
小学1年 書道の部

賞 学校名 氏名

特選 宮大附属小 髙瀨　史恩
金賞 広瀬小 後藤　愛奈
銀賞 学園木花台小 野村　柚羽
銀賞 宮大附属小 三木　佑悟
銅賞 赤江小 東平　麻央
銅賞 大宮小 河野　百奏
銅賞 大宮小 本薗　仁菜
銅賞 住吉小 川越　彩加
銅賞 宮大附属小 長田　寛生
銅賞 池内小 川﨑　心晴
銅賞 宮大附属小 本田　奈々花
銅賞 宮大附属小 西村　美里
銅賞 宮大附属小 重盛　虹菜
銅賞 宮大附属小 吉田　理桜
佳作 檍小 井尻　穂乃美
佳作 恒久小 原田　泰志
佳作 恒久小 古瀬　栞
佳作 檍北小 田代　竜輝
佳作 加納小 松浦　優姫
佳作 木花小 中山　愛大
佳作 清武小 清　七都
佳作 大塚小 黒木　咲那
佳作 檍北小 甲斐　すみれ
佳作 学園木花台小 髙瀬　結莉香
佳作 宮大附属小 森　未羽
佳作 宮大附属小 松下　龍
佳作 宮大附属小 村上　陽斗
佳作 宮大附属小 濱山　真心
佳作 宮大附属小 向　彩琶
佳作 高岡小 渡部　維十
佳作 木脇小 海老原　未玲
佳作 木脇小 弓削　なのは
佳作 木脇小 渡邊　亮仁
佳作 綾小 岩田　みさご

令和4年度　明るい選挙啓発ポスター・書道作品　入賞者一覧



小学２年 書道の部

賞 学校名 氏名

特選 広瀬北小 永野　栞菜
金賞 広瀬小 上田　笑愛
銀賞 学園木花台小 矢野　結愛
銀賞 高岡小 川添　梁翔
銅賞 宮崎小 渡辺　絢奈
銅賞 潮見小 津國　葵生
銅賞 潮見小 平田　愛莉
銅賞 大宮小 佐藤　彩実
銅賞 清武小 村上　楓佳
銅賞 江平小 落丸　椋稀
銅賞 那珂小 小井手　さくら
銅賞 広瀬北小 姫野　菜央
銅賞 広瀬北小 請川　愛海
銅賞 江南小 清野　愛莉
佳作 宮崎港小 佐藤　みお
佳作 宮崎港小 田中　央葉
佳作 大淀小 日高　愛莉
佳作 檍小 渕上　善
佳作 大宮小 新見　采生
佳作 大宮小 中原　紗和
佳作 加納小 日髙　正樹
佳作 潮見小 赤木　煌燈
佳作 潮見小 米良　塁
佳作 宮崎小 長嶺　杏南
佳作 生目小 中山　唯
佳作 那珂小 黒木　彩葉
佳作 宮大附属小 岩下　実結
佳作 宮大附属小 高橋　紗衣
佳作 宮大附属小 久壽米木　茉音
佳作 大塚小 城戸　陽菜子
佳作 住吉小 中村　建哉
佳作 住吉小 中島　圭梧
佳作 広瀬北小 山口　歩花
佳作 広瀬北小 松田　芽依

令和4年度　明るい選挙啓発ポスター・書道作品　入賞者一覧



小学３年 書道の部

賞 学校名 氏名

特選 住吉小 西島　愛華
金賞 広瀬小 居軒　里桜
銀賞 恒久小 田原　碧樹
銀賞 宮大附属小 菅原　悠仁
銅賞 住吉南小 田中　里奈
銅賞 生目小 松浦　甘奈
銅賞 恒久小 甲斐　菜々美
銅賞 広瀬小 根井　克己
銅賞 大宮小 髙森　星那
銅賞 西池小 古川　煌弥
銅賞 住吉小 長友　美空
銅賞 住吉小 外村　梨々
銅賞 住吉小 丸田　萌寧
銅賞 西池小 甲斐　莉愛
佳作 赤江小 岩切　星奈
佳作 恒久小 梅木　柚羽
佳作 恒久小 錦織　瑠里華
佳作 檍北小 森本　大輝
佳作 木花小 中山　愛月
佳作 赤江小 村吉　夏帆
佳作 潮見小 本島　芽依
佳作 江平小 安斎　晶穂
佳作 東大宮小 中城　颯太
佳作 学園木花台小 野村　芽生
佳作 学園木花台小 髙瀬　叶望
佳作 学園木花台小 松下　幹汰
佳作 宮大附属小 丸岡　陽仁
佳作 宮大附属小 小瀧　陽菜子
佳作 大塚小 神河　瑛斗
佳作 大久保小 宮地　利幸
佳作 住吉小 宇戸　奈菜子
佳作 西池小 日髙　堅心
佳作 広瀬北小 濵田　睦規
佳作 本庄小 宮永　結衣

令和4年度　明るい選挙啓発ポスター・書道作品　入賞者一覧



小学４年 書道の部

賞 学校名 氏名

特選 高岡小 杢元　心春
金賞 檍小 岩﨑　梨桜
銀賞 宮大附属小 山本　愛子
銀賞 宮大附属小 黒木　仁心
銅賞 広瀬西 佐藤　華音
銅賞 大宮小 阪本　花音
銅賞 宮崎西小 臼本　朱里
銅賞 宮大附属小 宇野　暢晃
銅賞 広瀬西小 行　彩結
銅賞 宮大附属小 片山　陽貴
銅賞 高岡小 川添　匠翔
銅賞 広瀬北小 姫野　陽菜
銅賞 広瀬北小 請川　楓空
銅賞 江南小 清野　太志
佳作 宮崎港小 黒田　颯汰
佳作 大淀小 松浦　朱璃
佳作 恒久小 古瀬　楓
佳作 広瀬小 坂本　桜恵
佳作 広瀬小 林　穂乃加
佳作 倉岡小 福島　希海
佳作 大宮小 坂本　華梨
佳作 赤江小 村吉　秀太
佳作 宮大附属小 長田　奈都乃
佳作 池内小 川﨑　結菜
佳作 那珂小 島嵜　みなみ
佳作 宮大附属小 小村　薫
佳作 高岡小 川越　達月
佳作 大久保小 関谷　望恵
佳作 広瀬北小 池田　あおい
佳作 広瀬北小 青木　琴音
佳作 広瀬北小 堀　花咲
佳作 広瀬北小 青木　斗愛
佳作 本郷小 大槻　りあ
佳作 木脇小 梶原　愛沙菜

令和4年度　明るい選挙啓発ポスター・書道作品　入賞者一覧



小学５年 書道の部

賞 学校名 氏名

特選 広瀬西小 田中　明花
金賞 江平小 落丸　結稀
銀賞 大宮小 外川　雄大
銀賞 宮大附属小 城野　鼓太朗
銅賞 広瀬小 中西　莉央
銅賞 広瀬北小 田中　美妃
銅賞 宮崎港小 原田　梨央
銅賞 恒久小 小山　莉唯紗
銅賞 大宮小 増田　ゆきの
銅賞 大宮小 柳﨑　愛実
銅賞 大宮小 永島田　航太
銅賞 学園木花台小 矢野　太希
銅賞 大久保小 松元　優愛
銅賞 広瀬北小 田中　洋子
佳作 赤江小 東平　周士
佳作 檍北小 楠本　このみ
佳作 檍小 野間　奏花
佳作 檍小 渕上　真凛
佳作 潮見小 加治　珠季
佳作 潮見小 津國　太希
佳作 恒久小 横山　虎太郎
佳作 広瀬小 齋藤　羽
佳作 大宮小 濵砂　宇瑠美
佳作 大宮小 黒木　灼太
佳作 大宮小 長友　心々花
佳作 学園木花台小 筒井　梛登
佳作 宮大附属小 三原　爽真
佳作 宮大附属小 吉牟田　理子
佳作 大久保小 阿萬　咲来
佳作 住吉小 佐藤　希美
佳作 西池小
佳作 西池小 三重野　葵
佳作 木脇小 渡邊　怜仁
佳作 本庄小 日髙　沙紅

令和4年度　明るい選挙啓発ポスター・書道作品　入賞者一覧



小学６年 書道の部

賞 学校名 氏名

特選 広瀬小 桑畑　乃彩
金賞 大宮小 本村　彩花
銀賞 住吉南小 田中　花奈
銀賞 潮見小 秦　ののか
銅賞 赤江小 東平　幸樹
銅賞 宮崎港小 田畑　由妃
銅賞 大宮小 福田　桜子
銅賞 本郷小 松本　晃明
銅賞 檍北小 田宮　沙彩
銅賞 広瀬西小 行　葉音
銅賞 住吉小 古谷　祐晟
銅賞 広瀬北小 冨浦　楓香
銅賞 広瀬北小 西ノ原　優伽
銅賞 本庄小 杉田　絆
佳作 住吉小 岡原　有沙
佳作 広瀬小 杉田　幸輝
佳作 潮見小 山村　彩咲良
佳作 大淀小 壮子　陽菜
佳作 潮見小 池澤　桃花
佳作 潮見小 野中　結愛
佳作 檍北小 甲斐　暖
佳作 大宮小 久保　結愛
佳作 大宮小 梅田　琴子
佳作 潮見小 本島　聖也
佳作 那珂小 岩木　隼翔
佳作 那珂小 島嵜　ことみ
佳作 宮大附属小 迫園　梨央
佳作 広瀬北小 中馬　隼飛
佳作 広瀬北小 松田　実結
佳作 広瀬北小 杉尾　玲音
佳作 江南小 清野　蒼太
佳作 本庄小 立山　千尋
佳作 本庄小 長嶺　孝紀
佳作 本庄小 横山　華音

令和4年度　明るい選挙啓発ポスター・書道作品　入賞者一覧



中学１年 書道の部

賞 学校名 氏名

特選 宮崎学園中 川添　桜綺
金賞 広瀬中 安藤　美桜
銀賞 本庄中 江藤　柚李
銀賞 本庄中 柄本　夢華
銅賞 日向学院中 甲斐　櫻華
銅賞 久峰中 小平　英奈
銅賞 久峰中 田中　幸花
銅賞 生目南中 臼本　奈菜
銅賞 宮崎東中 眞鍋　遙
銅賞 大宮中 黒木　咲良
銅賞 大宮中 中武　真愛
銅賞 東大宮中 赤塚　艶
銅賞 宮崎第一中 中尾　結南
銅賞 本庄中 山本　優生
佳作 生目台中 隅田　煌幸
佳作 宮崎中 長田　唯那
佳作 生目中 前畑　早希
佳作 生目中 平川　倖穗
佳作 日向学院中 児玉　詠琉
佳作 大宮中 横山　菜々美
佳作 宮崎第一中 田口　比菜
佳作 宮崎第一中 藤髙　七菜子
佳作 宮崎第一中 吉川　夢依
佳作 日向学院中 児玉　彩乃
佳作 鵬翔中 河野　愛海
佳作 鵬翔中 隈部　唯花
佳作 鵬翔中 深田　康太
佳作 大宮中 増田　聡太
佳作 大宮中 山下　達也
佳作 大宮中 髙森　斗翔
佳作 高岡中 木原　葵
佳作 木脇中 関谷　怜奈
佳作 本庄中 赤木　恋々祢
佳作 綾中 横山　花

令和4年度　明るい選挙啓発ポスター・書道作品　入賞者一覧



中学２年 書道の部

賞 学校名 氏名

特選 宮大附属中 城野　心春
金賞 西高附属中 堂領　美七海
銀賞 宮崎学園中 田中　佑樹
銀賞 木花中 黒瀨　奏恵
銅賞 久峰中 田村　心美
銅賞 宮崎中 眞茅　ひまり
銅賞 宮崎中 西内　夢乃
銅賞 宮大附属中 坂本　沙里花
銅賞 宮崎東中 落丸　侑奈
銅賞 宮崎学園中 中城　葵
銅賞 久峰中 吉行　紗穂
銅賞 宮崎第一中 早川　紗樹
銅賞 日向学院中 谷口  音羽
銅賞 宮崎第一中 増田　知紗
佳作 宮大附属中 三原　寛花
佳作 本郷中 森谷　紗来
佳作 宮崎中 池澤　ななみ
佳作 赤江中 有川　紗羅
佳作 生目南中 山下　友香
佳作 東大宮中 石丸　優亜
佳作 宮大附属中 甲斐　妃由莉
佳作 宮大附属中 天野　玖瑠美
佳作 西高附属中 外川　秀真
佳作 宮崎東中 飯干　凜
佳作 宮崎第一中 谷村　怜
佳作 久峰中 大里　愛莉
佳作 久峰中 日髙　未瑠稀
佳作 久峰中 川越　美来
佳作 久峰中 木原　眞央
佳作 大宮中 渡邉　心乃華
佳作 大宮中 廣瀨　心
佳作 大宮中 岩丸　寧花
佳作 本庄中 日髙　沙春
佳作 本庄中 宮田　真花

令和4年度　明るい選挙啓発ポスター・書道作品　入賞者一覧



中学３年 書道の部

賞 学校名 氏名

特選 宮崎第一中 古木　颯人
金賞 生目中 井手　太陽
銀賞 西高附属中 田畑　沙妃
銀賞 檍中 黒田　胡桃
銅賞 久峰中 小平　心晴
銅賞 宮大附属中 西川　和希
銅賞 宮崎中 平元　夏恋
銅賞 広瀬中 椿　　結愛
銅賞 宮崎学園中 松尾　悠矢
銅賞 宮崎西中 杉田　誠治
銅賞 宮崎中 原　ひおな
銅賞 大宮中 山下　華
銅賞 大宮中 青木　悠里
銅賞 本庄中 垣内　煌覇
佳作 宮崎日大中 内野宮　勘右
佳作 赤江中 冨永　愛菜
佳作 清武中 川崎　夏和
佳作 生目中 前田　和紗
佳作 宮大附属中 若松　倫矢
佳作 大宮中 野中　綾乃
佳作 東大宮中 伊東　夏望
佳作 檍中 田宮　悠真
佳作 日向学院中 内村　瞳心
佳作 日向学院中 竹下　結
佳作 日向学院中 和氣　優香
佳作 久峰中 清水　虹海
佳作 東大宮中 齋藤　幸奈
佳作 宮崎西中 後藤　咲良
佳作 生目中 水元　優波
佳作 木脇中 関谷　華鈴
佳作 本庄中 甲斐　華子
佳作 本庄中 陶山　静杜
佳作 本庄中 髙橋　遥奈
佳作 本庄中 平川　結萌

令和4年度　明るい選挙啓発ポスター・書道作品　入賞者一覧



高校１年 書道の部

賞 学校名 氏名

特選 宮崎北高 本部　千尋
金賞 宮崎西高 中　紗和子
銀賞 宮崎日大高 寺原　佑奈
銀賞 宮崎日大高 東　彩羽
銅賞 宮崎西高 宮脇　寧々
銅賞 宮崎北高 中村　心美
銅賞 宮崎日大高 眞鍋　碧
銅賞 宮崎学園高 甲斐　千尋
銅賞 宮崎農業高 秦　あやの
銅賞 日向学院高 髙橋  優菜
銅賞 日向学院高 出井  沙奈
銅賞 日向学院高 近藤  志音
銅賞 宮崎学園高 田中　真優
銅賞 宮崎日大高 長友　優香
佳作 宮崎農業高 渡木　紫帆
佳作 宮崎東高 大野　えみり
佳作 宮崎東高 田島　辿真
佳作 宮崎学園高 髙畠　悠愛
佳作 宮崎北高 上野　彩華
佳作 宮崎学園高 鈴木　優杏
佳作 穎学館 長友　咲弥
佳作 日向学院高 蛯原  瑞稀
佳作 日向学院高 熱田  百夏
佳作 日向学院高 河野  宗四郎
佳作 日向学院高 冨田  ゆうひ
佳作 日向学院高 矢野  美知佳
佳作 日向学院高 山岸  小有利
佳作 日向学院高 木本　ふく
佳作 日向学院高 髙橋　莉桜
佳作 宮崎日大高 小川　ひなた
佳作 本庄高 相澤　遥菜
佳作 本庄高 石村　起馬
佳作 本庄高 志々目　美釉
佳作 本庄高 米良　瑠玲華

令和4年度　明るい選挙啓発ポスター・書道作品　入賞者一覧



高校2年 書道の部

賞 学校名 氏名

特選 宮崎北高 鍋島　愛花
金賞 佐土原高 田宮　遥奈
銀賞 宮崎大宮高 甲斐　小夏
銀賞 宮崎南高 黒田　蒼依
銅賞 佐土原高 加藤　真望
銅賞 宮崎北高 黒木　渚央
銅賞 宮崎北高 谷口　はるか
銅賞 宮崎北高 日髙　綺乃
銅賞 宮崎北高 藤丸　美桜
銅賞 鵬翔高 宮脇　涼羽
銅賞 日向学院高 小倉　　菜奈
銅賞 宮崎日大高 福永　花奈
銅賞 日向学院高 山本　楓華
銅賞 宮崎学園高 村岡　奈菜美
佳作 宮崎東高 岩元　里玖
佳作 宮崎東高 上原　ひろの
佳作 宮崎東高 唐仁原　倖未
佳作 宮崎東高 坂田　祥
佳作 宮崎東高 橋口　言実
佳作 宮崎東高 西元　琉瑠
佳作 宮崎東高 松本　入柑
佳作 宮崎東高 平木　優華
佳作 宮崎東高 甲斐　心花
佳作 宮崎東高 長友　美咲
佳作 宮崎東高 藥師　春輝
佳作 宮崎東高 湯地　美紅
佳作 日向学院高 長友　乙華
佳作 みやざき中央支援 濵津　緋優花
佳作 みやざき中央支援 二宮　乃愛
佳作 本庄高 相川　暖士
佳作 本庄高 川上　真生
佳作 本庄高 久保田　杏
佳作 本庄高 渕田　美樹
佳作 本庄高 矢野　翔夢
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高校３年 書道の部

賞 学校名 氏名

特選 宮崎西高 井手　宙
金賞 宮崎日大高 井上　真有紀
銀賞 宮崎北高 宇治橋　春佳
銀賞 日向学院高 片野坂　百音
銅賞 宮崎東高 川越　結羽
銅賞 宮崎東高 大野　栄一郎
銅賞 宮崎東高 加嶋　愛音
銅賞 宮崎西高 江藤　遥名子
銅賞 宮崎北高 陶山　羽湖
銅賞 宮崎西高 椎　浩紀
銅賞 宮崎西高 志野　仁紀
銅賞 クラーク高 吉野　栞
銅賞 本庄高 川越　沙衣
銅賞 本庄高 田中　慎之輔
佳作 宮崎東高 鬼塚　絢音
佳作 宮崎東高 清水　椋太
佳作 宮崎東高 村岡　恵吏奈
佳作 宮崎農業高 渡邉　諒
佳作 本庄高 市川　諒
佳作 本庄高 河野　歩乃香
佳作 本庄高 黒木　弓嘉
佳作 本庄高 長嶺　千夏
佳作 本庄高 原井　駿介
佳作 本庄高 日髙　雄月
佳作 本庄高 堀内　莉子
佳作 本庄高 安田　竜征
佳作 本庄高 横山　裕士
佳作 本庄高 横山　美羽
佳作 本庄高 吉浦　優成
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