 鹿児島市立原良小学校 4 橋口　成雅

大島　崇実 鹿児島修学館中学校 1 岸良　和彦

佐々木　怜美 川内高校 3

駒走　結衣 鹿児島市立荒田小学校 1 靍野　澪 薩摩川内市立川内北中学校 1

池田　璃子 鹿児島市立草牟田小学校 2 泉　華蓮 鹿児島市立伊敷中学校 2

上薗　四つ葉 鹿屋市立寿小学校 3 福嶋　優莉 鹿児島市立甲南中学校 3

山元　愛果 薩摩川内市立亀山小学校 4 松葉瀬　綾華 鹿児島南高校 2

酒匂　詩織 鹿児島市立中郡小学校 4 髙津　葵 鹿児島女子高校 3

岸田　和也 鹿児島市立中山小学校 5 福田　園子

辻　華音 薩摩川内市立可愛小学校 6 二木　清佳

庄　啓文 指宿市立柳田小学校 6 安島　かおり

有馬　こまち 薩摩川内市立川内北中学校 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



石橋　希望 池田学園池田小学校 1 林　愛梨 薩摩川内市立川内北中学校 2

野上　結衣 香川大学附属高松小学校 2 外園　千佳子 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校 3

松澤　歩咲 鹿児島市立伊敷小学校 3 井ノ上　さくら 加治木高校 1

上谷　芽生 指宿市立魚見小学校 3 髙良　美帆 加世田高校 2

川畑　澪 鹿児島大学附属小学校 4 是枝　美奈子 加治木高校 2

峯元　麻莉 薩摩川内市立可愛小学校 4 花倉　千季 鹿児島女子高校 3

奥園　あおい 鹿児島市立坂元小学校 5 菊池　さなえ

東　真優 鹿児島市立中山小学校 5 田中　典子

木山　麗来 薩摩川内市立可愛小学校 6 立石　雲龍

有村　真那 鹿児島市立名山小学校 6 榎園　和代

栫　早和 鹿児島市立清水中学校 1 鶴森　由華

德留　さら 鹿児島市立西紫原小学校 1 浦郷　百花 指宿市立山川中学校 2

廣津　心優 鹿児島市立皇徳寺小学校 1 居細工　知菜 鹿児島市立谷山北中学校 3

徳重　結舞 鹿児島市立伊敷小学校 2 山元　綾乃 川内高校 1

瀬戸　ひな子 鹿児島市立清水小学校 2 矢神　明愛 川内高校 1

有村　沙羅 薩摩川内市立育英小学校 3 桐原　萌 志學館高等部 2

前田　杏心 鹿児島市立中山小学校 3 宮野　晴歌 武岡台高校 2

東　花帆 指宿市立丹波小学校 3 渡口　花鈴 鹿児島女子高校 2

吉留　瑛鈴 鹿児島市立鴨池小学校 3 有園　美玖 川辺高校 2

福永　千恵 鹿児島市立草牟田小学校 4 渡口　花鈴 鹿児島女子高校 2

牧　椛乃 日置市立伊集院小学校 4 花倉　千季 鹿児島女子高校 3

立石　純暉 鹿児島市立谷山小学校 4 山口　千鶴子

山本　つきさ 鹿児島市立桜丘西小学校 4 中島　正子

島田　ひかる 鹿児島大学附属小学校 5 羽生　美和子

髙味　美羽耶 鹿児島市立中郡小学校 5 冨松　利子

山口　亜梨沙 鹿屋市立西原台小学校 5 楠生　恵

北村　真悠 鹿児島大学附属小学校 5 山館　茂

計屋　希優 鹿児島市立鴨池小学校 6 迫坪　佳代

関　莉果 横浜英和小学校 6 永井　葉子

林　祐晴 指宿市立徳光小学校 6 山元　恵楓

篠原　凛 指宿市立柳田小学校 6 赤﨑　春奈

園田　眞央 鹿児島市立坂元中学校 1 清水　都翠

山元　煌己 薩摩川内市立川内中央中学校 1 森　智美

水野　琴子 薩摩川内市立川内北中学校 1 平田　綾

加藤　柚姫 鹿児島市立谷山北中学校 1 田中　星洲

髙橋　温雅 鹿児島市立武岡中学校 2 四位　文華

優秀賞

秀作賞



小１の部
中村　美月 西新保育園 遠藤　康太 高松市立木太北部小学校 西浦　楓真 鹿児島大学附属小学校 松元　ゆきは 鹿児島市立錦江台小学校

上夷　凜 ゆのもと記念病院保育室えんじぇるくらぶ幼稚園 成田　真菜 鹿児島市立草牟田小学校 永田　結愛 指宿市立大成小学校

内藤　綸香 高松市立栗林小学校 今福　千晴 鹿児島市立西谷山小学校 小山田　りおん 姶良市立蒲生小学校

小２の部
鳥谷　眞子 高松市立木太北部小学校 岩﨑　美莉愛 鹿児島市立吉野東小学校 小峯　美咲 指宿市立丹波小学校 福﨑　麻紋 姶良市立帖佐小学校

王子田　駿 鹿児島市立武小学校 前田　果穂 鹿児島市立草牟田小学校 最上　由依菜 鹿児島市立吉野小学校

有村　真依 薩摩川内市立育英小学校 國生　笑禾 鹿児島市立草牟田小学校 吉留　あさひ 鹿児島市立武岡小学校

小３の部
河野　真依 高松市立木太北部小学校 園田　奈央 鹿児島市立坂元小学校 西浦　煌志朗 鹿児島市立西谷山小学校 池野　美空 指宿市立柳田小学校

今村　莉亜那 鹿屋市立寿北小学校 玉利　優衣 鹿児島市立西谷山小学校 上之　美智子 南九州市立霜出小学校 小山田　玲旺 姶良市立蒲生小学校

市山　和虹 鹿児島市立和田小学校 馬場　彩寧 鹿児島市立吉野東小学校 太鼓　らら 南九州市立川辺小学校 竹ノ内　世空 鹿児島市立福平小学校

小４の部
牟禮　心音 高松市立木太北部小学校 谷牛　莉菜 鹿児島市立紫原小学校 竹之内　花心 南九州市立川辺小学校

井手　菜々香 高松市立多肥小学校 佐藤　好 鹿児島市立広木小学校 松山　みう 枕崎市立枕崎小学校

辻　咲花 鹿児島市立石谷小学校 有川　星甫 鹿児島市立伊敷台小学校 福元　穂羽 鹿児島市立犬迫小学校

内田　琴音 鹿児島市立石谷小学校 内田　実玖 鹿児島市立西谷山小学校 松元　佑晋 鹿児島市立錦江台小学校

長田　珠那 鹿児島市立武岡小学校 桑鶴　凪彩 指宿市立魚見小学校 濱田　桜子 鹿児島市立大龍小学校

小５の部
蛭川　凜 鹿屋市立花岡小学校 窪園　琉花 出水市立東出水小学校 馬場　悠颯 鹿児島市立吉野東小学校 塚田　あみ 姶良市立蒲生小学校

尾込　心々寧 南九州市立高田小学校 武田　望楓 出水市立東出水小学校 柿内　優理 鹿児島市立草牟田小学校 奥山　利輝 鹿屋市立花岡小学校

下茂　心寧 日置市立鶴丸小学校 西山　千織 鹿児島市紫原小学校 溝口　陽菜 霧島市立日当山小学校 金田　凛咲 鹿児島市立福平小学校

小６の部
江月　美桜 鹿児島市立石谷小学校 末次　愛梨 鹿児島市立桜丘東小学校 脇田　萌羽 鹿児島市立草牟田小学校

星本　京香 伊万里市立山代東小学校 濵田　悠里愛 鹿児島市立清水小学校 水流　光陽 鹿児島市立宇宿小学校

田代　紅愛 鹿児島市立玉江小学校 乾　菜穂 姶良市立姶良小学校 石原　知佳 龍郷町立大勝小学校

坂元　優斗 鹿児島市立西田小学校 髙山　紗希 姶良市立姶良小学校 前薗　陽花 指宿市立徳光小学校

小野　夏希 鹿児島市立武岡小学校 森田　樹俐 鹿児島市立福平小学校 田畑　愛音 指宿市立柳田小学校

中１の部
山内　菜々実 鹿屋市立第一鹿屋中学校 湯田　菜々香 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校 八木　結香 鹿児島市立城西中学校 松元　よしの 鹿児島市立和田中学校

竹之下　真鈴 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校 松元　太志 志學館中等部 髙吉　真衣 霧島市立日当山中学校

平川　義経 ラ・サール中学校 鶴田　悠晟 鹿児島市立坂元中学校 谷山　寿 鹿児島市立伊敷台中学校

中２の部
高橋　亜実 鹿児島市立天保山中学校 内田　怜那 鹿児島市立谷山中学校 柴田　倖季 南九州市立川辺中学校 松田　龍雅 枕崎市立枕崎中学校

橋口　花凛 鹿児島大学附属中学校 谷口　綾子 鹿児島市立城西中学校 清水　杏華 南九州市立川辺中学校

渕下　志 薩摩川内市立宮之城中学校 上塩入　葵 南九州市立川辺中学校 桑原　らら 枕崎市立枕崎中学校

中３の部
川畑　茉央 垂水市立垂水中央中学校 園田　実央 鹿児島市立坂元中学校 松田　絵美 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校 松山　和佳奈 枕崎市立枕崎中学校

長島　里朋 鹿児島市立武中学校 𠮷𠮷野　穂乃佳 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校 肝付　さくら 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校 庄　瑛宇 指宿市立北指宿中学校

高校（半紙）の部

有村　百加 鹿児島南高校 永井　友莉奈 鶴丸高校 栫　のりは 甲南高校 上薗　未沙 川内商工高校

山内　葵 鹿屋高校 森山　真帆 武岡台高校 松田　桃花 鹿児島水産高校 宮下　莉佳 鹿児島女子高校

井ノ上　さくら 加治木高校 柳田　百花 加治木高校 朝野　萌愛 鹿児島女子高校 角　亜美佳 鹿児島女子高校

野沢　琉月 川辺高校 外山　茜珠 加治木高校 伊集院　和叶 武岡台高校 安田　充希 鹿児島女子高校

宮田　光里 鹿児島実業高校 黒田　莉菜 加治木高校 川畑　歩未 川内高校

一般（半紙）の部

鮫島　恵美子 新村　瑠惟 東　晃 向原　香雪
細山田　律子 前田　美香子 西牟禮　慶子 石川　豊美
久永　博恵 山下　ひろ 木原　まゆみ 武　香峰
若松　京子 末吉　里奈 池田　咲紀子 坂元　虹洲

田之上　雪月 東　真奈海 下茂　歩未 迫田　麻梨香
西垂水　由月 杉本　龍峰 山元　美楓
津之地　奈緒 牧迫　由加 堂薗　南華
脇　絵里香 濵田　愛子 塩田　真子

高校（半切）の部

上村　真由 鹿児島南高校 中堂園　美羽 鹿児島南高校 波平　愛梨 鹿児島女子高校

小久保　沙恵 鹿児島南高校 朝野　萌愛 鹿児島女子高校 蓑毛　陽音 鹿児島女子高校

一般（半切）の部

池田　水雲 南　澄夫 増山　澄子 大木下　未歩
地本　俊哉 山本　裕子 仮屋　典子 久留　百合子
船津　啓治 新留　縁 福田　かな子 茅野　裕一

西牟田　まり子 上江　龍太郎 板敷　美里
占部　早矢香 義村　和貴 中尾　誉

■特選



■入選
小１の部
西牟田　悠希 唐湊幼稚園 柿内　瑚子 鹿児島市立中郡小学校 宇宿　里佳 鹿児島市立西紫原小学校 竹之内　まるす 南九州市立川辺小学校

宅和　那夏 高松市立太田南小学校 川畑　愛理 鹿児島大学附属小学校 中釜　冬青 指宿市立指宿小学校 井上　紅葉 姶良市立姶良小学校

小比賀　俐心 高松市立多肥小学校 西　凜音 鹿児島市立西田小学校 東　莉碧 鹿児島市立中山小学校 河末　樹 鹿児島市立武岡小学校

東原　遥花 高松市立多肥小学校 瀧山　透真 鹿児島市立吉野東小学校 今村　璃亜 日置市立伊集院小学校 山下　すみれ 鹿児島市立武岡小学校

藤園　まい 鹿屋市立花岡小学校 冨滿　由希人 鹿児島市立清和小学校 松田　吉平 枕崎市立立神小学校 吉留　凛 鹿児島大学教育学部附属小学校

小２の部
溝渕　もも 高松市立木太北部小学校 内村　凜 鹿児島大学附属小学校 小宮　悠聖 南さつま市立万世小学校 阿久根　樹依 枕崎市立枕崎小学校

塚本　七緒 高松市立木太北部小学校 新納　央遼 鹿児島市立吉野小学校 大田悠志朗 枕崎市立枕崎小学校 岡村　大貴 鹿児島市立錦江台小学校

秋山　りん 高松市立新番丁小学校 永江　勇仁 鹿児島市立西紫原小学校 久保　わかな 枕崎市立枕崎小学校 迫　優杏 鹿児島市立錦江台小学校

藤田　莉々菜 鹿児島市立石谷小学校 堂満　きらり 鹿児島市立中山小学校 上舞　吏鞍 南さつま市立加世田小学校 渡辺　瑚々美 鹿児島市立武岡小学校

宇都　穂香 鹿児島市立春山小学校 西牟田　絢香 鹿児島市立広木小学校 大宅　真太郎 薩摩川内市立可愛小学校 石神　愛莉 鹿児島市立武岡小学校

小３の部
宮永　ひより 鹿屋市立寿北小学校 内村　瑛太郎 鹿児島市立中郡小学校 久松　梨音 姶良市立重富小学校 肱岡　沙和 鹿屋市立寿小学校

永山　心結 鹿屋市立寿北小学校 井木　千遥 鹿児島市立西紫原小学校 竪山　千尋 鹿児島市立西紫原小学校 栄　咲妃子 鹿児島市立伊敷小学校

江藤　碧大 春日部市立武里西小学校 平野　あかり 鹿児島市立西紫原小学校 藤元　雪希 鹿児島市立吉野東小学校 植村　圭翔 姶良市立帖佐小学校

小濵　匡惺 都城市立大王小学校 下川　結羽 鹿児島市立西紫原小学校 横川　未歩 鹿児島市立坂元小学校 原　悠莉 姶良市立西姶良小学校

原口　桃 鹿児島市立原良小学校 渕上　咲季 薩摩川内市立長浜小学校 西田　菜々子 鹿屋市立西原台小学校

松元　優奈 鹿児島大学附属小学校 荒川　海穂 垂水市立垂水小学校 横内　結祈 鹿児島市立伊敷小学校

田尻　二胡 鹿児島市立鴨池小学校 重留　天磨 姶良市立重富小学校 石原　充葵 龍郷町立大勝小学校

小４の部
下川　裕翔 高松市立牟礼小学校 小園　瑠菜 日置市立鶴丸小学校 長田　陸矢 鹿児島市立坂元小学校 古田　優理 鹿児島市立皇徳寺小学校

山木　理心 鹿児島市立石谷小学校 住本　愛恵 鹿児島市立坂元台小学校 重留　日葵 鹿児島市立坂元小学校 鈴木　ましろ 鹿児島市立伊敷小学校

水溜　耕太郎 鹿児島市立石谷小学校 馬場　琉翔 鹿児島大学附属小学校 田中　杏奈 鹿児島市立玉江小学校 寺原　沙希 鹿児島市立伊敷台小学校

木治屋　和愛 鹿児島市立西田小学校 粟田　花音 霧島市立天降川小学校 塩田　了子 鹿児島市立田上小学校 丸尾　天衣瑠 姶良市立建昌小学校

加治屋　采良 鹿児島市立西田小学校 吉永　琉妃 指宿市立柳田小学校 末永　ひより 鹿児島市立広木小学校 市来　菜浪 姶良市立松原なぎさ小学校

池水　菜花 鹿児島大学附属小学校 乾　由梨 姶良市立姶良小学校 上村　佳暖 鹿児島市立中山小学校 北島　光莉 鹿児島市立福平小学校

横山　英志 鹿児島大学附属小学校 田原　佳英 姶良市立建昌小学校 小平田　優海 鹿児島市立中山小学校

東郷　公美 鹿児島大学附属小学校 小山田　眞子 姶良市立漆小学校 松田　穂花 霧島市立日当山小学校

小５の部
植田　寛奈 高松市立木太北部小学校 永井　萌々香 鹿児島市立中洲小学校 揚野　瑠菜 枕崎市立枕崎小学校 佐々木　心暖 鹿児島市立伊敷台小学校

柳萬　美桜 高松市立多肥小学校 揚野　綾香 鹿児島市立坂元小学校 桑原　るる 枕崎市立枕崎小学校 樋口　蓮人 薩摩川内市立育英小学校

玉村　美来 利根町立布川小学校 榎田　真紀 鹿児島市立坂元小学校 太皷　琉心 南九州市立川辺小学校 尾上　優乃 鹿児島市立鴨池小学校

住吉　伶彩 鹿児島市立石谷小学校 吉良　日暖 霧島市立国分小学校 有園　斗真 南九州市立知覧小学校 窪田　かなえ 鹿屋市立西原小学校

中村　愛花 鹿屋市立田崎小学校 長野　藍 鹿児島市立谷山小学校 加覧　花奈 鹿児島市立桜丘西小学校

上大田　理愛 鹿屋市立大姶良小学校 小園　心優 鹿児島市立武小学校 佐々木　愛菜 鹿児島市立西紫原小学校

松元　花莉奈 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 岩元　茜 鹿児島市立中郡小学校

小６の部
楠生　吏玖 鹿児島市立石谷小学校 中間　百香 鹿児島市立桜丘西小学校 園田　菜夏 鹿児島市立西紫原小学校 肱岡　心優 鹿屋市立寿小学校

長野　美春 鹿児島市立石谷小学校 高吉　麻央 鹿児島市立桜丘西小学校 大山　美海 垂水市立新城小学校 井上　舞桜 指宿市立徳光小学校

井之上　沙弥 垂水市立垂水小学校 塗木　天毬 鹿児島市立桜丘西小学校 桃北　愛未 鹿児島市立中山小学校 新田　真子 十島村立平島小学校

迫　美潤 鹿屋市立笠野原小学校 日髙　雪乃 鹿児島市立桜丘西小学校 鶴田　桃子 南九州市立川辺小学校 白男川　敬護 鹿児島市立名山小学校

栗野　結央 鹿児島市立中郡小学校 青木　佳津乃 鹿児島市立紫原小学校 廣澤　伶佳 南九州市立川辺小学校 服部　奈乃波 鹿屋市立西原小学校

盛武　希未 鹿児島市立中郡小学校 内田　響花 鹿児島市立紫原小学校 大田　梨織 枕崎市立枕崎小学校 辻野　香子 姶良市立重富小学校

徳　心温 鹿児島大学附属小学校 若松　柚芽 鹿児島市立紫原小学校 古田　奏瑠 鹿児島市立皇徳寺小学校

久木崎　夏帆 日置市立鶴丸小学校 福元　悠真 鹿児島市立田上小学校 寺脇　知優 日置市立湯田小学校

中１の部
南光　咲希 高松市立牟礼中学校 原口　桃佳 鹿児島市立西紫原中学校 松田　一伸 枕崎市立立神中学校 花倉　佳歩 鹿児島市立伊敷台中学校

飯田　美月 利根町立利根中学校 池田　りな 鹿児島市立谷山中学校 小城　紫衣菜 枕崎市立別府中学校 畠中　悠衣 鹿児島市立東谷山中学校

柿本　乃愛 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校 渕下　こころ 薩摩川内市立宮之城中学校 中野　将輝 南九州市立知覧中学校 福永　稟 鹿児島市立谷山中学校

石川　美怜 鹿児島市立城西中学校 豊田　芽生 鹿児島市立伊敷中学校 廣澤　文香 南九州市立川辺中学校 岩切　めい 鹿屋市立鹿屋第一中学校

福添　愛心 鹿児島市立武中学校 雪丸　煌美 南大隅町立根占中学校 東　隆成 指宿市立南指宿中学校

郡山　佳奈 鹿児島市立甲南中学校 濵田　あいり 鹿児島市立伊敷中学校 石橋　涼 鹿児島市立桜丘中学校

髙味　飛明 鹿児島市立鴨池中学校 下園　凱斗 枕崎市立枕崎中学校 福元　羽菜 鹿児島市立河頭中学校

中２の部
内門　桜斗葉 日置市立東市来中学校 渡　晶紀 日置市立東市来中学校 小濵　彩愛 池田学園池田中学校 兒玉　妃萊織 鹿児島大学附属中学校

井之上　真結 垂水市立垂水中央中学校 華野　桜 出水市立出水中学校 淺井　美育 鹿屋市立第一鹿屋中学校 江田　莉子 鹿児島市立伊敷中学校

福島　和花子 鹿屋市立田崎中学校 前盛　愛奈 薩摩川内市立川内南中学校 有馬　詞実 鹿児島市立谷山北中学校 飯森　萌夏 鹿児島修学館中学校

仮屋薗　心晴 鹿屋市立花岡中学校 原　初寧 鹿児島市立吉野中学校 前田　逢依琉 鹿児島市立谷山北中学校 梛木　来望 枕崎市立立神中学校

船間　香花 鹿屋市立花岡中学校 久保田　菜々 鹿児島市立伊敷台中学校 岸田　直子 鹿児島市立谷山北中学校 加覧　里奈 鹿児島市立桜丘中学校

中３の部
山下　祐希 鹿屋市立吾平中学校 武元　亜衣 鹿児島市立西紫原中学校 間浦　妃花 鹿児島市立西紫原中学校 片野田　萌羽 鹿児島市立南中学校

髙野　杏 鹿児島市立東谷山中学校 渕上　彩花 薩摩川内市立海星中学校 倉谷　美妃 鹿児島市立坂元中学校 知識　莉子 鹿児島市立甲南中学校

松永　璃佳 日置市立伊集院北中学校 木場　沙羽 垂水市立垂水中央中学校 上林山　璃緒 鹿児島市立谷山中学校 内倉　幹太 鹿屋市立第一鹿屋中学校

藤宮　咲希 鹿児島市立西紫原中学校 嶋児　音羽 姶良市立帖佐中学校 宮里　慈恩 鹿児島市立南中学校



■入選
高校（半紙）の部

峯山　葵 鹿児島南高校 下大田　圭那 樟南高校 児島　凜 鹿児島修学館高校 本村　姫香 串良商業高校

平田　幸陽子 鹿児島高校 蒲地　美緒 鹿屋工業高校 木場　妃奈子 加治木高校 山田　美空 松陽高校

廽　笑花 武岡台高校 羽嶋　祐希 鹿児島高校 竹内　光 鹿児島女子高校 梅田　佳奈 鹿児島女子高校

重留　愛寿花 武岡台高校 有木　夏帆 伊集院高校 西村　茉穂 松陽高校 古江　詩央里 鹿児島女子高校

坂元　怜 指宿高校 小濵田　夏希 武岡台高校 三野　紀花 私立二松学舎大学附属柏高校

一般（半紙）の部

下園　ルミ 福園　ミツエ 西牟田　智代 新屋　冨美子
岡村　政子 有馬　恵莉加 藤田　幸代 南　桂草
濵崎　菊乃 新村　ツル子 須納瀬　律子 前畠　蘭洲
白石　真悠 德丸　綾乃 濱崎　眞理 橋口　優姫
伴　直境 藤井　華峰 德重　京子 中山　香一郎
角　久子 田邑　八重子 東　柊大 秋吉　路

内野　美由紀 森園　歩 桑木野　美樹
出之口　大輝 有村　祥子 林　峰水

高校（半切）の部

丸目　紫央 加治木高校 野尻　笑茉 山形県立鶴岡北高校 竹内　光 鹿児島女子高校 蛭川　輝 鹿児島東高校

池澤　仁那 加治木高校 成澤　凛 山形県立鶴岡北高校 恒吉　由佳 指宿高校

北迫　あやか 加治木高校 五十嵐　凪沙 山形県立鶴岡北高校 梅田　佳奈 鹿児島女子高校

阿部　恵菜 山形県立鶴岡北高校 田之畑　奈保子 鹿児島南高校 日髙　静龍 日本航空高校

一般（半切）の部

中水　清翠 鳥越　雲峰 寺師　秋芳 松永　由紀子
豊永　千峰 中村　慶子 村方　翠雲 大野　紘暉
摺木　春望 柳元　望月 村田　稲子 米丸　寿奈穂
山下　清泉 前門　秋華 今別府　ヒロ子 荒木　秀子

坂之上　秋峰 川原　青草 小山田　美貴子 西川　麻梨子
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