
特　別　賞

大園　悠未 鹿児島市立東谷山小学校 1 吉川　凛音 薩摩川内市立川内北中学校 2

中村　美月 福岡市立鳥飼小学校 2 靏野　澪 薩摩川内市立川内北中学校 3

武田　美桜里 薩摩川内市立育英小学校 3 山元　綾乃 川内高校 3

國生　笑禾 鹿児島市立草牟田小学校 4 緒續　七海 鹿児島女子高校 3

有村　沙羅 薩摩川内市立育英小学校 5 冨吉　将史

山元　愛果 薩摩川内市立亀山小学校 6 山舘　茂

外園　千咲子 鹿児島市立玉龍中学校 1

南日本新聞社賞 峯元　麻莉 薩摩川内市立可愛小学校 6 黒松　ひとみ

石橋　希望 池田学園池田小学校 3 山中　千紘 武岡台高校 2

小峯　美咲 指宿市立丹波小学校 4 寺師　梨々子 鹿児島女子高校 3

松澤　歩咲 鹿児島市立伊敷小学校 5 神薗　よしの

田原　佳英 姶良市立建昌小学校 6 森重　直仁

北村　真悠 鹿児島大学教育学部附属中学校 1

木山　麗来 薩摩川内市立川内北中学校 2

菖蒲谷　優里 薩摩川内市立川内北中学校 3

石橋　直樹 池田学園池田小学校 1 中根　綾香 茨城町立青葉中学校 1

牧　紅空 鹿児島市立清和小学校 2 井之上　沙弥 垂水市立垂水中央中学校 2

德留　さら 鹿児島市立西紫原小学校 3 谷山　寿 鹿児島市立伊敷台中学校 3

有村　真依 薩摩川内市立育英小学校 4 林　愛梨 川内商工高校 1

中釜　蓮月 指宿市立指宿小学校 4 堀之内　青佳 鹿児島女子高校 3

玉利　優衣 鹿児島市立西谷山小学校 5 田尾　真梨奈

前田　杏心 鹿児島市立中山小学校 5 田畑　郁恵

藤田　怜奈 鹿児島市立石谷小学校 6 仮屋　典子

酒匂　詩織 鹿児島市立中郡小学校 6

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



德留　ちさ 鹿児島市立西紫原小学校 1 迫　美潤 鹿屋市立鹿屋東中学校 2

脇田　二千翔 鹿児島市立草牟田小学校 2 木下　悠太郎 鹿児島大学教育学部附属中学校 2

安達　悠人 霧島市立天降川小学校 3 渕下　こころ さつま町立宮之城中学校 3

成田　真菜 鹿児島市立草牟田小学校 3 松元　よしの 鹿児島市立和田中学校 3

王子田　駿 鹿児島市立武小学校 4 井之上　真結 鹿児島中央高校 1

吉留　珠桜 鹿児島市立鴨池小学校 4 井ノ上　さくら 加治木高校 3

池野　美空 指宿市立柳田小学校 5 吉田　玲菜 鹿児島女子高校 3

上谷　芽生 指宿市立魚見小学校 5 石牟礼　文
西垣　映未 姶良市立柁城小学校 6 下宮　佳代子

東郷　公美 鹿児島大学教育学部附属小学校 6 園田　靖枝
尾込　心々寧 南九州市立川辺中学校 1 中島　正子
前村　凛咲 鹿児島市立福平中学校 1 古園　耕治

西　汐夏 指宿市立指宿小学校 1 有村　真那 鹿児島市立長田中学校 2

大久保　穂香 鹿児島市立清水小学校 1 山内　菜々実 鹿屋市立第一鹿屋中学校 3

駒走　翔大 鹿児島市立荒田小学校 2 藤本　絢子 志學館中等部 3

上薗　孝太郎 鹿児島市立明和小学校 2 大島　崇実 鹿児島修学館中学校 3

柿内　瑚子 鹿児島市立中郡小学校 3 前盛　愛奈 川内商工高校 1

冨滿　由希人 鹿児島市立清和小学校 3 山路　梨湖 鹿屋高校 1

松元　ゆきは 鹿児島市立錦江台小学校 3 嶋児　音羽 加治木高校 2

今福　千晴 鹿児島市立西谷山小学校 3 木場　沙羽 鹿屋女子高校 2

中野　ひいろ 鹿児島市立坂元小学校 4 脇　優里奈 松陽高校 2

瀬戸　ひな子 鹿児島市立清水小学校 4 前田　梨名 武岡台高校 2

岩﨑　美莉愛 鹿児島市立吉野東小学校 4 岡部　遥奈 鹿児島女子高校 2

川畑　孝太 鹿児島市立原良小学校 4 盛興　佳乃
竪山　千尋 鹿児島市立西紫原小学校 5 石川　豊美
園田　奈央 鹿児島市立坂元小学校 5 有川　昌子
上薗　四つ葉 鹿屋市立寿小学校 5 羽生　美和子

塩川　朋奈 池田学園池田小学校 5 古藤　洋子
上潟口　こなつ 薩摩川内市立育英小学校 6 新村　瑠惟
宇都　仁聖 鹿児島市立名山小学校 6 柳元　望月
山本　つきさ 鹿児島市立桜丘西小学校 6 上江　翠龍
内田　実玖 鹿児島市立西谷山小学校 6 新原　美栄子

神宮司　恋暖 姶良市立重富中学校 1 山田　真莉
菊地　夏朋 鹿児島市立紫原中学校 1 菊池　さなえ

髙味　美羽耶 鹿児島大学教育学部附属中学校 1 村田　稲子
末次　愛梨 鹿児島市立桜丘中学校 2 野添　美帆
篠原　凜 指宿市立北指宿中学校 2

優秀賞

秀作賞



小１の部
井上　きっか 啓明幼稚園 山田　理乃 鹿児島大学教育学部附属小学校 南　結菜 鹿児島市立川上小学校 田村　舞衣子 姶良市立重富小学校

中村　沙羅 川上幼稚園 久保　莉々果 鹿屋市立西原台小学校 松元　心結 指宿市立丹波小学校

長尾　和香 春日部市立中野小学校 寺澤　ひかり 南相馬市立鹿島小学校 福永　夏峰 姶良市立帖佐小学校

小２の部
小瀬戸　倖太 池田学園池田小学校 向吉　優奈 鹿児島市立玉江小学校 有満　光凛 鹿児島市立東谷山小学校 長渡　美鈴 春日部市立中野小学校

川越　千織 鹿児島市立清和小学校 沖園 遥⾹ 鹿児島市立中郡小学校 北野　陽基 鹿児島市立紫原小学校

吉留　みずほ 鹿児島市立武岡小学校 玉利　和香 鹿児島市立西谷山小学校 冨松　希 鹿屋市立西原小学校

小３の部
永田　結愛 指宿市立山川小学校 冨尾　柑南 鹿児島市立中山小学校 柿薗　萌寧 薩摩川内市立育英小学校 橋之口　舞衣 鹿屋市立西原台小学校

駒走　結衣 鹿児島市立荒田小学校 武　杏莉 鹿児島市立中郡小学校 福元　仁心 長野県立片丘小学校

南　心結 鹿児島市立川上小学校 木佐貫　双葉 鹿児島市立山下小学校 牧　蒼司 日置市立伊集院小学校

小４の部
平田　明日香 姶良市立柁城小学校 南園 桜花 鹿児島市立中山小学校 菊地　夢依 鹿児島市立広木小学校

川野　みさき 出水市立東出水小学校 堂満　きらり 鹿児島市立中山小学校 戸田　凛奈 鹿児島市立山下小学校

木之下　來未 出水市立東出水小学校 藤﨑 帆乃花 鹿児島市立中山小学校 最上　由依菜 鹿児島市立吉野小学校

瀧澤　美仁 鹿児島市立荒田小学校 牧⾓ 祥希 鹿児島市立中郡小学校 近藤　里桜 日置市立鶴丸小学校

迫　優杏 鹿児島市立錦江台小学校 島 ⼀花 鹿児島市立中郡小学校 大盛　結夢 鹿屋市立寿北小学校

小５の部
東 花帆 指宿市立丹波小学校 木佐木　梨名 鹿児島市立大明丘小学校 市山　和虹 鹿児島市立和田小学校

住吉　真綾 鹿児島市立石谷小学校 熊埜御堂　那津 鹿児島市立中郡小学校 押領司　真菜 錦江町立大根占小学校

引地　姫 鹿児島市立犬迫小学校 内田　佳芳 鹿児島市立西谷山小学校 柿薗　楓珂 薩摩川内市立育英小学校

横川　未歩 鹿児島市立坂元小学校 別府　茉凛 鹿児島市立松原小学校 今村　莉亜那 鹿屋市立寿北小学校

牧　亜麗愛 鹿児島市立清和小学校 茄子田　優香 鹿児島市立紫原小学校 宮原　玲南 鹿屋市立寿北小学校

小６の部
乾　由梨 姶良市立姶良小学校 福永　千恵 鹿児島市立草牟田小学校 原　航世 鹿児島市立吉野小学校

黒木　芽生 鹿児島市立石谷小学校 福﨑　優芽 鹿児島市立草牟田小学校 粟⽥ 花⾳ 霧島市立天降川小学校

内田　琴音 鹿児島市立石谷小学校 長田　珠那 鹿児島市立武岡小学校 本田　愛加 霧島市立国分北小学校

甲斐田　莉桜 鹿児島市立向陽小学校 谷口　絢子 鹿児島市立原良小学校 牧　椛乃 日置市立伊集院小学校

宮元　那梨 鹿児島市立坂元台小学校 浮辺　怜奈 鹿児島市立名山小学校 馬場　琉翔 鹿児島大学教育学部附属小学校

中１の部
窪園 琉花 出水市立出水中学校 髙山　裕迦 鹿児島市立武岡中学校 内村　百合亜 鹿児島市立紫原中学校 神原　結愛 春日部市立春日部南中学校

大迫　佳乃 鹿児島市立甲東中学校 出来　麻桜 鹿児島市立武中学校 中村 愛花 鹿屋市立田崎中学校

奥園　あおい 鹿児島市立坂元中学校 武田　望楓 鹿児島市立松元中学校 本白水　莉来 鹿屋市立花岡中学校

中２の部
髙山　紗希 姶良市立重富中学校 脇田　萌羽 鹿児島市立伊敷中学校 川口　綺來里 薩摩川内市立川内南中学校 徳　心温 鹿児島大学教育学部附属中学校

原　陽奈 出水市立大川内中学校 栗野　結央 鹿児島市立鴨池中学校 井之上　史歩 垂水市立垂水中央中学校

林　祐晴 指宿市立山川中学校 瀬戸　あかり 鹿児島市立清水中学校 ⼤⼭ 美海 垂水市立垂水中央中学校

中３の部
沼田　菜々 姶良市立重富中学校 竹之下　真鈴 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校 原口　桃佳 鹿児島市立西紫原中学校 原口　真実 鹿屋市立大姶良中学校

櫻木　明子 姶良市立帖佐中学校 福元　羽菜 鹿児島市立河頭中学校 福田　桃々 鹿児島市立東谷山中学校

桐原　葵 鹿児島純心女子中学校 園田　眞央 鹿児島市立坂元中学校 上江　聖 日置市立伊集院北中学校

高校（半紙）の部

御領園　あかり 鹿児島女子高校 内田　怜那 武岡台高校

西原　楓葉 鹿児島中央高校 小田　百香 垂水高校

牧　果凛 鹿児島中央高校 原　初寧 鶴丸高校

原囿　葵 鹿児島中央高校 上林山　璃緒 鶴丸高校

石原　健人 鹿児島中央高校 園田　悠馬 吹上高校

一般（半紙）の部

花⽥ 美帆 肥後　麗子 原添　しのぶ 前畠 蘭洲
盛興　綾乃 林　より子 上原　志泉

永井　節子 福田　園子 田中　美穂
中村　慶子 新村　ツル子 福山　芳泉
⾓ 久⼦ 新小田　みや子 前野　香楓
武田　真奈 有村　まや 福田　真洲

松尾　映美里 馬場　俊行 永里　蒼林
是井　加奈子 猿樂　一恵 田中　星洲

高校（半切）の部

御領園　あかり 鹿児島女子高校

川⼝ 海⽉ 鹿児島女子高校

一般（半切）の部

曽山　美幸 新中　ヒロ子
西牟田　まり子 田畑　こずえ
大重　五男 新福　果穂 鹿児島女子短期大学

茅野　裕一
米丸　寿奈穂

■特選



■入選
小１の部

有馬　詩乃 ヴェリタスこども園 戸越　恵茉 垂水市立新城小学校 大盛　蓮夏 鹿屋市立寿北小学校

渡邉 咲 ヴェリタスこども園 木村　琴奏 指宿市立丹波小学校 中釜　胡陽 指宿市立指宿小学校

長安　哲慈 伊丹市立中央保育所 鵜瀬　明依 鹿屋市立花岡小学校 瀧山　あゆな 鹿児島市立吉野東小学校

今村　璃央 前原総合医療病院内えんじぇるくらぶ 奥山　桃嘩 鹿屋市立西原小学校 藤﨑　未帆 鹿児島市立中山小学校

楠原　りん 和光幼稚園 有村　笑 鹿屋市立野里小学校 加島　瑚子 鹿児島市立牟礼岡小学校

小２の部
松永　あやか 姶良市立西姶良小学校 森山　花音 鹿児島市立清和小学校 寺床　優衣 鹿児島市立広木小学校 德留　さら 神村学園初等部

福元　綾萌 指宿市立柳田小学校 中村　湖太郎 鹿児島市立大明丘小学校 柊宇都　弘龍 鹿児島市立本名小学校 西牟田　悠希 薩摩川内市立隈之城小学校

大金　蘭 鹿児島市吉野東小学校 岩下　逢一 鹿児島市立中山小学校 鶴田　楓夏 鹿児島大学教育学部附属小学校 横田　隼希 高崎市立吉井小学校

古市　健 鹿児島市吉野東小学校 小牧　梨乃 鹿児島市立中山小学校 小谷　朔太郎 鹿児島大学教育学部附属小学校 木場　翔琉　 垂水市立垂水小学校

北原　綾菜 鹿児島市立川上小学校 瀬野　心愛 鹿児島市立東谷山小学校 古松　一希 春日部市立幸松小学校 岩元　智佳子 鹿屋市立花岡小学校

小３の部
井上　紅葉 姶良市立姶良小学校 安楽　千恵 鹿児島市立西紫原小学校 中道　恋花 日置市立鶴丸小学校

秋吉　花怜 姶良市立松原なぎさ小学校 谷　碧唯 鹿児島市立春山小学校 星野　舞佳 鹿屋市立寿北小学校

上谷　くるみ 指宿市立魚見小学校 黒木　梨々花 鹿児島市立春山小学校 伊藤　萌心 鹿児島大学教育学部附属小学校

黒木　恵茉 鹿児島市立石谷小学校 樺山　凛 鹿児島市立吉野小学校 江口　由莉 鹿児島大学教育学部附属小学校

堀之内　奏心 鹿児島市立大龍小学校 樺山　遼 鹿児島市立吉野小学校 川畑　愛理 鹿児島大学教育学部附属小学校

矢野　帆華 鹿児島市立中山小学校 畑田　明凛 薩摩川内市立育英小学校 長尾　敢太 春日部市立中野小学校

東　莉碧 鹿児島市立中山小学校 青木　実李 龍郷町立円小学校

小４の部
馬場　柚妃 姶良市立蒲生小学校 阪野　叶愛 鹿児島市立小山田小学校 俵積田　実希 鹿児島市立中山小学校 田原　一進 鹿屋市立花岡小学校

福﨑　麻紋 姶良市立帖佐小学校 藤井　杏圭 鹿児島市立小山田小学校 渕上　結咲 鹿児島市立中郡小学校

阿久根　奈那 出水市立東出水小学校 前田　果穂 鹿児島市立草牟田小学校 木治屋　里咲 鹿児島市立西田小学校

松村　美緒 稲美町立天満小学校 福元　そら 鹿児島市立大明丘小学校 松木　みなみ 鹿児島市立福平小学校

下川路　友俐 指宿市立丹波小学校 吉留　あさひ 鹿児島市立武岡小学校 向井　はる 鹿児島市立山下小学校

綛谷　友唯 加古川市立野口北小学校 松尾　翼 鹿児島市立武小学校 桐原　咲穂 薩摩川内市立水引小学校

山下　花音 鹿児島市吉野小学校 岩下　樹 鹿児島市立中山小学校 原﨑　昴瑠 日置市立鶴丸小学校

新納　央遼 鹿児島市吉野小学校 実　和心 鹿児島市立中山小学校 外薗　惺夏 日置市立鶴丸小学校

小５の部
大原　結愛 池田学園池田小学校 江田　菜子 鹿児島市立草牟田小学校 古市　梨花 鹿児島市立吉野東小学校 堀内　綺乃 鹿屋市立大姶良小学校

横内　結祈 鹿児島市立伊敷小学校 石堂　亜美 鹿児島市立中郡小学校 藏ヶ﨑　結菜 鹿屋市立大姶良小学校 西田　菜々子 鹿屋市立西原台小学校

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 岩元　彩葉 垂水市立協和小学校 永山　心結 鹿屋市立寿北小学校

岸　歌凜 鹿児島市立郡山小学校 梶原　しほり 鹿児島市立西紫原小学校 大山　華穂 垂水市立新城小学校 宮永　ひより 鹿屋市立寿北小学校

秋廣　花歩 鹿児島市立桜丘西小学校 砂森　咲空 鹿児島市立春山小学校 福島　輝龍 垂水市立垂水小学校

永田　琴音 鹿児島市立清和小学校 假屋園　涼香 鹿児島市立紫原小学校 福島　蘭 南大隅町立神山小学校

橋口　愛翔 鹿児島市立草牟田小学校 白男川　仁水 鹿児島市立名山小学校 北元　恒志 南相馬市立鹿島小学校

小６の部
野中　香海 姶良市立加治木小学校 福元　穂羽 鹿児島市立犬迫小学校 内田　寧音 鹿児島市立紫原小学校

沼田　紗良 姶良市立重富小学校 德永　武瑠 鹿児島市立桜丘西小学校 秋谷　詩 鹿児島市立吉野小学校

安楽　和奏 姶良市立重富小学校 久保　美月 鹿児島市立桜丘東小学校 小園　瑠菜 日置市立鶴丸小学校

當房　あおい 姶良市立柁城小学校 小泉　結愛 鹿児島市立武岡小学校 立石　純暉 鹿児島市立谷山小学校

桑鶴　凪彩 指宿市立魚見小学校 加治屋　采良 鹿児島市立西田小学校

吉﨑　陽翔 指宿市立丹波小学校 佐藤　好 鹿児島市立広木小学校

有川　星甫 鹿児島市立伊敷台小学校 北島　光莉 鹿児島市立福平小学校

今村　心晴 鹿児島市立石谷小学校 濵田　樹伶 鹿児島市立松元小学校

中１の部
有村　心 出水市立出水中学校 馬場　杏奈 鹿児島市立西紫原中学校 桐原　風凛 薩摩川内市立水引中学校

上野　結衣 稲美町立稲美北中学校 上堂園　莉子 鹿児島市立星峯中学校

岩戸　優佳 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校 谷山　未唯夏 鹿児島市立紫原中学校

尾上　優乃 鹿児島市立鴨池中学校 柳川　亜紀 鹿児島市立吉野中学校

東　真優 鹿児島市立谷山北中学校 西方　葵 鹿屋市立第一鹿屋中学校

佐々木　愛菜 鹿児島市立西紫原中学校 吉良　日暖 霧島市立舞鶴中学校

松山　実乎都 鹿児島市立西紫原中学校 樋口　蓮人 薩摩川内市立川内北中学校

中２の部
田畑　美優 大崎町立大崎中学校 塗木　天毬 鹿児島市立桜丘中学校 屋久　瑚夏 霧島市立霧島中学校

福留　莉香 鹿児島市立伊敷台中学校 中間　百香 鹿児島市立桜丘中学校 本田　穂乃美 霧島市立国分中学校

佐藤　まりあ 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校 永田　結菜 鹿児島市立西紫原中学校 若松　優衣 薩摩川内市立川内南中学校

山下　ひかり 鹿児島市立鴨池中学校 青木　佳津乃 鹿児島市立紫原中学校 春内　沙陽 日置市立伊集院中学校

東山崎　菜緒 鹿児島市立桜丘中学校 有満　楓華 鹿児島市立紫原中学校 佐藤　美友 南相馬市立鹿島中学校

中３の部
中根　美咲 茨城町立青葉中学校 新島　愛梨 鹿児島市立河頭中学校 向窪　遥香 鹿児島市立吉野中学校 岩切　めい 鹿屋市立第一鹿屋中学校

川越　桂聖 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校 市来　喜菜子 鹿児島市立桜丘中学校 田中　雄正 鹿児島市立和田中学校 加治屋　孝心 鹿屋市立田崎中学校

新村　優奈 鹿児島市立鴨池中学校 前田　深結 鹿児島市立桜島中学校 安田　琉夏 名瀬市立朝日中学校 馬場　美優 鹿児島大学教育学部附属中学校

竹ノ内　いち花 鹿児島市立鴨池中学校 山内　美香 鹿児島市立谷山北中学校 中道　真凜 日置市立東市来中学校



■入選
高校（半紙）の部

小濵　彩愛 池田高校 肝付　さくら 玉龍高校 長尾　実桜 武岡台高校

古殿　陽菜 指宿高校 渡　晶紀 甲南高校 難波　亜未 武岡台高校

堀之内　青佳 鹿児島女子高校 中間　愛子 第一高校 中澤　綾乃 武岡台高校

川口　海月 鹿児島女子高校 吉村　優真 龍桜高校 岩下　莉子 武岡台高校

船間　清華 鹿児島中央高校 下楠薗　優奈 武岡台高校 竹之内　千愛 武岡台高校

飯田　花梨 鹿屋高校 吉永　奏 武岡台高校 西　紀佳 武岡台高校

淺井　美育 鹿屋高校 知識　莉子 武岡台高校

一般（半紙）の部

鮫島　翠霞 坂口　篤子 西郷　裕子 山田　美空
新屋　冨美子 奥　美恵子 上大迫　千佳子 村田　稲雲
有村　洋子 新納　美雪 有川　章子 川野　紗洲
池田　一明 福田　かな子 有馬　恵莉加 瀬野　優洲
横手　幸雄 峯元　礼子 坂口　雲山 茶薗　緑翠
長野　保子 迫坪　佳代 三原　博文 渕上　扇舟

津之地　奈緒 阿多　富士子 山元　加代
楢原　憲治 村田　直紀 田丸　望

高校（半切）の部

南　妃香 鹿児島中央高校

嶺　ありさ 鹿児島女子高校

馬場　佳菜穂 伊集院高校

一般（半切）の部

地本　俊哉 柳野　理枝 安田　信一 鶴窪　里樺
須納瀬　セツヨ 大西　一惠 山田　展代 鹿児島女子短期大学

坂之上　秋峰 日髙　静龍 深迫　聖蘭 鹿児島女子短期大学

古賀　さと子 西川　麻梨子 三野　杏静
黒田　宗昭 檢見﨑　明美 三野　紫静


