
入賞

出品者名 市町村名 受賞分類

藤高　祐太朗 五ヶ瀬町 特選

南﨑　六子 宮崎市 特選

河野　優 宮崎市 特選

長友　秋菜 宮崎市 特選

久保　美千代 宮崎市 特選

伊豆本　優子 綾町 準特選

久保　奈月 日向市 準特選

井上　美里 本県出身者 準特選

久保　淳子 宮崎市 準特選

佐師　哲子 日南市 準特選

黒木　弥生 日向市 準特選

染山　頼子 川南町 準特選

畝原　ひろみ 日向市 準特選

佐土原　奏惠 宮崎市 準特選

平山　三枝子 宮崎市 準特選

四俣　寛子 日南市 奨励賞

髙妻　葵 国富町 奨励賞

宮崎日機装賞

宮崎銀行頭取賞

宮崎県教育長賞

第2回みやざき総合美術展　書部門　審査結果

大賞（書部門）

賞名

奨励賞（18歳以下）

奨励賞（75歳以上）

文林堂社長賞

高鍋信用金庫理事長賞

明光社社長賞

NTT西日本宮崎支店長賞

宮崎県書道協会長賞

BTV社長賞

えびの市教育長賞

延岡市教育長賞

串間市長賞

宮崎市長賞

県商工会議所連合会会頭賞



入選（漢字）

出品者名 市町村名 出品者名 市町村名 出品者名 市町村名

平岡　桜 五ヶ瀬町 矢北　哲子 宮崎市 田中　裕美子 小林市

藤原　凜華 五ヶ瀬町 米丸　浩貢 宮崎市 上通　史 小林市

飯干　朗 高千穂町 池田　知子 宮崎市 木原　芳子 小林市

篠原　和子 延岡市 津曲　伊勢 宮崎市 海老原　ヤス子 日南市

岡村　公子 延岡市 竹元　七夕 宮崎市 原　通伸 日南市

西村　寿洋 延岡市 鋤田　典子 宮崎市 外林　義朗 日南市

小坂　千代子 延岡市 後藤田　良子 宮崎市 宮田　佳南 日南市

上杉　秀子 延岡市 小侍　恵美子 宮崎市 鈴木　美和子 串間市

植野　洋一 延岡市 江並　友馨 宮崎市 戸髙　海 本県出身者

小野　静 延岡市 中島　昭子 宮崎市 岡元　みちる 本県出身者

圖師　杏子 延岡市 後藤　正子 宮崎市 坂本　順司 本県出身者

尾﨑　真人 延岡市 脇田　宜子 宮崎市

原田　さゆり 延岡市 本田　有璃子 宮崎市

宮本　元子 日向市 近藤　泰子 宮崎市

川越　幸枝 日向市 田中　恵治 宮崎市

吉田　圭子 川南町 遠山　菜々香 宮崎市

一木　信子 高鍋町 甲斐　梨歩 宮崎市

吉松　篤志 高鍋町 長井　祈華 宮崎市

安井　健二 新富町 清水　里恵子 宮崎市

野元　郁雄 宮崎市 横山　千賀 宮崎市

青山　邦子 宮崎市 長谷川　正純 宮崎市

山本　順子 宮崎市 福本　美紀 宮崎市

太田　楓夏 宮崎市 南　裕之 宮崎市

木下　春薫 宮崎市 杉田　小枝 宮崎市

結城　光彩 宮崎市 二井　和枝 宮崎市

中馬　眞智子 宮崎市 大橋　智子 都城市

山内　励 宮崎市 岡本　尚子 都城市

黒木　律子 宮崎市 濱田　澄子 小林市

高橋　洋子 宮崎市 永吉　諒子 小林市



入選（かな） 入選（調和体）

出品者名 市町村名 出品者名 市町村名

上野　和子 延岡市 甲斐　タヅ子 延岡市

田中　信子 高鍋町 岡﨑　亜希子 延岡市

江田　美代子 宮崎市 髙橋　美穂 門川町

舎川　とも子 宮崎市 児玉　孝子 日向市

河辺　真理子 宮崎市 長友　由紀子 日向市

弓削　三重子 宮崎市 久峩　憲子 日向市

佐藤　多美 宮崎市 嶋田　千代美 日向市

髙山　由紀子 宮崎市 奥村　和美 宮崎市

桑山　エルミ 宮崎市 近間　房子 宮崎市

甲斐　奈々花 宮崎市 長嶺　祥子 宮崎市

渡辺　クニヨ 宮崎市 押川　幸子 宮崎市

林田　ゆずか 宮崎市 原田　貴久 宮崎市

本宮　幸子 宮崎市 小山田　たつ子 都城市

大村　みより 都城市 外山　栄子 都城市

久永　林枝 都城市 落合　綾乃 都城市

野田　文子 小林市

入選（篆刻）

出品者名 市町村名

成田　優衣 西都市

宮越　惠子 西都市

森田　修弘 高鍋町

相馬　宗典 高鍋町

田村　泰子 宮崎市

永井　和代 宮崎市

西森　吏菜 宮崎市

宮川　敬子 宮崎市

上村　幸子 宮崎市


