
  賞 名 受賞者 フリガナ 住所 備 考

1 和田英作賞 野村 妙子 ﾉﾑﾗ ﾀｴｺ 垂水市

2 優秀賞 橋口 淑子 ﾊｼｸﾞﾁ ﾖｼｺ 垂水市

3 新人賞

4 秀作賞 田村 洋子 タムラ ヨウコ 茨城県

5 秀作賞

6 招待者作家賞 大西 隆夫 ｵｵﾆｼ ﾀｶｵ 滋賀県

7 黎明館賞 常田 和子 ﾂﾈﾀﾞ ｶｽﾞｺ 姶良市

8 鹿児島市立美術館賞 尾村 加代子 ｵﾑﾗ ｶﾖｺ 鹿屋市

9 ⾧島美術館賞 川路 良子 カワジ リョウコ 鹿児島市

10 松下美術館賞 田中 たみよ タナカ タミヨ 京都府

11 南日本放送賞 小濵 勝久 ｵﾊﾞﾏ ｶﾂﾋｻ 鹿屋市

12 おおすみFMネットワーク賞 水田 大輔 ミズタ ダイスケ 静岡県

13 大隅美術協会賞 蓑田 勝子 ﾐﾉﾀﾞ ｶﾂｺ 鹿屋市

14 垂水市文化協会賞 前原 昭子 マエハラ アキコ 鹿児島市

15 あすか賞 渡辺 栄子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｺ 垂水市

16 奨励賞 馬渕 元行 マブチ モトユキ 香川県

17 奨励賞 西 武夫 ニシ タケオ 宮崎県

18  奨励賞 篠原 洋子 ｼﾉﾊﾗ ﾖｳｺ 垂水市

19 奨励賞 岩元 真弓 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾕﾐ 垂水市

20 奨励賞 田原 久代 ﾀﾊﾗ ﾋｻﾖ 垂水市

21 奨励賞 井上 博子 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｺ 鹿屋市

22 奨励賞 寺内 久美子 ﾃﾗｳﾁ ｸﾐｺ 垂水市

23 奨励賞 ⾧﨑 雄二 ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｼﾞ 鹿屋市

24 奨励賞 上村 昌子 ｶﾐﾑﾗ ｼｮｳｺ 垂水市

25 奨励賞 黒木 治光 ｸﾛｷ ﾊﾙﾐﾂ 宮崎県

26 奨励賞 春口 直彦 ﾊﾙｸﾞﾁ ﾅｵﾋｺ 鹿屋市

27 奨励賞 西留 利義 ﾆｼﾄﾞﾒ トシヨシ 曽於市高校生以上一般部門 閉ざされた街Ⅰ

高校生以上一般部門 希望の光

高校生以上一般部門 猿ｹ城渓谷にて（Ⅰ）

高校生以上一般部門 清風・紫系

高校生以上一般部門 下東の朝

高校生以上一般部門 秋桜の咲く頃

高校生以上一般部門 チャイムの後で

高校生以上一般部門 かあちゃんと

高校生以上一般部門 ここに生きる（白鳥山、えびの）

高校生以上一般部門 神秘の大楠

高校生以上一般部門 ｳｺﾝの花

高校生以上一般部門 プロの技

高校生以上一般部門 森の探検 俳句散策

高校生以上一般部門 里歩き椿

高校生以上一般部門 冬風岳景

高校生以上一般部門 毎年元気

高校生以上一般部門 一本足の案山子

高校生以上一般部門 落葉2

高校生以上一般部門 縁側で

高校生以上一般部門 仲良し小良し

高校生以上一般部門 森の中

高校生以上一般部門 赤いﾗﾝﾌﾟ

高校生以上一般部門 該当者なし

高校生以上一般部門 秋の恵み

高校生以上一般部門 該当者なし
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部門 作品名

高校生以上一般部門 少女

高校生以上一般部門 想いⅡ



  賞 名 所属 受賞者 フリガナ 作品名 住所 備 考

1 和田香苗賞 ジュニア部門 未就学児 慈恩保育園 串田 麗美 くしだ るみ お外遊び大好き 垂水市

2 和田香苗賞 ジュニア部門 小学1・2年生 松ケ崎小学校 𦚰 ゆい でっかいくま手でたがやしたよ。 垂水市

3 和田香苗賞 ジュニア部門 小学３・４年生 垂水小学校 岩元 慶心 タイムカプセル 垂水市

4 和田香苗賞 ジュニア部門 小学５・６年生 垂水小学校 山下 陽南太 歴史を語りつぐ神社 垂水市

5 和田香苗賞 ジュニア部門 中学生 垂水中央中学校 前田 千智 夕暮れの空 垂水市

6 パトラッシュ賞 ジュニア部門 未就学児 さざなみ保育園 髙月 虹芭 こうづき いろは おゆうぎかい 垂水市

7 パトラッシュ賞 ジュニア部門 小学1・2年生 協和小学校 角野 朔一郎 2022お正月とぼくとおとうさん 垂水市

8 パトラッシュ賞 ジュニア部門 小学３・４年生 新城小学校 一松 凜 もちつき 垂水市

9 パトラッシュ賞 ジュニア部門 小学５・６年生 垂水小学校 安部 瑞稀 港の船たち 垂水市

10 パトラッシュ賞 ジュニア部門 中学生 垂水中央中学校 大迫 穂埜 夏の記憶 垂水市

11 ジュニア市⾧賞 ジュニア部門 未就学児 さざなみ保育園 上原 久尚 うえはら ひさなお かぞくでホテルにとまったよ 垂水市

12 ジュニア市⾧賞 ジュニア部門 小学1・2年生 垂水小学校 八木 清次朗 ブランコはやくのりたいなあ 垂水市

13 ジュニア市⾧賞 ジュニア部門 小学３・４年生 柊原小学校 黒川 美結 わたしたちの公民館 垂水市

14 ジュニア市⾧賞 ジュニア部門 小学５・６年生 垂水小学校 大山 侑莉 大漁をねらう船 垂水市

15 ジュニア市⾧賞 ジュニア部門 中学生 垂水中央中学校 新屋敷 航 部活の帰り道 垂水市

16 ジュニア教育⾧賞 ジュニア部門 未就学児 水之上こども園 川畑 羽月葉 かわばた はつは だいすきなパパ 垂水市

17 ジュニア教育⾧賞 ジュニア部門 小学1・2年生 水之上小学校 小田 陽斗 おそうじたいちょう 垂水市

18 ジュニア教育⾧賞 ジュニア部門 小学３・４年生 垂水小学校 葛迫 拳奨 本を読んでいる自分 垂水市

19 ジュニア教育⾧賞 ジュニア部門 小学５・６年生 牛根小学校 宮原 菜摘 ヘレンとサリバン先生 垂水市

20 ジュニア教育⾧賞 ジュニア部門 中学生 垂水中央中学校 隈元 未瑠 星空にかこまれる桜島 垂水市

21 奨励賞 ジュニア部門 未就学児 さざなみ保育園 山田 結笑 やまだ ゆえ うんどうかい（バルーン） 垂水市

22 奨励賞 ジュニア部門 未就学児 カトリック垂水幼稚園 森 咲美梨 もり えみり ママとわたしと千本イチョウ 垂水市

23 奨励賞 ジュニア部門 小学1・2年生 垂水小学校 梶原 嶺 みんなたのしかったよ 垂水市

24 奨励賞 ジュニア部門 小学1・2年生 柊原小学校 黒川 栞奈 イチョウのクレーンゲーム 垂水市

25 奨励賞 ジュニア部門 小学３・４年生 垂水小学校 間宮 結和 ふじだな 垂水市

26 奨励賞 ジュニア部門 小学３・４年生 垂水小学校 福里 莉央 となりのおうちのモカちゃん 垂水市

27 奨励賞 ジュニア部門 小学５・６年生 垂水小学校 神村 莉音 私の街の図書館 垂水市

28 奨励賞 ジュニア部門 小学５・６年生 水之上小学校 横山 優 上之宮神社 垂水市
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部門



29 奨励賞 ジュニア部門 小学５・６年生 柊原小学校 瀬戸口 大輔 ひまわりのつぶやき 垂水市

30 奨励賞 ジュニア部門 中学生 垂水中央中学校 中馬 文翔 夜の水槽 垂水市

31 富士薔薇賞 垂水小学校 -  ジュニア部門


