
受付 審査結果 座席番号 作品番号 学校名 名前 ふりがな

知事賞 ⑥―７ 霧島市立天降川小学校 中野　煌志 ナカノ　コウシ

県教育委員会賞 ⑨―１ 姶良市立加治木中学校 吉本　晃大 ヨシモト　アキヒロ

鹿児島市長賞 ⑥―８ 鹿児島市立明和小学校 福木　日陽 フクキ　ヒナタ

鹿児島市議会議長賞 ⑤ー１０２ 鹿児島大学教育学部附属小学校 佐々木　咲綺 ササキ　サキ

南日本新聞社賞 ⑧―３ 鹿児島市立吉野中学校 眞邉　晋作・謙信 マナベ　シンサク・ケンシン

かごしま環境未来館賞 ⑥―５ 鹿児島市立明和小学校 西窪　宗佑 ニシクボ　ソウスケ

1 特選 ④ー１０３
鹿児島大学教育学部附属

小学校
有迫　智奏 アリサコ　トモカ

2 特選 ②ー１０２
鹿児島大学教育学部附属小学

校 鎌田　航大 カマダ　コウダイ

3 特選 ③ー１０２ 鹿児島大学教育学部附属小学校 小谷　朔太郎 コタニ　サクタロウ

4 特選 ④―３ 姶良市立姶良小学校 田中　佑・美遥
タナカ　ユウ・ミハ

ル

5 特選 ⑦―２ 鹿児島市立吉田南中学校 松山　蘭 マツヤマ　ラン

1 入選 ②―４ 指宿市立丹波小学校 新小田　士輝 シンコダ　シキ

2 入選 ③―２ 薩摩川内市立川内小学校 肥後　雄大 ヒゴ　ユウダイ

3 入選 ⑤―１ 鹿児島市立宮川小学校 小田　綸太郎 オダ　リンタロウ

4 入選 ⑥―３ 鹿児島市立玉江小学校 矢野　純平 ヤノ　ジュンペイ

5 入選 ⑥―１
薩摩川内市立平佐西小学

校
上村　悠晟 カミムラ　ユウセイ

6 入選 ⑧―１ 鹿児島市立皇徳寺中学校 小田　紘太郎 オダ　コウタロウ

（　昆虫　）の部　表彰式用名簿（R4）



受付 審査結果 座席番号 作品番号 学校名 名前 ふりがな

知事賞 ④ー１０２鹿児島大学教育学部附属小学校 垣内　龍人 カキウチ　リュウト

県教育委員会賞 ⑤ー１０２鹿児島大学教育学部附属小学校 末平　葉之介 スエヒラ　ヨウノスケ

鹿児島市長賞 ③―10 鹿児島市立桜丘西小学校 米田　智哉 ヨネダ　トモヤ

鹿児島市議会議長賞 ⑦―２ 鹿児島大学附属中学校 坂元　佑衣 サカモト　ユイ

南日本新聞社賞 ⑥―３ 鹿児島市立東谷山小学校 山下　梨夏 ヤマシタ　リッカ

かごしま環境未来館賞 ④―２ 奄美市立小宿小学校 中村　綾人 ナカムラ　アヤト

1 特選 ⑧―３ いちき串木野市立市来中学校 水流　千尋 ツル　チヒロ

2 特選 ⑨―１ 鹿児島市立星峯中学校 上﨑　悠輝 カミサキ　ユウキ

3 特選 ⑦―９ 鹿児島市立桜丘中学校 米田　忠義 ヨネダ　タダヨシ

4 特選 ⑥ー１０２ 鹿児島大学教育学部附属小学校 喜井　寛之 キイ　ヒロユキ

5 特選 ⑤ー１０６ 鹿児島大学教育学部附属小学校 永井　利弥 ナガイ　トシヤ

6 特選 ⑥―８ 鹿児島市立鴨池小学校 土屋　龍彬 ツチヤ　タツアキラ

7 特選 ③―７ 鹿児島市立鴨池小学校 土屋　美寧 ツチヤ　ミネイ

8 特選 ③―３ 曽於市立檍小学校 西留　愛真 ニシドメ　マナミ

9 特選 ②―５ 姶良市立三船小学校 大里　悠叶 オオサト　ハルカ

1 入選 ⑥―10 鹿児島市立東谷山小学校 俊　千咲 シュン　チサト

2 入選 ⑦―１ 鹿児島大学附属中学校 永井　美帆 ナガイ　ミホ

3 入選 ⑦―４ 鹿児島市立東谷山中学校 吉永　衣那 ヨシナガ　エナ

4 入選 ⑤―４ 鹿児島市立桜丘東小学校 笹平　惟生 ササヒラ　ユイ

5 入選 ③―５ 薩摩川内市立川内小学校 肥後　雄大 ヒゴ　ユウダイ

6 入選 ②―２ 私立池田小学校 永田　藍子 ナガタ　アイコ

7 入選 ①―２ 枕崎市立桜山小学校 上釜　久実 カミカマ　クミ

8 入選 ④ー１０１ 鹿児島大学教育学部附属小学校 坂元　　衣 サカモト　レイ

9 入選 ⑤ー１０５ 鹿児島大学教育学部附属小学校 内村　凜 ウチムラ　リン

10 入選 ⑧―５ 鹿児島大学附属中学校 中村　文音 ナカムラ　アヤネ

11 入選 ⑧―１ 薩摩川内市立入来中学校 渕上　陽樹 フチウエ　ハルキ

12 入選 ⑥―９ 南さつま市立加世田小学校 片野坂　大珠 カタノサカ　タイジュ

貝の部　表彰式用名簿（R4）



受付 審査結果 座席番号 作品番号 学校名 名前 ふりがな

知事賞 ⑦ー２２ 鹿児島大学附属中学校 金木　宗汰 カネキ　ソウタ

県教育委員会賞 ⑦ー１３ 指宿市立南指宿中学校 海江田　侑美 カイエダ　ユウミ

鹿児島市長賞
⑥ー１０
１

鹿児島大学教育学部附属小学校 大平　叡知 オオヒラ　エイト

鹿児島市議会議長賞
④ー１０
５

鹿児島大学教育学部附属小学校 横山　拓海 ヨコヤマ　タクミ

南日本新聞社賞
②ー１０
５

鹿児島大学教育学部附属小学校 大平　理人 オオヒラ　マサト

かごしま環境未来館賞 ⑦－２ 鹿児島市立紫原中学校 永田　颯真 ナガタ　ソウマ

1 特選 ③－１０１ 鹿児島大学教育学部附属小学校 岩川　和磨 イワカワ　カズマ

2 特選
⑤－１０
２

鹿児島大学教育学部附属小学校 荒武　維月 アラタケ　イヅキ

3 特選
②－１０
７

鹿児島大学教育学部附属小学校 福壽　瑠菜 フクジュ　ルナ

4 特選 ⑤ー１ 鹿児島市立伊敷台小学校 渡邉　伶郎 ワタナベ　レオ

5 特選 ⑩ー１ 鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校 迫田　れんげ サコダ　レンゲ

6 特選 ⑧－１ 鹿児島市立玉龍中学校 立石　胡太郎 タチイシ　コタロウ

7 特選 ⑦ー１ 鹿児島大学附属中学校 渡邉　李胡 ワタナベ　リコ

8 特選 ⑦ー２４ 鹿児島市立谷山北中学校 永井　絆美 ナガイ　バンビ

9 特選 ⑦－２１ 鹿児島市立東谷山中学校 林　郁里 ハヤシ　ユウリ

1 入選 ③-1 鹿児島市立西紫原小学校 大坪　愛実 オオツボ　マナミ

2 入選 ③-2 鹿児島市立大明丘小学校 宮野　乙姫 ミヤノ　オトメ

3 入選 ③-3 鹿児島市立西紫原小学校 川ノ上　真緒 カワノウエ　マオ

4 入選 ⑤－１０４ 鹿児島大学教育学部附属小学校 豊川　瑛脩 トヨカワ　エイスケ

5 入選 ④ー１ 鹿児島市立西紫原小学校 五反　智香 ゴタン　トモカ

6 入選 ⑤－１０３ 鹿児島大学教育学部附属小学校 佐藤　杏奈 サトウ　アンナ

7 入選 ⑥－４ 鹿児島市立宇宿小学校 上國料　百英 カミコクリョウ　モエ

8 入選 ⑦－１５ 鹿児島大学附属中学校 汰木　大知 ユルキ　タイチ

9 入選 ⑨－１ 姶良市立重富中学校 髙山　紗希 タカヤマ　サキ

10 入選 ⑦－１１ 鹿児島大学附属中学校 豊川　寧々 トヨカワ　ネネ

11 入選 ⑦－７ 日置市立土橋中学校 永田　結楽 ナガタ　ユラ

12 入選 ⑨－２ 霧島市立国分南中学校 竹内　愛佳 タケウチ　アイカ

13 入選 ⑦－９ 霧島私立国分南中学校 竹内　舞佳 タケウチ　マイカ

14 入選

15 入選

16 入選

植物の部　表彰式用名簿（R４　）



受付 審査結果 座席番号 作品番号 学校名 名前 ふりがな

知事賞 ⑨－２ 姶良市立帖佐中学校 野口　裕菜 ノグチ　ユナ

県教育委員会賞 ⑦－１６ 鹿児島市立鴨池中学校 馬場　琉翔 ババ　ルト

鹿児島市長賞 ⑦－１５ 鹿児島市立桜丘中学校 山本　つきさ ヤマモト　ツキサ

鹿児島市議会議長賞 ⑦－１７ 鹿児島大学附属中学校 髙井　絢禾 タカイ　アヤカ

南日本新聞社賞 ⑦－１ 鹿児島大学附属中学校 森　祐二朗 モリ　ユウジロウ

かごしま環境未来館賞 ⑥－３ 霧島市立牧園小学校 塚田　凜太郎 ツカダ　リンタロウ

1 特選 ⑦－１２ 鹿児島大学附属中学校 森田　凰介 モリタ　オウスケ

2 特選
④－１０
３

鹿児島大学教育学部附属小学校 川畑　愛理 カワバタ　アイリ

3 特選 ④－３ 日置市立鶴丸小学校 有村　心晴 アリムラ　ミハル

4 特選 ⑧－１ 鹿児島市立喜入中学校 櫻井　佑月 サクライ　ユヅキ

5 特選 ⑦－２２ 鹿児島大学附属中学校 熊谷　光惟 クマガイ　ルイ

6 特選 ⑦－３ 鹿児島大学附属中学校 新村　愛佳 シンムラ　アイカ

7 特選 ⑦－４ 鹿児島大学附属中学校 春園　心音 ハルゾノ　シオン

1 入選 ④－１０４ 鹿児島大学教育学部附属小学校 福迫　圭吾 フクザコ　ケイゴ

2 入選 ③－１０１ 鹿児島大学教育学部附属小学校 川原　颯太 カワハラ　ソウタ

3 入選 ⑥－１０１ 鹿児島大学教育学部附属小学校 楠生　千瑛 クスバエ　チアキ

4 入選 ⑥－４ 薩摩川内市立八幡小学校 長野　円香 ナガノ　マドカ

5 入選 ⑦－２ 鹿児島大学附属中学校 福迫　あや フクザコ　アヤ

6 入選 ⑤－１ 鹿児島市清水小学校 奥　兼慶 オク　カネヨシ

7 入選 ⑦－１０ 鹿児島大学附属中学校 中村　大胡 ナカムラ　ダイゴ

8 入選 ⑧－２ 鹿児島市立坂元中学校 川原　菜々華 カワハラ　ナナカ

9 入選 ⑧－３ 薩摩川内市立平成中学校 長野　志郎 ナガノ　シロウ

10 入選

11 入選

（　岩石　）の部　表彰式用名簿（R４　）


