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Ａ



小学

１・２年生の部



小学 1・2年生の部 金賞 平井 なつめ

作品名 がんばれ ぐるっぴー

小学 1・2年生の部 銀賞 橋口 文香

作品名 青しまの海



小学 1・2年生の部 銅賞 山口 輝花

作品名 宮崎の父 川越 進

小学 1・2年生の部 審査員特別賞 野中 和奏

作品名 みやざき小学校



小学 1・2年生の部 審査員特別賞 吉田 佳奏

作品名 なつのしょくぶつえん

小学 1・2年生の部

審査員特別賞

桑畑 藍

作品名 うみとそら



小学 1・2年生の部 入選 西野 凜華

作品名 にごり川

小学 1・2年生の部 入選 深田 悠陽

作品名 ぼくのすきなみやざきえき



小学 1・2年生の部 入選 蛯原 啓太

作品名 おじいちゃんのいえにいくみち

小学 1・2年生の部 入選 小田 りりあ

作品名 だいすきなうみ



小学 1・2年生の部 入選 相見 陽介

作品名 輝くバスとアミュプラザ

小学 1・2年生の部 入選

神河 瑛斗

作品名 道の駅フェニックス



小学 1・2年生の部 入選 日髙 佳苗

作品名 ぐるっぴー

小学 1・2年生の部 入選 杉尾 琉将

作品名 みちのえきフェニックス



小学 1・2年生の部 入選

黒木 紡貢

作品名 生目神社におまいり



Ａ



小学

３・４年生の部



小学３・４年生の部 金賞 山下 真緒

作品名 もうすぐ１００歳 ５号館

小学３・４年生の部 銀賞

永友 栞花

作品名 鬼の洗濯板



小学３・４年生の部 銅賞

笠 莉乃音

作品名 ひなたロード

小学３・４年生の部

審査員特別賞

桑畑 琳

作品名
幸せの黄色い

日向夏ポスト



小学３・４年生の部 審査員特別賞 安藤 千尋

作品名 赤い電車

小学３・４年生の部 審査員特別賞 前田 仁

作品名 道の駅 フェニックス



小学３・４年生の部 入選 川添 碧羽

作品名 生き物見つけた

小学３・４年生の部 入選

林田 吏世

作品名
青島神社と

黄色いポスト



小学３・４年生の部 入選 石川 葵唯

作品名 大すきな青島のいそ

小学３・４年生の部 入選 岡垣 朝陽

作品名 宮崎の夏の空



小学３・４年生の部 入選 上野 遥音

作品名 青空とワシントニアパーム



Ａ



小学

５・６年生の部



小学５・６年生の部 金賞

黒木 南那

作品名 夜明け

小学５・６年生の部 銀賞 峰山 美侑

作品名 私の大好きな宮崎市の港



小学５・６年生の部 銅賞

三戸 彩愛

作品名 神が住む青島

小学５・６年生の部 審査員特別賞 鳩山 栞望

作品名 野鳥広場から見た風景



小学５・６年生の部 審査員特別賞 野﨑 遥

作品名 佐土原駅の中

小学５・６年生の部

審査員特別賞

新名 乙稀

作品名
みんなの

フェニックス



小学５・６年生の部 入選 佐藤 千奈

作品名 空と風と緑がここちよい場所

小学５・６年生の部 入選 脇元 兜太

作品名 橘通りをしたからみた絵



小学５・６年生の部 入選 前畑 早希

作品名 ほりきりとうげ

小学５・６年生の部 入選 久保田 月空

作品名 宮崎の青空とフェニックスの木



小学５・６年生の部 入選 小野 鈴奈

作品名 みんなの青島神社



Ａ



中学生の部



中学生の部 金賞 石川 莉瑚

作品名 夕日と共に輝く田んぼ

中学生の部 銀賞 川口 慎

作品名 霞がかった椿山



中学生の部 銅賞 安藤 優作

作品名 海幸山幸

中学生の部 審査員特別賞 湯淺 愛稀

作品名 森の中の石像



中学生の部 審査員特別賞 長瀨 友成

作品名 青島海岸の夏の昼

中学生の部 審査員特別賞 松田 純奈

作品名 平和の塔



中学生の部 入選

濵砂 杏里紗

作品名
新しい、どこか

なつかしい通り

中学生の部 入選

馬場 至道

作品名 五重の塔



中学生の部 入選 濵山 凌央

作品名 キャンプ場から見た月

中学生の部 入選 冨髙 基貴

作品名 新しくなっていく宮崎南



中学生の部 入選 坂元 蒼介

作品名 夏に広がる日向灘

中学生の部 入選 郭 龍佑

作品名 雨上がりの庭園
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