
部門 審査結果名 氏名 画題名 学校名(団体名) 学年

中学生       入選                  和泉　鈴                                              学校からの眺め                                           末吉中学校               2

中学生       入選                  谷川　日菜                                              放課後の時間                                            末吉中学校               2

中学生       入選                  稲留　一青                                              誰かさんと校舎                                           大隅中学校               1

中学生       入選                  大場　琴未                                              カラフルPOP                                           大隅中学校               1

中学生       入選                  黒﨑　梨乃                                              春夏秋冬                                              大隅中学校               1

中学生       入選                  新川　恭絵                                              パラダイス                                             大隅中学校               1

中学生       入選                  畑中　結梨奈                                             自然の世界                                             大隅中学校               1

中学生       入選                  春田　莉沙                                              私の朝                                               大隅中学校               1

中学生       入選                  比良　琴音                                              好きな色の世界                                           大隅中学校               1

中学生       特選                  前薗　栞                                               雪だるま                                              大隅中学校               1

中学生       入選                  山下　夏輝                                              大隅中の風景                                            大隅中学校               1

中学生       入選                  小河　陸登                                              本校舎                                               大隅中学校               2

中学生       入選                  小島　菜々美                                             きれいな景色                                            大隅中学校               2

中学生       入選                  中村　彩乃                                              思い出の部屋                                            大隅中学校               2

中学生       入選                  福満　琉心                                              光浴びるサクラの木                                         大隅中学校               2

中学生       入選                  望岡　楓                                               美術室                                               大隅中学校               2

中学生       入選                  八木　綾美                                              坂道                                                大隅中学校               2

中学生       特選                  市瀬　実夢                                              水がなくなる自然                                          大隅中学校               3

中学生       入選                  佐々木　日向                                             自然                                                大隅中学校               3

中学生       入選                  前屋敷　夏美                                             海の上の不思議な建物                                        大隅中学校               3

中学生       入選                  村山　梨々果                                             夜の海                                               大隅中学校               3

中学生       入選                  山口　彩花                                              楽器の世界                                             大隅中学校               3

中学生       入選                  山下　綾友                                              星空の下の海                                            大隅中学校               3

中学生       入選                  山下　虎太朗                                             無題                                                大隅中学校               3

中学生       入選                  吉森　和望                                              感情の交差点                                            大隅中学校               3

中学生       入選                  切通　佑一郎                                             水飲み場                                              財部中学校               1

中学生       入選                  田口　佳乃                                             片隅に咲く花                                            財部中学校               1

中学生       入選                  野﨑　彩乃                                             体育館裏                                              財部中学校               1

中学生       入選                  福山　彩美                                             大きな樹                                              財部中学校               1

中学生       入選                  桐原　竜子                                             側溝                                                財部中学校               2

中学生       入選                  櫻木　一真                                             校舎隅の一鉢                                            財部中学校               2

中学生       入選                  徳石　太一                                             手洗い場                                              財部中学校               2

中学生       入選                  蛯原　楽                                              木                                                 財部中学校               3

中学生       入選                  清水　萌花                                             正面玄関                                              財部中学校               3



中学生       入選                  切通　樹理                                             花のある風景                                            財部中学校               3

部門 審査結果名 氏名 画題名 学校名(団体名) 学年

小学生       入選                  磯邊　丈                                              きらきらほてる                                           末吉小学校               1

小学生       特選                  岩井　花帆                                             にじれっしゃにのりたいな                                      末吉小学校               1

小学生       入選                  大路　龍義                                             たのしくおどろう                                          末吉小学校               1

小学生       特選                  大藤　勇星                                             たいふう                                              末吉小学校               1

小学生       入選                  小川　魅羽                                             おむすびころりん                                          末吉小学校               1

小学生       入選                  勝目　颯良                                             おむすびころりん                                          末吉小学校               1

小学生       入選                  加藤　朱音                                             おにがしまへおにたいじ                                       末吉小学校               1

小学生       特選                  上村　吏音                                             うらしまたろう                                           末吉小学校               1

小学生       特選                  川原　千羽                                             バスにのったよ                                           末吉小学校               1

小学生       入選                  櫛橋　直也                                             しかにのったよ                                           末吉小学校               1

小学生       入選                  黒木　春花                                             ちょうにのっておでかけ                                       末吉小学校               1

小学生       入選                  後藤　美琴                                             にじ・はな・ちょうちょとおでかけ                                  末吉小学校               1

小学生       特選                  佐澤　乙姫                                             いるかにのったよ                                          末吉小学校               1

小学生       入選                  末川　ひばり                                            いろいろないろのおしろ                                       末吉小学校               1

小学生       入選                  財部　慶亮                                             ひこうきにのったよ                                         末吉小学校               1

小学生       特選                  月野　夢翔                                             うみのせかいにとびこもう                                      末吉小学校               1

小学生       入選                  中尾　幸仁                                             くるま                                               末吉小学校               1

小学生       入選                  西村　杏莉                                             きりんとあそぼう                                          末吉小学校               1

小学生       入選                  八幡　瞬太郎                                            うまにのってさばくへいこう                                     末吉小学校               1

小学生       特選                  林　虎琉                                              よなかのくるま                                           末吉小学校               1

小学生       入選                  東　輝歩                                              おはなばたけにいこう                                        末吉小学校               1

小学生       入選                  東　蓮仁                                              れんたろうさんじょう                                        末吉小学校               1

小学生       特選                  東屋敷　亮太                                            りゅうにのってぴらみっどへ                                     末吉小学校               1

小学生       入選                  松田　來桃                                             にじにのったよ                                           末吉小学校               1

小学生       入選                  馬庭　瑠叶                                             いろいろなせかい                                          末吉小学校               1

小学生       入選                  峯﨑　萌緋華                                            おむすびころりん                                          末吉小学校               1

小学生       入選                  宮ケ迫　心彩                                            いえ                                                末吉小学校               1

小学生       入選                  八木　煌希                                             
カブトムシにのってきょうりゅうのせか
いへ 末吉小学校               1

小学生       特選                  山下　英真                                             きょうりゅうじだいへ                                        末吉小学校               1

小学生       入選                  柚下　千瑛                                             なわとびをしたよ                                          末吉小学校               1

小学生       入選                  有川　心花                                             おさかながいっぱい                                         末吉小学校               2

小学生       入選                  有馬　　諒                                             スイミー                                              末吉小学校               2

小学生       特選                  池田　純一                                             ゆうぐであそんだ                                          末吉小学校               2



小学生       特選                  井之元　徠偉                                            ぼくじょうに行ったぼく                                       末吉小学校               2

小学生       入選                  上野　凛翔                                             おにごっこ                                             末吉小学校               2

小学生       入選                  上東　愛幸                                             かたあしのひよこ                                          末吉小学校               2

小学生       特選                  榮德　優菜                                             みんなとあそぶ                                           末吉小学校               2

小学生       特選                  加治木　康真                                            きょうりゅうに教えた                                        末吉小学校               2

小学生       入選                  熊ノ迫　桃華                                            しまうまハウス                                           末吉小学校               2

小学生       入選                  高良　亜純                                             かたあしのひよこ                                          末吉小学校               2

小学生       入選                  小柏　涼那                                             おしろ                                               末吉小学校               2

小学生       特選                  小園　清春                                             ともだちとあそんだ                                         末吉小学校               2

小学生       特選                  小玉　唯斗                                             きょうりゅうを見る                                         末吉小学校               2

小学生       入選                  田口　陽仁                                             ほたるをみにいった                                         末吉小学校               2

小学生       入選                  谷口　泰智                                             大きくなった                                            末吉小学校               2

小学生       入選                  谷口　妃愛                                             ごんぎつね                                             末吉小学校               2

小学生       入選                  中馬　望花                                             スイミー                                              末吉小学校               2

小学生       入選                  津曲　海希                                             テント                                               末吉小学校               2

小学生       入選                  時見　璃子                                             なわとびたいかい                                          末吉小学校               2

小学生       入選                  德重　明柊                                             じてんしゃ                                             末吉小学校               2

小学生       入選                  中村　碧彩                                             ブランコであそんでいるところだよ                                  末吉小学校               2

小学生       特選                  成尾　英珠瑠                                            ミニトマト                                             末吉小学校               2

小学生       入選                  博多屋　優心                                            かたあしのひよこ                                          末吉小学校               2

小学生       特選                  花岡　翼                                              おにぎり                                              末吉小学校               2

小学生       入選                  濵田　凛                                              シンデレラ                                             末吉小学校               2

小学生       入選                  久永　隼聖                                             ふうせんであそんだ                                         末吉小学校               2

小学生       特選                  平川　昂輝                                             たのしかったこと                                          末吉小学校               2

小学生       特選                  平原　孝貴                                             じてんしゃ                                             末吉小学校               2

小学生       入選                  益留　隼人                                             ポケットモンスター                                         末吉小学校               2

小学生       入選                  松下　くらら                                            大きな大いちょう                                          末吉小学校               2

小学生       入選                  丸山　真玄                                             ゆうぐ                                               末吉小学校               2

小学生       入選                  三枝　夏希                                             たのしいひろば                                           末吉小学校               2

小学生       特選                  宮尾　莉央                                             かたあしのひよこ                                          末吉小学校               2

小学生       特選                  宮前　魁翔                                             わにわにの大けが                                          末吉小学校               2

小学生       入選                  森岡　哲平                                             うさぎとかめ                                            末吉小学校               2

小学生       入選                  安庭　楓華                                             かあさんのこもりうた                                        末吉小学校               2

小学生       入選                  山口　翔也                                             大きな木                                              末吉小学校               2

小学生       特選                  吉元　徳郁                                             きりぎりすくん                                           末吉小学校               2



小学生       入選                  和田 明香里                                            みんなみんなともだち                                        末吉小学校               2

小学生       特選                  有川　桜月                                             がんばってふいたリコーダー                                     末吉小学校               3

小学生       特選                  池田　一心                                             自分のにがおえ                                           末吉小学校               3

小学生       入選                  石井　花紅                                             6ぴきのねこ                                            末吉小学校               3

小学生       入選                  大路　悠寧                                             いいかんじ                                             末吉小学校               3

小学生       入選                  加治木　瑠唯                                            こまとぼく                                             末吉小学校               3

小学生       特選                  勝田　光一朗                                            まじめにしたリコーダー                                       末吉小学校               3

小学生       特選                  鎌田　崇太郎                                            自分の顔                                              末吉小学校               3

小学生       入選                  木之下　心菜                                            かわいいけんばん                                          末吉小学校               3

小学生       入選                  撿崎　祐綺                                             友だちがリコーダーをふいている                                   末吉小学校               3

小学生       特選                  小竹　萌愛                                             鍵盤ハーモニカで楽しい音楽                                     末吉小学校               3

小学生       入選                  重久　賢太                                             ぼくの友だち                                            末吉小学校               3

小学生       入選                  新村　彩乃                                             わたしの顔                                             末吉小学校               3

小学生       入選                  財部　鈴彩                                             かぐやひめ                                             末吉小学校               3

小学生       特選                  竹之内　心結                                            リコーダー，ヒュンヒュン                                      末吉小学校               3

小学生       入選                  竹安　桐眞                                             竹馬をやる自分                                           末吉小学校               3

小学生       特選                  田代　結萌                                             はじめてのリコーダー                                        末吉小学校               3

小学生       特選                  谷口　陽菜乃                                            リコーダーをふいている友だち                                    末吉小学校               3

小学生       入選                  中馬　壱聖                                             楽しいテレビ                                            末吉小学校               3

小学生       入選                  釼田　理心                                             すてきな顔                                             末吉小学校               3

小学生       入選                  中村　太洋                                             むちむちの木                                            末吉小学校               3

小学生       入選                  橋口　心花                                             リコーダーをふいている友だち                                    末吉小学校               3

小学生       特選                  福満　泰志                                             こういちろうくんと友だち                                      末吉小学校               3

小学生       入選                  渕上　貴史                                             絵をかく友だち                                           末吉小学校               3

小学生       入選                  寳田　萌唯                                             海で泳ぐ魚                                             末吉小学校               3

小学生       入選                  松ケ野　隼風                                            霧島神宮                                              末吉小学校               3

小学生       入選                  三枝　瑠海                                             自分のにがおえ                                           末吉小学校               3

小学生       入選                  峯崎　漢                                              かもがういたぞ　たかーい                                      末吉小学校               3

小学生       入選                  室屋　楓佳                                             リコーダーをふいている友だち                                    末吉小学校               3

小学生       入選                  森岡　輝優                                             リコーダーをふいている絵                                      末吉小学校               3

小学生       入選                  八木　綾菜                                             つみきで遊ぼう                                           末吉小学校               3

小学生       特選                  山﨑　琉雅                                             ベイブレイド                                            末吉小学校               3

小学生       入選                  山之内　渚                                             自分の顔                                              末吉小学校               3

小学生       入選                  宇都　叶真                                             楽しい遊具                                             末吉小学校               4

小学生       入選                  梅ヶ迫　莉乃                                            学校のシンボル　大いちょう                                     末吉小学校               4



小学生       入選                  栫井　楓華                                             末吉小の体育館                                           末吉小学校               4

小学生       特選                  鎌田　美亜                                             体育館                                               末吉小学校               4

小学生       特選                  上岡　倫太朗                                            入口・出口                                             末吉小学校               4

小学生       特選                  北野　優佳                                             私の大好きな町                                           末吉小学校               4

小学生       入選                  金城　心音                                             楽しいブランコ                                           末吉小学校               4

小学生       入選                  櫛橋　美冴                                             楽しい教室                                             末吉小学校               4

小学生       入選                  久保　楼生                                             大いちょう                                             末吉小学校               4

小学生       特選                  隈元　壱聖                                             いつもの黒板                                            末吉小学校               4

小学生       入選                  高良　亜衣里                                            教室からの風景                                           末吉小学校               4

小学生       入選                  小山　創之介                                            末吉小のシンボルの木「大いちょう」                                 末吉小学校               4

小学生       入選                  四位　龍磨                                             末吉のいいところ                                          末吉小学校               4

小学生       特選                  重留　咲良                                             大きな町                                              末吉小学校               4

小学生       入選                  下舞　星斗                                             体育館の前で                                            末吉小学校               4

小学生       入選                  白尾　真莉                                             大いちょうの木                                           末吉小学校               4

小学生       入選                  新村　拓未                                             楽しくバスケ～１対１～                                       末吉小学校               4

小学生       入選                  谷口　浩基                                             りっぱな末吉小学校                                         末吉小学校               4

小学生       入選                  中馬　彩惠                                             教室からの風景                                           末吉小学校               4

小学生       入選                  西川　翔                                              学校の水道                                             末吉小学校               4

小学生       特選                  西村　啓志                                             大きなせんだんの木                                         末吉小学校               4

小学生       入選                  馬場　優之介                                            大いちょうと末吉小学校                                       末吉小学校               4

小学生       入選                  濱田　彩衣里                                            体育館                                               末吉小学校               4

小学生       入選                  原口　愛音　                                            初めてのブランコ                                          末吉小学校               4

小学生       入選                  樋渡　千夏                                             大すきな学校                                            末吉小学校               4

小学生       入選                  松下　楓                                              わたしたちの校舎                                          末吉小学校               4

小学生       入選                  松本　柊人                                             おもしろ遊具                                            末吉小学校               4

小学生       特選                  間手原　妃奈                                            すてきな町                                             末吉小学校               4

小学生       特選                  宮脇　朋寿                                             体育館                                               末吉小学校               4

小学生       特選                  村上　想和                                             大すきな町                                             末吉小学校               4

小学生       特選                  本浦　うらら                                            夜の学校                                              末吉小学校               4

小学生       入選                  矢上　瑛大                                             さくらの木                                             末吉小学校               4

小学生       特選                  矢上　陽大                                             役立つくつばこ                                           末吉小学校               4

小学生       入選                  山口　紗矢                                             ジャングルジム                                           末吉小学校               4

小学生       入選                  山口　勇輝                                             末吉小の楽しい遊具と景色                                      末吉小学校               4

小学生       入選                  吉元　凌                                              みんなの体育館                                           末吉小学校               4

小学生       特選                  伊地知 優仁                                            古いお寺                                              末吉小学校               5



小学生       入選                  上原  蓮                                             せんとくじの門                                           末吉小学校               5

小学生       入選                  内永 喬乃                                             せんとく寺の門                                           末吉小学校               5

小学生       入選                  鎌田 斗武                                             古いお寺                                              末吉小学校               5

小学生       入選                  神﨑 了輔                                             ようこそせんとく寺へ                                        末吉小学校               5

小学生       入選                  木藤 詩音                                             夕ぐれどきの海には                                         末吉小学校               5

小学生       特選                  楠原 琉唯那                                            不思議な寺                                             末吉小学校               5

小学生       特選                  久保田 一成                                            じょうぶな体育館                                          末吉小学校               5

小学生       特選                  隈元 良寛                                             階段                                                末吉小学校               5

小学生       入選                  小園 大陽                                             教室の風景                                             末吉小学校               5

小学生       入選                  兒玉 愛緒衣                                            みんなの寺                                             末吉小学校               5

小学生       入選                  権堀 優里                                             金田家                                               末吉小学校               5

小学生       入選                  坂ノ上 立輝                                            門                                                 末吉小学校               5

小学生       入選                  佐野 結彩                                             大いちょうと寺                                           末吉小学校               5

小学生       特選                  鮫島　渉                                              ようこそせんとく寺へ                                        末吉小学校               5

小学生       入選                  澤津 咲楽                                             古くて大きな門                                           末吉小学校               5

小学生       入選                  下成 さくら                                            私のコルネット                                           末吉小学校               5

小学生       入選                  下舞 凌斗                                             木                                                 末吉小学校               5

小学生       入選                  末永　月姫                                             わたしのお寺                                            末吉小学校               5

小学生       特選                  寺内 幸大                                             いつものわたりろうか                                        末吉小学校               5

小学生       特選                  富永 聖也                                             お寺の大門                                             末吉小学校               5

小学生       入選                  永山 美咲                                             専とく寺                                              末吉小学校               5

小学生       入選                  新留 凌輔                                             かねのところ                                            末吉小学校               5

小学生       入選                  西山 肖奈                                             いろいろな景色                                           末吉小学校               5

小学生       入選                  八幡 百合子                                            今日は子どもの日                                          末吉小学校               5

小学生       特選                  濵田 亜脩                                             ぼくたちのお寺                                           末吉小学校               5

小学生       入選                  原口 愛梨                                             私の町のお寺                                            末吉小学校               5

小学生       入選                  前原 優誠                                             さようなら                                             末吉小学校               5

小学生       特選                  丸山 一先                                             古の寺                                               末吉小学校               5

小学生       入選                  水口 陽彩                                             明るいお寺                                             末吉小学校               5

小学生       入選                  峯﨑 叶愛                                             お寺                                                末吉小学校               5

小学生       入選                  宮﨑 友介                                             カラフルな校長室                                          末吉小学校               5

小学生       入選                  宮田 一光                                             みんなをむかえる寺                                         末吉小学校               5

小学生       入選                  村山 千夏                                             くまの食事                                             末吉小学校               5

小学生       入選                  森岡 愛侑菜                                            キレイなお寺                                            末吉小学校               5

小学生       入選                  森岡  奏                                             木とせんとく寺                                           末吉小学校               5



小学生       入選                  森岡 暉仁                                             鐘をならす寺の門                                          末吉小学校               5

小学生       特選                  山下 陽音                                             大きな門                                              末吉小学校               5

小学生       特選                  脇田 煌斗                                             こいのぼりとお寺                                          末吉小学校               5

小学生       入選                  渡邉  奏                                             二宮金次郎とぼく                                          末吉小学校               5

小学生       入選                  石井　良侑                                             つながる木                                             末吉小学校               6

小学生       特選                  稲森　爽太                                             長年りっぱな体育館                                         末吉小学校               6

小学生       特選                  岩本　翔太                                             静かな教室                                             末吉小学校               6

小学生       入選                  上床　香奈                                             観察池                                               末吉小学校               6

小学生       入選                  大曲　渉月                                             海の生き物                                             末吉小学校               6

小学生       入選                  尾之上　健翔                                            校庭                                                末吉小学校               6

小学生       特選                  勝田　高文                                             カラフルクレーン                                          末吉小学校               6

小学生       特選                  加藤　拓磨                                             パン屋さん                                             末吉小学校               6

小学生       入選                  加藤　光                                              私たちの廊下                                            末吉小学校               6

小学生       特選                  上　美優                                              階段から見た景色                                          末吉小学校               6

小学生       入選                  木之下　海斗                                            学校の開校記念碑                                          末吉小学校               6

小学生       入選                  窪田　美優                                             がんばるクレーン車                                         末吉小学校               6

小学生       入選                  黒木　澪                                              私の大切タイムカプセル                                       末吉小学校               6

小学生       入選                  撿崎　紗綺                                             体育館とタイムカプセルの風景                                    末吉小学校               6

小学生       入選                  小薗　千琉                                             東京タワー                                             末吉小学校               6

小学生       入選                  白澤　龍芽                                             汚れた海                                              末吉小学校               6

小学生       入選                  末川　昇                                              一度は見てみたい深海魚                                       末吉小学校               6

小学生       特選                  末森　皓士                                             力持ちのクレーン                                          末吉小学校               6

小学生       入選                  瀨戸　翼                                              末吉小学校                                             末吉小学校               6

小学生       入選                  田畑　綾恋                                             末吉の風景                                             末吉小学校               6

小学生       入選                  津留　琴羽                                             でてきておねえちゃん                                        末吉小学校               6

小学生       入選                  鶴田　龍誠                                             学校の像                                              末吉小学校               6

小学生       特選                  豊留　莉玖                                             大きいクレーン車                                          末吉小学校               6

小学生       入選                  永島田　篤彦                                            狩り                                                末吉小学校               6

小学生       入選                  中村　真利奈                                            つつんでいく緑                                           末吉小学校               6

小学生       入選                  東別府　芽生                                            かっこいいクレーン車                                        末吉小学校               6

小学生       入選                  久永　李々                                             秋風かんじる犬                                           末吉小学校               6

小学生       入選                  樋渡　久展                                             おいしいパン屋さん                                         末吉小学校               6

小学生       特選                  藤﨑　拓                                              トラック                                              末吉小学校               6

小学生       入選                  間手原　優                                             ぼくの学校                                             末吉小学校               6

小学生       入選                  丸龜　孝太朗                                            ふと見た景色                                            末吉小学校               6



小学生       特選                  三河　帝我                                             立派なクレーン                                           末吉小学校               6

小学生       入選                  三枝　乙葉                                             お友達                                               末吉小学校               6

小学生       入選                  宮﨑　駿ノ助                                            織田信長                                              末吉小学校               6

小学生       入選                  宮﨑　実子                                             私の思い出の場所                                          末吉小学校               6

小学生       特選                  森田　ひかり                                            力いっぱいクレーン車                                        末吉小学校               6

小学生       特選                  安田　聖将                                             教室の風景                                             末吉小学校               6

小学生       入選                  柳園　大樹                                             クレーン工業                                            末吉小学校               6

小学生       入選                  山下　飛勇                                             きのこの森                                             末吉小学校               6

小学生       入選                  山之内　蘭音                                            思い出の通学路                                           末吉小学校               6

小学生       入選                  山元　愛美                                             木と体育館                                             末吉小学校               6

小学生       入選                  渡邉　元                                              遊具                                                末吉小学校               6

小学生       入選                  尾田　美空                                             うしさんが　いっぱい                                        檍小学校                1

小学生       入選                  加藤　蔵之介                                            うしのモモ                                             檍小学校                1

小学生       入選                  千葉　愛華里                                            お花とチョウチョの町                                        檍小学校                1

小学生       入選                  古川　芽依                                             牛さん　きれいだな                                         檍小学校                2

小学生       入選                  木田　琉斗                                             三角池で生き物さがし                                        檍小学校                3

小学生       入選                  八十島　あおい                                           地いきの人に教えてもらったよ                                    檍小学校                3

小学生       入選                  佐多　望                                              新しい体育館でのバレーボール                                    檍小学校                4

小学生       特選                  室田　宝成                                             トンボをつかまえようかな                                      檍小学校                4

小学生       特選                  川﨑　颯                                              がんばった田植え                                          檍小学校                5

小学生       入選                  澤田　智恵                                             きれいな大よど川                                          檍小学校                5

小学生       特選                  大休寺　涼那                                            橋と川                                               檍小学校                5

小学生       特選                  濵田　優里愛                                            家にあるじまんなトラック                                      檍小学校                5

小学生       特選                  外園　優人                                             豊作をねがって                                           檍小学校                6

小学生       入選                  八十島 柚季                                            畑をたがやすトラクター                                       檍小学校                6

小学生       入選                  丸野　雲詩                                             雪だるまと１４ひきのねずみ                                     高岡小学校               1

小学生       特選                  丸野　琉空                                             あともう少し                                            高岡小学校               3

小学生       入選                  新田　拓海                                             てつぼうするぞ                                           高岡小学校               4

小学生       入選                  佐野　琥珀                                             よみがえれ熊本城                                          高岡小学校               6

小学生       入選                  德重　のどか                                            学しゅうはっぴょう会                                        岩北小学校               2

小学生       入選                  上川　華蓮                                             小鳥の森                                              岩北小学校               3

小学生       入選                  谷口　秋音                                             宝をめぐって大戦争                                         岩北小学校               3

小学生       特選                  𠮷田　優衣音                                           海の仲間たち                                            岩北小学校               3

小学生       入選                  川﨑　法慶                                             にげろ!!                                             岩北小学校               4

小学生       特選                  坂元　孝平                                             笛を吹くぼく                                            岩北小学校               4



小学生       入選                  片平　要                                              さかだち　できた                                          岩南小学校               1

小学生       入選                  須田　玲哉                                             とびばこ                                              岩南小学校               1

小学生       入選                  古川　真咲                                             タイヤとび                                             岩南小学校               1

小学生       入選                  馬場　良太                                             「ありとスイカ」の中のぼく                                     岩南小学校               2

小学生       特選                  丸鶴　りお                                             楽しかったえんそく                                         岩南小学校               2

小学生       特選                  須田　玲央奈                                            かわいそうな３頭の象                                        岩南小学校               3

小学生       入選                  五位塚　陸                                             くまと　いっしょに　おさんぽ                                    諏訪小学校               1

小学生       入選                  大川内　翼颯                                            ひなんくんれん                                           諏訪小学校               2

小学生       入選                  黒木　稜太                                             ハンバーガーおいしい！                                       諏訪小学校               2

小学生       入選                  原田　望愛                                             じょうずにひけたよ                                         諏訪小学校               2

小学生       特選                  山﨑　翔泰                                             一ばんになれなかった                                        諏訪小学校               2

小学生       入選                  山下　大翔                                             はじめての　金メダル！                                       諏訪小学校               2

小学生       入選                  大迫　夏芽                                             冬には、白菜                                            諏訪小学校               3

小学生       入選                  久保　一花                                             家族といっしょにはつもうで                                     諏訪小学校               3

小学生       入選                  西　雅也                                              おばあちゃんがやいた おもち                                    諏訪小学校               3

小学生       特選                  福留　光一郎                                            気合いを入れて                                           諏訪小学校               3

小学生       入選                  山口　扇                                              大きい　やごろうどん                                        諏訪小学校               3

小学生       特選                  平後　裕大                                             ぼくの友だち                                            諏訪小学校               4

小学生       特選                  勝山　遥太                                             何が見えるかな                                           諏訪小学校               5

小学生       特選                  中山　旭翔                                             たたけ！思いを乗せて                                        諏訪小学校               5

小学生       入選                  西留　蒼斗                                             ひびけ！このメロディー                                       諏訪小学校               5

小学生       特選                  平川　大耀                                             どんな変化が起きるかな                                       諏訪小学校               5

小学生       入選                  平後　大将                                             うんていで体力作り                                         諏訪小学校               5

小学生       入選                  淵合 駿介　                                            ナイスキャッチ！                                          諏訪小学校               5

小学生       入選                  三枝　みく                                             ゴールをねらえ！                                          諏訪小学校               5

小学生       特選                  山下　優真                                             上手く焼けたぞ目玉焼き                                       諏訪小学校               5

小学生       入選                  池田　優衣                                             ピアノをひく私                                           諏訪小学校               6

小学生       入選                  池之上　翔                                             木琴練習                                              諏訪小学校               6

小学生       入選                  稲田　煌明                                             飼育当番                                              諏訪小学校               6

小学生       入選                  内　拓磨                                              目指せ！ナイスシュート                                       諏訪小学校               6

小学生       入選                  川野　星蓮                                             鳴り響く太鼓                                            諏訪小学校               6

小学生       入選                  谷川　煌来                                             フォームを意識して                                         諏訪小学校               6

小学生       入選                  宮﨑　一正                                             サーブを打つぞ！                                          諏訪小学校               6

小学生       特選                  竹ノ井　蕾花                                            カニ，カニ，チョッキン                                       光神小学校               1

小学生       入選                  地主園　彩斗                                            かめがのしのし                                           光神小学校               1



小学生       入選                  福重　沙羅                                             パクパク，ラッコ                                          光神小学校               1

小学生       入選                  肝付　裕太                                             トラが来たぞ                                            光神小学校               2

小学生       入選                  地主園　桜祐                                            もちつき　ぺったん                                         光神小学校               3

小学生       入選                  地主園　和奏                                            みんなで　おせち                                          光神小学校               4

小学生       入選                  山田　一輝                                             勉強中                                               光神小学校               5

小学生       特選                  地主園　いちか                                           力いっぱいカヌーが進む                                       光神小学校               6

小学生       入選                  坂元　陽真                                             つかまえた！！                                           深川小学校               1

小学生       入選                  宮囿　朋樹                                             あみでそっと・・                                          深川小学校               1

小学生       入選                  宮囿　宏樹                                             とびばことんだよ                                          深川小学校               1

小学生       入選                  鎌田　旺乃介                                            見つけたぞ！！                                           深川小学校               2

小学生       入選                  村上　依夢                                             あと、少し！！                                           深川小学校               2

小学生       特選                  花牟禮　遥華                                            あがっている車                                           深川小学校               3

小学生       特選                  新屋　結衣                                             車のしゅうり                                            深川小学校               4

小学生       入選                  永里　颯                                              大がたトラック                                           深川小学校               4

小学生       入選                  寳藏　華凛                                             えさを食べる牛                                           深川小学校               4

小学生       入選                  森山　暖大                                             歴史ある倉庫                                            深川小学校               5

小学生       入選                  吉永　幸音                                             地域の神社                                             深川小学校               5

小学生       特選                  冨田　愛琴                                             幸せな五輪塔                                            深川小学校               6

小学生       入選                  永山　琉輝矢                                            うれしいおじぞうさま                                        柳迫小学校               1

小学生       入選                  西元　愛花                                             やさしいおじいさん                                         柳迫小学校               1

小学生       入選                  吐合　賢瑠                                             お月さまにもうすこしでとどきそう                                  柳迫小学校               1

小学生       入選                  稲森　啓太                                             かどまつ作り                                            柳迫小学校               2

小学生       入選                  大久保　玲音                                            みんなでがんばるかどまつ作り                                    柳迫小学校               2

小学生       特選                  片田　さくら                                            しめなわのかざり作り                                        柳迫小学校               2

小学生       特選                  重山　璃百                                             たのしいおもちつき                                         柳迫小学校               2

小学生       入選                  松澤　綾                                              さむい夜                                              柳迫小学校               2

小学生       入選                  満倉　桃羽                                             はじめてのしゅう字                                         柳迫小学校               2

小学生       特選                  與倉　琉生                                             魚がつれた                                             柳迫小学校               2

小学生       入選                  横山　蓮虎                                             きょうりゅうが水を飲む                                       柳迫小学校               3

小学生       入選                  和田　ゆりん                                            雪ゆきふれふれ楽しいな                                       柳迫小学校               3

小学生       入選                  坂元　聖那                                             シュート！                                             柳迫小学校               4

小学生       入選                  山下　圭汰                                             風を切れ                                              柳迫小学校               4

小学生       特選                  上之原　花音                                            リコーダーの練習中                                         柳迫小学校               5

小学生       入選                  金倉　滉太                                             打つぞ！ホームラン！                                        柳迫小学校               5

小学生       入選                  小山　偉暉                                             ヘディングシュート                                         柳迫小学校               5



小学生       特選                  園田　聖真                                             ねらえ，ストライク                                         柳迫小学校               5

小学生       入選                  細山田　絆音                                            ボレーシュート                                           柳迫小学校               5

小学生       特選                  森　美月                                              入れ！スリーポイントシュート                                    柳迫小学校               5

小学生       入選                  山中　菜摘                                             マットの上でブリッジの練習                                     柳迫小学校               5

小学生       入選                  横山　愛華                                             ５０メートル泳ぎきるぞ                                       柳迫小学校               5

小学生       入選                  岡元　航希                                             目玉おやじの顔と体                                         柳迫小学校               6

小学生       入選                  山中　貴司                                             ご飯を食べようとしているネコ                                    柳迫小学校               6

小学生       特選                  稲留青莉花                                             わにのえ                                              岩川小学校               1

小学生       特選                  岩元來琉                                              みんなでおまつり                                          岩川小学校               1

小学生       入選                  江口　來樺                                             アランのはがなくなった                                       岩川小学校               1

小学生       入選                  大重心咲                                              みんなでおまつり                                          岩川小学校               1

小学生       特選                  税所美羽                                              きのこがとびだした                                         岩川小学校               1

小学生       入選                  瀬戸口　環南                                            アランのははでっかいぞこわいぞ                                   岩川小学校               1

小学生       入選                  比良祐衣子                                             おまつり                                              岩川小学校               1

小学生       入選                  松崎真優                                              うさぎときのこ                                           岩川小学校               1

小学生       特選                  村釘　蒼甫                                             やすんでるアラン                                          岩川小学校               1

小学生       入選                  持永　凛香                                             なかなおり                                             岩川小学校               1

小学生       入選                  山之内　心悠                                            アランのははでっかいぞこわーいぞ                                  岩川小学校               1

小学生       入選                  吉ノ園　倖河                                            バリーにいればをかした                                       岩川小学校               1

小学生       入選                  渡口真稟                                              りすのおうち                                            岩川小学校               1

小学生       特選                  浦川　夢翔                                             たのしかったてつぼう                                        岩川小学校               2

小学生       特選                  大澤津　陽翔                                            かっこいいかぶとむしのそだてかた                                  岩川小学校               2

小学生       入選                  大峰　歩乃佳                                            かわいい　かわいい　イルカちゃん                                  岩川小学校               2

小学生       入選                  大村　凛太朗                                            きょうりゅうと人げん                                        岩川小学校               2

小学生       特選                  加塩　彩姫                                             たのしかったいもうえ                                        岩川小学校               2

小学生       入選                  庄屋　夏実                                             なわとびでこおりおに                                        岩川小学校               2

小学生       特選                  髙橋　真翔                                             たのしいドッジボール                                        岩川小学校               2

小学生       入選                  田中　羽花                                             てつぼうでこうもりができたよ                                    岩川小学校               2

小学生       入選                  田之上　凛士                                            たのしいドッジボール                                        岩川小学校               2

小学生       特選                  藤後　陽詩                                             がんばったてつぼう                                         岩川小学校               2

小学生       入選                  中川　咲良                                             むずかしかったてつぼう                                       岩川小学校               2

小学生       入選                  新原　大誠                                             いろんなどうぶつ                                          岩川小学校               2

小学生       入選                  濵島　夏絆                                             なわとび                                              岩川小学校               2

小学生       入選                  東　　和磨                                             たのしかったドッジボール                                      岩川小学校               2

小学生       入選                  東山　愛果                                             たのしいくすのきだんち                                       岩川小学校               2



小学生       特選                  福満　結                                              きもちよさそうだな                                         岩川小学校               2

小学生       入選                  藤本　梨音                                             大きないもができるといいな                                     岩川小学校               2

小学生       入選                  南谷　銀士                                             きょうりゅうのじだい                                        岩川小学校               2

小学生       入選                  八木　維吹                                             いろんなどうぶつ園                                         岩川小学校               2

小学生       入選                  山口　　侑                                             ゾンビの村                                             岩川小学校               2

小学生       入選                  吉留　来春                                             たのしいじゅぎょうさんかん                                     岩川小学校               2

小学生       入選                  和田　楓生                                             たのしかったドッジボール                                      岩川小学校               2

小学生       特選                  渡邊　稜太                                             思い出のえんそく                                          岩川小学校               2

小学生       入選                  渡口　楓真                                             がんばったボールあて                                        岩川小学校               2

小学生       入選                  大村　琉生                                             打て                                                岩川小学校               3

小学生       特選                  久木野　蒼太                                            のぼりぼうできょうそうだ                                      岩川小学校               3

小学生       入選                  重村　宥志                                             いけー                                               岩川小学校               3

小学生       入選                  新原　大翔                                             どんどんのぼれ                                           岩川小学校               3

小学生       特選                  中迫　蘭                                              みんなでタイヤとび                                         岩川小学校               3

小学生       入選                  西川　絢奈                                             高いね                                               岩川小学校               3

小学生       入選                  野口　紗和                                             上手になりたい                                           岩川小学校               3

小学生       特選                  藤原　琥珀                                             ブランコ                                              岩川小学校               3

小学生       入選                  古谷　杏太郎                                            バレーは楽しいな                                          岩川小学校               3

小学生       入選                  盛田　穂香                                             うんてい遊び                                            岩川小学校               3

小学生       入選                  森山　昂哉                                             シュート                                              岩川小学校               3

小学生       入選                  山口　咲桜                                             がんばれあと少し                                          岩川小学校               3

小学生       特選                  吉ノ園　美海                                            ぶらんぶらん                                            岩川小学校               3

小学生       特選                  和田　涼那                                             いろんなわざにちょうせん                                      岩川小学校               3

小学生       入選                  上迫　怜依                                             じょうずにできる                                          岩川小学校               4

小学生       入選                  大重　結菜                                             苗を植える　丸野先生                                        岩川小学校               4

小学生       入選                  岡留　せれな                                            給食当番                                              岩川小学校               4

小学生       入選                  加塩　煌大                                             戦争中のすみれ島と平和なすみれ島                                  岩川小学校               4

小学生       入選                  勝原　由理菜                                            がんばれ！のぼるぞ豆の木を！                                    岩川小学校               4

小学生       特選                  桒幡　蒼空                                             リコーダをふく　友達                                        岩川小学校               4

小学生       入選                  坂口　隼也                                             神社のしょうめん                                          岩川小学校               4

小学生       特選                  清水　太朗                                             八幡神社                                              岩川小学校               4

小学生       入選                  瀬戸山　華音                                            タイヤとび                                             岩川小学校               4

小学生       入選                  髙田　　奏                                             のぼりぼう　がんばれ                                        岩川小学校               4

小学生       入選                  田中　煌太                                             かっこいい　白バイ                                         岩川小学校               4

小学生       入選                  濵﨑　悠斗                                             みんな仲良し                                            岩川小学校               4



小学生       特選                  樋渡　栗樹                                             かっこいい消防車                                          岩川小学校               4

小学生       入選                  松﨑　惇宏                                             タクシーの中                                            岩川小学校               4

小学生       特選                  山菅　倫啓                                             しもんを調べる                                           岩川小学校               4

小学生       入選                  吉岡　大輝                                             タクシーににもつをわすれた                                     岩川小学校               4

小学生       入選                  吉永　百織                                             やっとついた　はま田文ぽうどう                                   岩川小学校               4

小学生       特選                  渡邊　煌士                                             はちまん神社のいい風景                                       岩川小学校               4

小学生       特選                  渡口　煌真                                             八幡神社                                              岩川小学校               4

小学生       入選                  石元　そら                                             わたしの地域の神社                                         岩川小学校               5

小学生       特選                  大澤津　海翔                                            岩川保育園                                             岩川小学校               5

小学生       入選                  加塩　瑛理                                             よく行く文房具屋さん                                        岩川小学校               5

小学生       特選                  門田　遥大                                             みんなの八幡神社                                          岩川小学校               5

小学生       入選                  菊山　健太                                             水をはく龍                                             岩川小学校               5

小学生       入選                  重村　虎之介                                            歴史ある木                                             岩川小学校               5

小学生       入選                  庄屋　智暉                                             豊かな八幡神社                                           岩川小学校               5

小学生       特選                  竹内　柚妃                                             岩川の宝                                              岩川小学校               5

小学生       入選                  武安　大和                                             大きな木                                              岩川小学校               5

小学生       特選                  戸越　睦希                                             いつも見守ってくれる弥五郎どん                                   岩川小学校               5

小学生       特選                  中村　賢士郎                                            水                                                 岩川小学校               5

小学生       入選                  能口　悠大                                             左ななめからの校舎                                         岩川小学校               5

小学生       特選                  馬場　美月                                             岩川保育園                                             岩川小学校               5

小学生       入選                  濵田　翼                                              八幡神社を見守るこま犬                                       岩川小学校               5

小学生       入選                  原田　柊児                                             明るい岩川小学校                                          岩川小学校               5

小学生       入選                  牧田　　尊                                             Ｙの木                                               岩川小学校               5

小学生       入選                  牧之瀬　幸駿                                            水をはく竜                                             岩川小学校               5

小学生       入選                  三宅　さくら                                            いつもの風景なのに少しちがう                                    岩川小学校               5

小学生       入選                  山口　采夏                                             校舎横の大きなイチョウの木                                     岩川小学校               5

小学生       特選                  岩㟢　聖也                                             思い出の場所                                            岩川小学校               6

小学生       入選                  江口　夢樺                                             きれいなろうか                                           岩川小学校               6

小学生       特選                  勝山　悠人                                             思い出の１号とう                                          岩川小学校               6

小学生       特選                  木原　功陽                                             思い出のアレンジ教室                                        岩川小学校               6

小学生       入選                  黒﨑　大稀                                             思い出の岩川小                                           岩川小学校               6

小学生       入選                  小森　太雅                                             岩川小のシンボルツリー                                       岩川小学校               6

小学生       入選                  坂口　日菜紗                                            思い出あふれる岩川小                                        岩川小学校               6

小学生       入選                  二之宮　すず                                            大好きな岩川小                                           岩川小学校               6

小学生       特選                  枦山　青夏                                             みんなが使った体育館                                        岩川小学校               6



小学生       特選                  樋渡　桃希                                             思い出の正門                                            岩川小学校               6

小学生       入選                  福永　光姫                                             雨ふる本屋                                             岩川小学校               6

小学生       入選                  福満　悠聖                                             毎日通った正門                                           岩川小学校               6

小学生       入選                  牧之瀬　浩驍                                            銀河鉄道の夜                                            岩川小学校               6

小学生       入選                  牧之瀬　保乃花                                           思い出の庭                                             岩川小学校               6

小学生       入選                  吉峯　日彩                                             思い出のある通学路                                         岩川小学校               6

小学生       入選                  大塚　心花                                             大すきな　音がく                                          菅牟田小学校              1

小学生       入選                  花牟禮　天聖                                            ゆらゆら一輪車                                           菅牟田小学校              2

小学生       入選                  江口　紗耶香                                            ふけたよ　リコーダー！                                       菅牟田小学校              3

小学生       入選                  川原　碧斗                                             たくさんとれたよ                                          笠木小学校               2

小学生       入選                  吉田　善                                              おいしいもちになあれ                                        笠木小学校               2

小学生       入選                  中根　隆寛                                             １位になるぞ                                            笠木小学校               3

小学生       入選                  永山　莉央                                             わっ、びっくりした                                         笠木小学校               3

小学生       入選                  大石　鈴                                              さあ、とぼう                                            笠木小学校               4

小学生       入選                  持留　ゆうり                                            できた！こうさとび                                         笠木小学校               4

小学生       入選                  山下　雅彦                                             屋根の修理                                             笠木小学校               4

小学生       特選                  豊永　唯桜                                             私の町の山之神神社                                         笠木小学校               5

小学生       入選                  野村　翔吾                                             もちをたべた                                            大隅北小学校              1

小学生       入選                  橋元　翔太朗                                            たこあげ                                              大隅北小学校              1

小学生       入選                  松坂　響                                              ミニオンとあくしゅしたぼく                                     大隅北小学校              2

小学生       入選                  
久木田　考                                             

お父さんがんばれ，ぼくは自転車で
追いかけるよ 大隅北小学校              4

小学生       特選                  佐土原　夏美                                            うずくまる神社の入り口                                       大隅北小学校              4

小学生       入選                  成山　稜央                                             「ごんぎつね」を読んで                                       大隅北小学校              4

小学生       入選                  小濵　穂花                                             遠くへジャンプ                                           大隅北小学校              6

小学生       入選                  白濱　光稀                                             一年に一回棒踊り                                          大隅北小学校              6

小学生       特選                  田中　悠月                                             みんなでがんばる棒踊り                                       大隅北小学校              6

小学生       特選                  成山　真央                                             この綱引っ張れ                                           大隅北小学校              6

小学生       入選                  本鍋　柚綺                                             目指せ最高記録                                           大隅北小学校              6

小学生       入選                  重村　光駕                                             水ぞくかんにのってうみにいこう                                   恒吉小学校               1

小学生       入選                  谷ノ口　槍志                                            くじらぐもでながさきにいきたいな                                  恒吉小学校               1

小学生       入選                  新留　綾華                                             アイドリングにちょう戦                                       恒吉小学校               4

小学生       特選                  赤崎　宗司                                             みんなのいちょうの木                                        恒吉小学校               5

小学生       特選                  税所　廉                                              学校交さ点                                             恒吉小学校               5

小学生       入選                  馬方　七穂                                             私の大好きな学校                                          恒吉小学校               6

小学生       入選                  村下　千夏                                             はさまれそう                                            大隅南小学校              1



小学生       入選                  中島　美咲                                             ピアノをひいて幸せよ                                        大隅南小学校              3

小学生       入選                  村下　百々                                             うさぎにえさをあげたよ                                       大隅南小学校              3

小学生       特選                  肥田木公晴                                             楽しい一日                                             大隅南小学校              5

小学生       入選                  秋山　碧                                              きゅうしょくとうばん　がんばったよ                                 月野小学校               1

小学生       入選                  井上　心結                                             てんとうむしとあそんだよ                                      月野小学校               1

小学生       入選                  川野　悠太朗                                            だんごむしとあそんだよ                                       月野小学校               1

小学生       入選                  吉川　碧人                                             うんていをしたよ                                          月野小学校               1

小学生       入選                  坂口　幸輝                                             「いそげ走れせいのびくん」を読んで                                 月野小学校               2

小学生       特選                  吉岡　澪音                                             たのしい　タイヤとび                                        月野小学校               2

小学生       入選                  吉田　健伸                                             てんとう虫をつかまえたよ                                      月野小学校               2

小学生       入選                  岩下　優花                                              むずかしいな                                            月野小学校               3

小学生       入選                  宅野　さとり                                             はじめてよこに                                           月野小学校               3

小学生       特選                  島見　至安                                             大好きな月野小学校                                         月野小学校               4

小学生       特選                  吉田　遥哉                                             手を清めよう                                            月野小学校               4

小学生       入選                  瀬戸口　謙介                                            緑があふれる正心寺                                         月野小学校               5

小学生       入選                  宅野　きづ希                                            さわやかな学校                                           月野小学校               5

小学生       特選                  竪山　就平                                             きれいな体育倉庫                                          月野小学校               5

小学生       入選                  牧原　亜由奈                                            音楽室への階段                                           月野小学校               6

小学生       入選                  矢野　栞莉                                             かみにいのる                                            月野小学校               6

小学生       特選                  井之上　侑武                                            ゴンドラにのってうちゅうへ                                     財部小学校               1

小学生       入選                  小川　成虎                                             ロケットで月へ                                           財部小学校               1

小学生       入選                  長瀬　拓己                                             くじらにのってあかい山へ                                      財部小学校               1

小学生       入選                  
森田　健太郎                                            

かえるにのってくさの中をたんけん
財部小学校               1

小学生       入選                  川畑　楽翔                                             ピカピカたまご                                           財部小学校               2

小学生       入選                  小中野　愛未                                            クッキーを作ったよ                                         財部小学校               2

小学生       特選                  坂元　沙雪                                             友達とお店で会ったよ                                        財部小学校               2

小学生       入選                  福岡　翔空                                             にげろ‼スイミー‼                                         財部小学校               2

小学生       入選                  井上　拳斗                                             大きいかめ                                             財部小学校               3

小学生       入選                  井之上　尚武                                            ミラクル生き物園                                          財部小学校               3

小学生       入選                  岩井　美優                                             くじらが泳ぐ                                            財部小学校               3

小学生       特選                  内村　蓮翔                                             泳ぐ魚                                               財部小学校               3

小学生       入選                  押川　歩睦                                             犬とトラ                                              財部小学校               3

小学生       入選                  桂原　叶羽                                             つるぎを持つカメ                                          財部小学校               3

小学生       特選                  上鶴　歩                                               くまの兄弟　森での出会い                                      財部小学校               3

小学生       特選                  久保　佳暉                                             かまきりの行進                                           財部小学校               3



小学生       入選                  坂元　武士                                             二ひきの鳥                                             財部小学校               3

小学生       入選                  高井田　竣                                             行列になったきょうりゅう                                      財部小学校               3

小学生       入選                  中﨑　康介                                             たくさんの犬                                            財部小学校               3

小学生       特選                  沼　瑛斗                                              カメの大群                                             財部小学校               3

小学生       入選                  平原　椎香                                             きりんがいっぱい                                          財部小学校               3

小学生       入選                  前田　威吹                                             森へぼうけんをするくわがた                                     財部小学校               3

小学生       入選                  宮川　流碧                                             魚をつかまえたカニ                                         財部小学校               3

小学生       入選                  池田　悠悟                                             きれいなけしき                                           財部小学校               4

小学生       入選                  永吉　悠希                                             いろいろなかたち                                          財部小学校               4

小学生       特選                  渡邊　美沙                                             下から見た階だん                                          財部小学校               4

小学生       入選                  犬馬場　みのり                                           電車が通る財部駅                                          財部小学校               5

小学生       特選                  柏木　夕来                                             公園の風景                                             財部小学校               5

小学生       入選                  徳石　小雪                                             財部の駅                                              財部小学校               5

小学生       入選                  増田　羽来々                                            カラフル駅                                             財部小学校               5

小学生       特選                  上野　桂志郎                                            堂々とした自分                                           財部小学校               6

小学生       入選                  岡﨑　星                                              満開のイチョウ                                           財部小学校               6

小学生       入選                  桂原　壱成                                             初めての自転車                                           財部小学校               6

小学生       特選                  坂口　友斗                                             ビリヤード                                             財部小学校               6

小学生       入選                  佐崎　優太                                             畑                                                 財部小学校               6

小学生       入選                  佐澤　勇祐                                             新記録                                               財部小学校               6

小学生       入選                  住吉　悠那                                             牛から逃げて・・・                                         財部小学校               6

小学生       入選                  田中　昂斗                                             組体操                                               財部小学校               6

小学生       特選                  寺野　正宜                                             みんなのためにプール掃除                                      財部小学校               6

小学生       特選                  時任　礼緒                                             交通安全教室                                            財部小学校               6

小学生       特選                  中川　陽太                                             阿蘇ファームランド                                         財部小学校               6

小学生       入選                  中武　奏太                                             思い出                                               財部小学校               6

小学生       入選                  七牟禮　裕汰                                            初めての釣り                                            財部小学校               6

小学生       入選                  新垣　優愛                                             川へジャンプ！                                           財部小学校               6

小学生       入選                  日高　菫                                              鬼の石像                                              財部小学校               6

小学生       特選                  福原　祥貴                                             ぼくとイルカ                                            財部小学校               6

小学生       入選                  堀内　優德                                             スカイツリー                                            財部小学校               6

小学生       入選                  松下　ここみ                                            思い出№１                                             財部小学校               6

小学生       入選                  渡邊　理湖                                             ピラミッド                                             財部小学校               6

小学生       入選                  西丸　ひより                                            ちきゅうまわり                                           財部南小学校              1

小学生       入選                  東　和楽                                             うんてい　できた                                          財部南小学校              1



小学生       入選                  東丸　　美桜                                            こうえんであそんだ                                         財部南小学校              1

小学生       特選                  奥　結奏                                              ブランコはたのしい                                         財部南小学校              2

小学生       入選                  小野　翔太                                             木のぼり                                              財部南小学校              2

小学生       入選                  瀨戸山　楓磨　                                           のぼりぼう１ばんのり                                        財部南小学校              2

小学生       特選                  稲元　心美                                             楽器は楽しいな                                           財部南小学校              3

小学生       入選                  中村　歩夢                                             楽器が大好き                                            財部南小学校              3

小学生       入選                  西丸　知伺                                             音色がひびく音楽室                                         財部南小学校              4

小学生       入選                  東　志紅                                              リコーダーが上手な友達                                       財部南小学校              4

小学生       入選                  西丸　和坐                                             ファイト　くまもと                                         財部南小学校              5

小学生       入選                  藤　安穏                                              見守られてゆく，くまもと城                                     財部南小学校              5

小学生       入選                  中村　琴美                                             そびえ立つ熊本城                                          財部南小学校              6

小学生       特選                  池田　柚稀                                              たこにのってしゅっぱつだ！                                     財部北小学校              1

小学生       入選                  上村　颯太郎                                             しょべるがきをひっぱって                                      財部北小学校              1

小学生       入選                  
平田　美来                                              

ぴょんぴょん草にのってユニバーサ
ルスタジオジャパンにしゅっぱつ
だー。 財部北小学校              2

小学生       特選                  平田　涼真                                              感想画「わたししんじてるの」                                    財部北小学校              3

小学生       入選                  東郷　剛志                                              感想画「全軍演習」                                         財部北小学校              5

小学生       入選                  下川　幸朔                                             おにいちゃんとかわあそび                                      中谷小学校               1

小学生       入選                  下川　晃幸                                             花がいっぱい                                            中谷小学校               3

小学生       特選                  東迫　美優                                             お花がいっぱい                                           中谷小学校               3

小学生       入選                  日髙　翠玲                                             花だんいっぱいの花                                         中谷小学校               3

部門 審査結果名 氏名 画題名 学校名(団体名) 年齢

幼児        入選                  えいとく　りり                                           ペンギン                                              深川幼児学園              5

幼児        入選                  ひがし　ゆい                                            わたし                                               深川幼児学園              5

幼児        入選                  たつわき　もえか                                          いもほり                                              高岡幼児学園              3

幼児        入選                  加治佐　慧翔                                            飛行機                                               輪光保育園               2

幼児        入選                  濵田　幸                                              私の家族                                              輪光保育園               2

幼児        入選                  前田　明子                                             犬を見つけたよ                                           輪光保育園               2

幼児        入選                  淺井　勇翔                                             おもち食べたよ                                           輪光保育園               3

幼児        特選                  中堂薗　流架                                            かたつむり                                             輪光保育園               3

幼児        入選                  新名　優麻                                             うさぎのあくび                                           輪光保育園               3

幼児        特選                  平川　貴琉                                             ライオン                                              輪光保育園               3

幼児        特選                  三枝　銀次郎                                            ゾウ                                                輪光保育園               3

幼児        入選                  脇田　渉                                              てんとう虫                                             輪光保育園               3

幼児        特選                  菅原　美波                                             かたつむり                                             輪光保育園               4



幼児        入選                  堂園　彩羽                                             りんごたくさんみーつけた                                      輪光保育園               4

幼児        入選                  福留　百華                                             ぶどう食べたよ                                           輪光保育園               4

幼児        特選                  古川　佳和                                             背くらべ                                              輪光保育園               4

幼児        入選                  前田　夢子                                             大好きなピアノレッスン                                       輪光保育園               5

幼児        入選                  しんち　りくと                                            ぞうさん                                              ひこばえ保育園             2

幼児        特選                  たけやす　ことは                                           らいおん                                              ひこばえ保育園             2

幼児        入選                  ひがしざこ　るいと                                          おに                                                ひこばえ保育園             2

幼児        入選                  よしかわ　けいすけ                                          でんしゃ                                              ひこばえ保育園             2

幼児        入選                  うえぞの　ともあき                                          えんちょうせんせい                                         ひこばえ保育園             3

幼児        特選                  かみむら　このか                                           せんせい                                              ひこばえ保育園             3

幼児        特選                  ひらおか　しゅう                                           えんちょうせんせい                                         ひこばえ保育園             3

幼児        入選                  ひらた　れぜん                                            せんせい                                              ひこばえ保育園             3

幼児        特選                  ひろやま　ゆうな                                           せんせい                                              ひこばえ保育園             3

幼児        入選                  くぼた　ゆあ                                             ぶらんこあそび                                           ひこばえ保育園             4

幼児        入選                  くぼた　ゆに                                             おうちのひと                                            ひこばえ保育園             4

幼児        特選                  こた　りいあ                                             ぶらんこあそび                                           ひこばえ保育園             4

幼児        特選                  なるお　あえら                                            おうちのひと                                            ひこばえ保育園             4

幼児        入選                  にいどめ　あらた                                           うちゅうじん                                            ひこばえ保育園             4

幼児        特選                  ひがし　かりん                                            おとうさんとおかあさん                                       ひこばえ保育園             4

幼児        入選                  へいつぎ　かなえ                                           おうちのひと                                            ひこばえ保育園             4

幼児        入選                  まるやま　りゅうせい                                         おかあさん                                             ひこばえ保育園             4

幼児        入選                  よこむら　まこ                                            わたし                                               ひこばえ保育園             4

幼児        入選                  よこやま　れな                                            かぞく                                               ひこばえ保育園             4

幼児        入選                  うえその　ねね                                            おゆうぎ会                                             ひこばえ保育園             5

幼児        特選                  うわとこ　ともき                                           玉入れ                                               ひこばえ保育園             5

幼児        特選                  おく　おうしろう                                           うんどうかい                                            ひこばえ保育園             5

幼児        入選                  しげやま　るくと                                           ダンス                                               ひこばえ保育園             5

幼児        入選                  にしたねだ　ゆい                                           玉入れ                                               ひこばえ保育園             5

幼児        入選                  ひらおか　ゆつき                                           鼓笛                                                ひこばえ保育園             5

幼児        入選                  内田　春琉                                             わたしのかぞく                                           樹心保育園               3

幼児        入選                  谷口　栞凪                                             おけしょうをしてるおかあさん                                    樹心保育園               3

幼児        入選                  中竹　梨乃                                             ライオン                                              樹心保育園               3

幼児        入選                  佐澤　桜姫                                             ぞうさんをみたよ                                          樹心保育園               4

幼児        入選                  谷山　凛音                                             あり                                                樹心保育園               4

幼児        入選                  間手原　愛奈                                            ちょうちょ                                             樹心保育園               4



幼児        入選                  森　優那                                              うし                                                樹心保育園               4

幼児        入選                  小野池　陸                                             トンボ                                               樹心保育園               5

幼児        特選                  谷山　夏蓮                                             ちょうちょ                                             樹心保育園               5

幼児        特選                  富永　梨々華                                            きんぎょのりんちゃん                                        樹心保育園               5

幼児        特選                  峯﨑　妃乃華                                            おしゃれなありさん                                         樹心保育園               5

幼児        特選                  宮田　璃空                                             乗りたい車                                             樹心保育園               5

幼児        特選                  吉田　遙真                                             ロケット                                              樹心保育園               5

幼児        入選                  飯島　大翔                                             お遊戯会　（ミッキーの洋服）                                    高之峯保育園              3

幼児        入選                  上之原　琉星                                            お遊戯会　（狼の洋服）                                       高之峯保育園              3

幼児        入選                  西元　大雅                                             どんぐり拾い                                            高之峯保育園              3

幼児        特選                  橋元　彪雅                                             凧あげ                                               高之峯保育園              3

幼児        入選                  三嶋　詩                                              凧あげ                                               高之峯保育園              3

幼児        特選                  池之上　夢海                                            親子遠足                                              高之峯保育園              4

幼児        入選                  節政　凜空                                             親子遠足                                              高之峯保育園              5

幼児        入選                  石神　朝陽                                             ばす                                                末吉中央幼稚園             2

幼児        入選                  逆瀬川　美空　                                           はなび                                               末吉中央幼稚園             2

幼児        入選                  木佐　映美                                             ぷーる                                               末吉中央幼稚園             3

幼児        入選                  小宮山　佳奈                                            いもほり                                              末吉中央幼稚園             3

幼児        入選                  石神　優吾                                             じんじゃにいったところ                                       末吉中央幼稚園             4

幼児        入選                  中嶋　晴琉                                             おゆうぎかい                                            末吉中央幼稚園             4

幼児        入選                  松下　楓汰                                             はなび                                               末吉中央幼稚園             4

幼児        入選                  有川　陽平                                             どうぶつ                                              末吉中央幼稚園             5

幼児        特選                  栫井　匠太郎                                            さめ                                                末吉中央幼稚園             5

幼児        入選                  加藤　美羽                                             ねこ                                                末吉中央幼稚園             5

幼児        入選                  木佐　幸太                                             おちば・きのみ                                           末吉中央幼稚園             5

幼児        特選                  黒木　志徒                                             おちば・きのみ                                           末吉中央幼稚園             5

幼児        入選                  児玉　一愛                                             おちば・きのみ                                           末吉中央幼稚園             5

幼児        入選                  逆瀬川　善星                                            きりん                                               末吉中央幼稚園             5

幼児        特選                  坂元　煌明                                             おちば・きのみ                                           末吉中央幼稚園             5

幼児        入選                  竹之内　心春                                            おちば・きのみ                                           末吉中央幼稚園             5

幼児        入選                  富田　愛々                                             おちば・きのみ                                           末吉中央幼稚園             5

幼児        特選                  二階　桃子                                             おちば・きのみ                                           末吉中央幼稚園             5

幼児        特選                  藤田　育美                                             どうぶつ                                              末吉中央幼稚園             5

幼児        特選                  吉田　梨玖                                             おちば・きのみ                                           末吉中央幼稚園             5

幼児        特選                  渡辺　朝陽                                             おちば・きのみ                                           末吉中央幼稚園             5



幼児        特選                  青山　知央                                             ねこ                                                白鳥保育園               3

幼児        入選                  磯邊　善                                              きりん                                               白鳥保育園               3

幼児        入選                  下𦚰　悠生                                            たこあげ                                              白鳥保育園               3

幼児        特選                  白石　亮誠                                             てんとうむし                                            白鳥保育園               3

幼児        特選                  德増　舞優                                             てんとうむし                                            白鳥保育園               3

幼児        入選                  永田　祐翔                                             およぐ！ペンギン                                          白鳥保育園               3

幼児        入選                  川本　桜衣                                             おもちつき                                             白鳥保育園               4

幼児        特選                  徳島　音羽                                             じんじゃ                                              白鳥保育園               4

幼児        入選                  中西　愛菜                                             はつもうで                                             白鳥保育園               4

幼児        入選                  東　夏鈴                                              つきよのはつもうで                                         白鳥保育園               4

幼児        入選                  柏木　星愛                                             たこあげ                                              白鳥保育園               5

幼児        入選                  白石　優晟                                             ももたろう！                                            白鳥保育園               5

幼児        入選                  德重　友愛                                             おゆうぎかい                                            白鳥保育園               5

幼児        特選                  永田　龍央                                             おにがしま                                             白鳥保育園               5

幼児        入選                  田中　かのん                                            大根                                                岩川保育園               1

幼児        入選                  村下　紫万                                             タコ                                                岩川保育園               1

幼児        入選                  渋澤　いと                                             カニ                                                岩川保育園               2

幼児        入選                  中薗　來愛                                             発表会遊戯楽しかった                                        岩川保育園               3

幼児        入選                  加塩　将之                                             大きなカブト虫                                           岩川保育園               4

幼児        特選                  小白木　湊士                                            キリンの休日                                            岩川保育園               4

幼児        入選                  白川　睦深                                             ライオン様                                             岩川保育園               4

幼児        入選                  高吉　凌駕                                             杵で餅をついたよ                                          岩川保育園               4

幼児        特選                  宮脇　登八                                             綱引き勝つぞ!                                           岩川保育園               4

幼児        入選                  大峰　榛斗                                             大きなお芋                                             岩川保育園               5

幼児        特選                  柿元　惟織                                             やっと抜けました                                          岩川保育園               5

幼児        入選                  勝目　美羽                                             ご飯を食べるキリン                                         岩川保育園               5

幼児        特選                  川原　光葵                                             弥五郎どん                                             岩川保育園               5

幼児        特選                  渋澤　咲久                                             大きな弥五郎どん                                          岩川保育園               5

幼児        入選                  関谷　優梨奈                                            キリンさんのお食事                                         岩川保育園               5

幼児        入選                  友岡　光希                                             動く弥五郎君                                            岩川保育園               5

幼児        特選                  永山　春馬                                             キリンの親子                                            岩川保育園               5

幼児        入選                  橋口　希                                              キリンの食事                                            岩川保育園               5

幼児        入選                  牧之瀬　紅葉                                            たくさんお芋がとれたよ                                       岩川保育園               5

幼児        入選                  岩永　響暉                                             ぞうさん                                              覚照こども園              3

幼児        入選                  上元　愛翔                                             おとうさん                                             覚照こども園              3



幼児        入選                  勝山　夢叶                                             動物園                                               覚照こども園              4

幼児        入選                  坂口　心都                                             運動会                                               覚照こども園              4

幼児        特選                  平田　蓮旺                                             お家とうさぎ                                            覚照こども園              4

幼児        特選                  和田　唯那                                             お家                                                覚照こども園              4

幼児        特選                  鎌田　桃聖                                             いもほり                                              覚照こども園              5

幼児        入選                  河合　怜也                                             いもほり                                              覚照こども園              5

幼児        入選                  小島　陽輝                                             劇団飛行船「オズの魔法使い」                                    覚照こども園              5

幼児        入選                  土田　祐太                                             水族館                                               覚照こども園              5

幼児        入選                  東　悠斗                                              ひまわり                                              覚照こども園              5

幼児        特選                  堀　瑠那                                              ひまわり                                              覚照こども園              5

幼児        特選                  森山　叶望                                             いもほり                                              覚照こども園              5

幼児        入選                  山下　裕斗                                             バス遠足                                              覚照こども園              5

幼児        入選                  渡邊　玲莉                                             いもほり                                              覚照こども園              5

幼児        特選                  吉村　瑠璃                                             いろんな色のお友だち                                        正心保育園               4

幼児        入選                  岩下　航生                                             家族との楽しい時間                                         正心保育園               5

幼児        入選                  上野　耀己                                             パパと動物園に行ったよ                                       正心保育園               5

幼児        入選                  北村　奏翔                                             大好き！小さなお友だち                                       正心保育園               5

幼児        入選                  久木野　陽菜                                            水車より速く走れ！１                                        正心保育園               6

幼児        入選                  𠮷田　康生                                            後ろにこいだら前に進む！                                      正心保育園               6

幼児        入選                  有馬　寿音                                             やさい                                               かさぎ保育園              4

幼児        入選                  豊永　惺名                                             おばけかぞく                                            かさぎ保育園              4

幼児        特選                  池之上　晃汰                                            やさい                                               かさぎ保育園              5

幼児        入選                  市吉　栞奈                                             きんぎょ                                              かさぎ保育園              5

幼児        入選                  林　暖人                                              きんぎょ                                              かさぎ保育園              5

幼児        入選                  原口　華穂                                             お正月のできごと                                          かさぎ保育園              5

幼児        入選                  原口　莉穂                                             楽しかったお正月                                          かさぎ保育園              5

幼児        入選                  八木　亜美                                             きんぎょ                                              かさぎ保育園              5

幼児        特選                  有馬　寿志                                             にわとり                                              かさぎ保育園              6

幼児        入選                  金澤　颯汰                                             にわとり                                              かさぎ保育園              6

幼児        特選                  深草　友紀                                             にわとり                                              かさぎ保育園              6

幼児        入選                  福留　丈士郎                                            きれいな紫陽花                                           太陽の子保育園             2

幼児        入選                  鮫島  千菜津                                           動く獅子舞                                             太陽の子保育園             3

幼児        特選                  平牟禮　麻陽                                            柿の実を採ったよ                                          太陽の子保育園             3

幼児        入選                  藤田　 結心                                            笑う弥五郎どん                                           太陽の子保育園             3

幼児        入選                  紙屋　　凜                                             弥五郎どん                                             太陽の子保育園             4



幼児        入選                  仮屋　 瑞毅                                            彼岸花                                               太陽の子保育園             4

幼児        特選                  鈴木　 愛彩                                            バルーンを使って踊ったよ                                      太陽の子保育園             4

幼児        入選                  橋元　　結衣                                            弥五郎どん                                             太陽の子保育園             4

幼児        特選                  南谷　 つばさ                                           楽しかったクリスマス会                                       太陽の子保育園             4

幼児        特選                  宮原　 弘衣                                            友達の笑った顔                                           太陽の子保育園             4

幼児        入選                  倉内　夏葵                                             担任の顔                                              大隅北保育園              3

幼児        入選                  鶴田　莉李                                             担任の顔                                              大隅北保育園              3

幼児        入選                  早瀬　泰助                                             工事現場                                              大隅北保育園              3

幼児        入選                  松坂　龍之輔                                            海と船                                               大隅北保育園              3

幼児        入選                  谷ノ口　亮太                                            担任と僕                                              大隅北保育園              4

幼児        入選                  牧　聖愛                                              工事現場                                              大隅北保育園              4

幼児        入選                  八木　孝介                                             お弁当の日                                             大隅北保育園              5

幼児        入選                  末吉　渚                                              きりん                                               大隅中央幼稚園             3

幼児        入選                  東　いろは                                             ぱんだ                                               大隅中央幼稚園             3

幼児        入選                  荒場　栄吾                                             雪だるま                                              大隅中央幼稚園             4

幼児        入選                  岩元　樹里愛                                            きつねの親子                                            大隅中央幼稚園             4

幼児        特選                  上門　啓太                                             花火をしたよ                                            大隅中央幼稚園             4

幼児        入選                  永山　小夏                                             カンガルー                                             大隅中央幼稚園             4

幼児        入選                  永山　由菜                                             ハムスターの親子                                          大隅中央幼稚園             4

幼児        特選                  福盛　恵大                                             キリン                                               大隅中央幼稚園             4

幼児        入選                  村釘　夏菜                                             ねこ                                                大隅中央幼稚園             4

幼児        特選                  井原　つばさ                                            背伸びをするキリン                                         大隅中央幼稚園             5

幼児        入選                  岩嵜　奏太                                             チーター                                              大隅中央幼稚園             5

幼児        入選                  菊池　凪咲                                             ジャングルで遊ぶレッサーパンダ                                   大隅中央幼稚園             5

幼児        入選                  末吉　希依                                             くじら                                               大隅中央幼稚園             5

幼児        入選                  持永　愛実                                             おはなやさん                                            大隅中央幼稚園             5

幼児        入選                  渡邉　大樹                                             サッカー                                              大隅中央幼稚園             5

幼児        特選                  高橋　莉央                                             みんなでおせちをたべたよ                                      大隅中央幼稚園             6

幼児        入選                  井上　結菜                                              ぞうくんのさんぽ                                          しゃらこども園             3

幼児        入選                  大川原　実咲                                             ぞうくんのさんぽ                                          しゃらこども園             3

幼児        入選                  三枝　悠                                               ぞうくんのさんぽ                                          しゃらこども園             3

幼児        入選                  永田　渉真                                              ぞうくんのさんぽ                                          しゃらこども園             3

幼児        入選                  鍋山　莉愛                                              ぞうくんのさんぽ                                          しゃらこども園             3

幼児        入選                  平田　幸也                                              ぞうくんのさんぽ                                          しゃらこども園             3

幼児        特選                  福岡　大輝                                              ぞうくんのさんぽ                                          しゃらこども園             3



幼児        入選                  米丸　ひより                                             ぞうくんのさんぽ                                          しゃらこども園             3

幼児        入選                  有満　姫七                                              しゃらこども園             4

幼児        入選                  伊地知　蘭                                              私の大好きなもの                                          しゃらこども園             4

幼児        入選                  大石　愛純                                              しゃらこども園             4

幼児        入選                  大里　悠之亮                                             「パパ」                                              しゃらこども園             4

幼児        入選                  岡元　智裕                                              ゆきだるま                                             しゃらこども園             4

幼児        入選                  学所　花姫                                              お姉ちゃん                                             しゃらこども園             4

幼児        入選                  樺木野　衣月颯                                            ゆきだるま                                             しゃらこども園             4

幼児        入選                  上池田　璃空                                             大きくなったら警察官                                        しゃらこども園             4

幼児        特選                  亀元　龍希                                              みんなでバスに乗ったよ                                       しゃらこども園             4

幼児        入選                  川畑　陽葵                                              雪が降ったよ                                            しゃらこども園             4

幼児        入選                  小平　煌乃                                              雪だるま                                              しゃらこども園             4

幼児        入選                  白川　優心                                              ももたろう                                             しゃらこども園             4

幼児        特選                  末平　睦                                               トリロボット                                            しゃらこども園             4

幼児        入選                  谷口　隼翔                                              鬼ヶ島                                               しゃらこども園             4

幼児        入選                  徳丸　惺海                                              たこあげ                                              しゃらこども園             4

幼児        入選                  西村　颯太郎                                             おに                                                しゃらこども園             4

幼児        特選                  萩原　大翔                                              温泉に入ったよ                                           しゃらこども園             4

幼児        特選                  平野　迅                                               ロボットとカマキリ                                         しゃらこども園             4

幼児        入選                  南園　琉稀也                                             桃太郎と鬼                                             しゃらこども園             4

幼児        入選                  今西　幸輝                                              くわがたとり                                            しゃらこども園             5

幼児        入選                  上野　愛矢香                                             ねこ                                                しゃらこども園             5

幼児        入選                  押川　立樹                                              まち                                                しゃらこども園             5

幼児        特選                  落合　珂心                                              「Ｄ－５１」                                            しゃらこども園             5

幼児        入選                  加治屋　莉奈                                             グリーマンドリー                                          しゃらこども園             5

幼児        入選                  胡麻窪　夢来                                             動物園                                               しゃらこども園             5

幼児        入選                  田中　夕莉                                              ドロシーと優しい魔女                                        しゃらこども園             5

幼児        入選                  鳥井　心愛                                              オズの魔法使い                                           しゃらこども園             5

幼児        入選                  中丸　幸恵                                              誕生日ケーキ                                            しゃらこども園             5

幼児        入選                  野田　蓮夢                                              コアラ                                               しゃらこども園             5

幼児        入選                  橋口　維新                                              カブト虫の幼虫                                           しゃらこども園             5

幼児        入選                  藤岡　夕奈                                              お正月のおもち                                           しゃらこども園             5

幼児        入選                  丸目　來愛                                              ケーキ屋さん                                            しゃらこども園             5

幼児        入選                  泊ヶ山　旭陽                                            パパとママと花火を見たよ                                      きらり園                1

幼児        入選                  東村　優衣                                             ママだいすき                                            きらり園                1



幼児        入選                  𠮷原　浬                                             キラキラクリスマスツリー                                      きらり園                1

幼児        入選                  市吉　琉翔                                             大好きなおばあちゃん                                        きらり園                2

幼児        特選                  小原　都夢                                             スイカわり                                             きらり園                3

幼児        特選                  神宮司　一琉                                            プールあそび                                            きらり園                3

幼児        入選                  西別府　美光                                            おともだち                                             きらり園                3

幼児        特選                  西別府　莉乃                                            プールあそび                                            きらり園                3

幼児        入選                  山村　凌介                                             プールあそび                                            きらり園                3

幼児        入選                  愛甲　陽優                                             いもほり                                              きらり園                4

幼児        入選                  稲元　嘉乃                                             いもほり                                              きらり園                4

幼児        入選                  永山　琉愛                                             いもほり                                              きらり園                4

幼児        特選                  宮崎　愛海                                             いもほり                                              きらり園                4

幼児        特選                  山下　陽叶                                             いもほり                                              きらり園                4

幼児        入選                  神宮司　梨里杏                                           さかなつり                                             きらり園                5

幼児        入選                  高井田　紗奈                                            いもほり                                              きらり園                5

幼児        入選                  戸髙　風翼                                             いもほり                                              きらり園                5

幼児        特選                  青木　　一朗                                            イルカが飛んだ                                           太陽の子保育園             5

幼児        入選                  大村   咲大朗                                          優勝した剣道大会                                          太陽の子保育園             5

幼児        入選                  鮫島  　広大                                           陸亀「ビクトリア」                                         太陽の子保育園             5

幼児        特選                  竹之内   凜                                           猿って顔が赤いんだね                                        太陽の子保育園             5

幼児        入選                  田之上   瑠華                                          睨んでるライオン                                          太陽の子保育園             5

幼児        入選                  轟木  　心温                                           楽しかったキャンプファイヤー                                    太陽の子保育園             5

幼児        入選                  西村　 愛翔                                            頑張った餅つき                                           太陽の子保育園             5

幼児        特選                  平中　　煌貴                                            長ーい首の麒麟さん                                         太陽の子保育園             5

幼児        特選                  本村　  優晴                                           外は大雨                                              太陽の子保育園             5

幼児        入選                  山田　　杏珠                                            発表会「オズの魔法使い」                                      太陽の子保育園             5

幼児        特選                  吉永　  大晟                                           僕の大好きな獅子舞                                         太陽の子保育園             5


