
別紙３

（敬称略）
学校名 学年 氏名

古賀市立古賀北中学校 ３年 荒木　いづみ
那珂川町立那珂川北中学校 ２年 小泉　羽結
宇美町立宇美中学校 ２年 加藤　郁真
熊本大学教育学部附属中学校 ３年 船附　彩乃
鹿屋市立鹿屋東中学校 ２年 小林　梨乃

Ⅱ　会長賞 （敬称略）
県名 受賞数 学校名 学年 氏名

宗像市立河東中学校 ３年 松本　愛利香
那珂川町立那珂川北中学校 １年 福島　彩香
那珂川町立那珂川北中学校 ２年 本岡　媛那
那珂川町立那珂川北中学校 ３年 中田　沙永
那珂川町立那珂川北中学校 ３年 菊池　未来
那珂川町立那珂川北中学校 ３年 畠中　凜
那珂川町立那珂川北中学校 ３年 岡本　朔來
武雄市立山内中学校 ２年 藤村　帆花
鹿島市立西部中学校 ３年 下田　絢
武雄市立山内中学校 ３年 梶原　千空
武雄市立山内中学校 ３年 吉永　佳奈
武雄市立山内中学校 ３年 山口　亜佳音
有田町立有田中学校 ２年 高原　詩歩
佐世保市日野中学校 ２年 岡　　瑞貴
平戸市立大島中学校 ２年 山口　寿那
佐世保市立世知原中学校 ３年 本木　綺笑
佐世保市清水中学校 ２年 峰松　晏
佐世保市清水中学校 ２年 川上　一花
佐世保市清水中学校 ２年 谷村　紗奈
長崎市立戸町中学校 ３年 峰　　ゆり花
長崎市立戸町中学校 １年 吉川　野乃花
熊本大学教育学部附属中学校 ３年 多田　彩乃
熊本大学教育学部附属中学校 ３年 西村　拓真
熊本大学教育学部附属中学校 ３年 村上　琴音
熊本大学教育学部附属中学校 ３年 尾田　悠
熊本大学教育学部附属中学校 ３年 東矢　彩葉
熊本大学教育学部附属中学校 ３年 畑中　伶文
熊本大学教育学部附属中学校 ３年 小林　翠
熊本大学教育学部附属中学校 ３年 宮里　珠央
熊本市立二岡中学校 ３年 永田　未来翔
熊本市立出水南中学校 ２年 三浦　莉央
日出町立日出中学校 ２年 宮部　暁
佐伯市立昭和中学校 ２年 疋田　萌華
学校法人岩田学園岩田中学校 ３年 佐藤　明南
学校法人岩田学園岩田中学校 ２年 大坪　瑞季
別府市立北部中学校 ２年 元田　光紀
延岡市立西階中学校 ３年 高田　瑠愛
延岡市立西階中学校 ３年 平田　遙香
延岡市立西階中学校 ３年 白田　恵理
宮崎市立宮崎西中学校 ２年 村尾　優衣
宮崎市立宮崎中学校 ３年 小野　栞菜
鹿屋市立鹿屋東中学校 ３年 高吉　琳香
鹿屋市立鹿屋東中学校 ２年 元木　鈴
鹿屋市立第一鹿屋中学校 ３年 福元　ゆあ
鹿屋市立第一鹿屋中学校 ３年 福元　みゆ

大分県 ５

宮崎県　 ５

鹿児島県 ４

佐賀県 ６

長崎県 ８

熊本県 １０

福岡県
熊本県

鹿児島県

福岡県 ７

福岡県
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Ⅰ　会長賞（金賞）
県名

福岡県



（敬称略）
県 受賞数 学校名 学年 氏名

北九州市立企救中学校 ３年 羽田野　泰志
那珂川町立那珂川北中学校 １年 原田　彩花
那珂川町立那珂川北中学校 １年 阿比留　優歩
那珂川町立那珂川北中学校 １年 吉田　一輝
那珂川町立那珂川北中学校 ２年 尾ノ上　幸加
那珂川町立那珂川北中学校 ３年 御手洗　さくら
那珂川町立那珂川北中学校 ３年 横田　寧央
宇美町立宇美中学校 ２年 大場　拓海
宇美町立宇美中学校 ３年 金納　綾美
北九州市立柳西中学校 ３年 野口　誠希
鹿島市立西部中学校 ３年 山田　和紗
鹿島市立西部中学校 ３年 染川　千晴
鹿島市立西部中学校 ３年 林田　月
佐賀市立城西中学校 ２年 白濱　幸奈
有田町立有田中学校 ２年 齊藤　琴音
武雄市立武雄中学校 ２年 江島　美月
武雄市立武雄中学校 ３年 東島　叶枝
鹿島市立西部中学校 ３年 江越　優夢
鹿島市立西部中学校 ２年 篭　　空和
佐賀市立城西中学校 ３年 栗原　知希
鹿島市立西部中学校 ３年 堀田　京花
鹿島市立西部中学校 ３年 平井　聖華
鹿島市立西部中学校 ２年 瀧本　萌衣
鹿島市立西部中学校 ２年 坂本　麗奈
時津町立時津中学校 ３年 今泉　穂香
大村市立西大村中学校 ２年 白濱　未夢
大村市立西大村中学校 ２年 郡　　由衣
佐世保市清水中学校 ２年 平野　真心
佐世保市清水中学校 ２年 長谷川　一葉
佐世保市清水中学校 ２年 伊藤　理奈
佐世保市清水中学校 ２年 堀　　明星
長崎市立戸町中学校 ２年 池田　幸之介
長崎市立戸町中学校 ２年 後田　みさき
長崎市立戸町中学校 ２年 今里　翔吾
長崎市立戸町中学校 ２年 元松　丈太郎
長崎市立戸町中学校 ２年 山下　雅弥
長崎市立戸町中学校 １年 宮田　愛里
熊本大学教育学部　附属中学校 ３年 川原　茉緒
熊本大学教育学部　附属中学校 ３年 黒瀬　海斗
熊本大学教育学部　附属中学校 ３年 兵頭　海音
熊本大学教育学部　附属中学校 ３年 蓑田　怜奈
熊本大学教育学部　附属中学校 ３年 村上　理子
熊本大学教育学部　附属中学校 ３年 庄山　日菜
熊本大学教育学部　附属中学校 ３年 濵田　優樹
熊本市立出水南中学校 １年 志垣　音羽
熊本市立西山中学校 ２年 吉野　裕里佳
日出町立日出中学校 ２年 加藤　ちな
日出町立日出中学校 ２年 佐々木　蒼
日出町立日出中学校 １年 伊藤　光陽
日出町立日出中学校 １年 清原　百合乃
佐伯市立昭和中学校 ２年 長岡　璃莉亜
学校法人岩田学園岩田中学校 ３年 中島　啓輔
学校法人岩田学園岩田中学校 ３年 横田　江美
学校法人岩田学園岩田中学校 ３年 川口　朋晃
学校法人岩田学園岩田中学校 ２年 清水　風翔
学校法人岩田学園岩田中学校 ２年 青山　賢司
学校法人岩田学園岩田中学校 ２年 浦田　勇次郎
別府市立北部中学校 ３年 馬場　朱音
別府市立北部中学校 １年 荒金　碧月
別府市立北部中学校 １年 阿部　諒也
別府市立北部中学校 １年 髙木　彩香

熊本県 ９

大分県 １５

長崎県 １３

Ⅲ　入選（１／２）

福岡県 １０

佐賀県 １４



（敬称略）
県 受賞数 学校名 学年 氏名

延岡市立西階中学校 ３年 甲斐　歩夢
延岡市立西階中学校 ３年 黒木　月
延岡市立西階中学校 ３年 川畑　僚太
延岡市立西階中学校 ３年 一宮　悠里
延岡市立西階中学校 ３年 甲斐　このみ
延岡市立西階中学校 ３年 酒井　琴音
延岡市立西階中学校 ３年 須田　千江里
延岡市立西階中学校 ３年 青木　暉
宮崎市立宮崎西中学校 ２年 岩田　愛子
宮崎市立宮崎西中学校 ２年 堀井　れいら
日南市立鵜戸中学校 ２年 外山　絢野
日南市立鵜戸中学校 ３年 根木　あぐり
宮崎市立本郷中学校 ２年 石山　竜也
椎葉村立椎葉中学校 ３年 右田　将伍
日南市立榎原中学校 ３年 磯俣　千乃
与論町立与論中学校 １年 浜島　百代
与論町立与論中学校 ３年 吉川　彩羽
鹿屋市立鹿屋東中学校 ２年 西小野　優愛
鹿屋市立田崎中学校 ２年 室屋　慎吾
鹿屋市立田崎中学校 １年 田畑　悠貴
鹿屋市立田崎中学校 １年 田畑　悠花
鹿屋市立田崎中学校 １年 田島　苺華
鹿屋市立田崎中学校 ２年 假屋　佑一朗
鹿屋市立田崎中学校 ３年 田島　瑞喜
薩摩川内市立川内北中学校 ３年 西峯　帆乃佳
鹿児島市立長田中学校 ３年 毛利　千晶
鹿児島市立長田中学校 ２年 牟田　花緒

鹿児島県 １２

Ⅲ　入選（２／２）

宮崎県 １５
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