
No. 賞　　名 氏　　名 画　　題

1 きりしま大賞 かさき　あやは ママが　やきゅうを　しているところ

2 霧島市長賞 にのみや　たかゆき 乗馬

3 霧島市議会議長賞 ばば　みゆう ママ

4 霧島市教育委員会教育長賞 さこ　じゅり かくれんぼしよう

5 株式会社九州タブチ賞 おおの　みお ケロポンズ　コンサート

6 霧島市美術協会賞 にしむら　みれい 丸いエビ

7 霧島市文化協会賞 きたがわ　あおい ひまわりを見に行ったよ

8 国分電機株式会社賞 ありさこ　あきと 大きなすべり台　楽しい！

9 南日本ガス株式会社賞 くまたに　たける セミとり

10 霧島商工会議所賞 いけだ　さき ママとパパのお散歩

11 霧島市商工会賞 はぶ　えいと おたのしみほいく

12 霧島木質発電株式会社賞 むらた　はるき パパとフェリーにのったよ

13 南日本新聞社賞 たにぐち　りょうたろう とぉとの　おてつだい

14 ＭＣＴ南九州ケーブルテレビネット賞 クロス　まこと うみであそんだよ

15 松下美術館賞 おくさこ　たいが 初めてのウォータースライダァ-!!

16 鹿児島県美術協会賞 このお　ゆうり バナナ

17 ＭＢＣ南日本放送賞 ながの　けい すいぞくかんにいったよ

18 ＫＴＳ鹿児島テレビ賞 きさぬき　ゆいな パパとママとあそんだよ

19 ＫＫＢ鹿児島放送賞 よしむら　さら だいすきな　おかあさん

20 ＫＹＴ鹿児島読売テレビ賞 ふくどめ　ゆず ママと　そうめんながし

21 ＮＨＫ鹿児島放送局賞 つまがり　そうすけ プール遊び

第１7回きりしま美術大賞展　ジュニア部門（幼児の部）



No. 賞　　名 氏　　名 画　　題

1 きりしま大賞 本地川　晴菜 あさがおのおせわをしたよ

2 霧島市長賞 平床　さくや じょうずにふけたよ

3 霧島市議会議長賞 田ノ上　翔真 くわがたとたんけん

4 霧島市教育委員会教育長賞 松田　彩夏 花の世話

5 株式会社九州タブチ賞 松田　慶仁 きりんと　あそぼう

6 霧島市美術協会賞 丸野　明莉 花火

7 霧島市文化協会賞 阿部　孝祐 きれいなにわとり

8 国分電機株式会社賞 芝　樹音 本を読む

9 南日本ガス株式会社賞 原口　すずか ばしゃばしゃしたよ

10 霧島商工会議所賞 春花　史騎 きのぼりたのしかったよ

11 霧島市商工会賞 濵屋　昇冴 サッカーたのしいね

12 霧島木質発電株式会社賞 西田　楓 のびるのびるあさがおのつる

13 南日本新聞社賞 具志堅　瑛乙 ぞうきんでぴかぴかにしよう

14 ＭＣＴ南九州ケーブルテレビネット賞 山下　太雅 ゴリラ

15 松下美術館賞 蓑田　渉 魚といっしょにおよいだよ

16 鹿児島県美術協会賞 高原　悠心 ダンゴムシ

17 ＭＢＣ南日本放送賞 林　莉子 海に行ったらカニにかまれたよ

18 ＫＴＳ鹿児島テレビ賞 土持　綾澄 ザリガニとともだち

19 ＫＫＢ鹿児島放送賞 せいかつたのしい

20 ＫＹＴ鹿児島読売テレビ賞 湯田　朝陽 たまごからチョウチョまでなったよ

21 ＮＨＫ鹿児島放送局賞 松木　春瑠 工事現場で働く人

第１７回きりしま美術大賞展　ジュニア部門（小学校低学年の部）



No. 賞　　名 氏　　名 画　　題

1 きりしま大賞 荒木　悠慎 はく力満点のユンボ

2 霧島市長賞 橋口　莉央 国分の街なみ

3 霧島市議会議長賞 池田　美憂 無題

4 霧島市教育委員会教育長賞 野方　裕太 いろいろな色　福山はきれいだ

5 株式会社九州タブチ賞 榎園　遼大 車を修理

6 霧島市美術協会賞 蛭川　うたい はく力まんてん消防車

7 霧島市文化協会賞 まじめにそうじする　わたし

8 国分電機株式会社賞 四元　愛彩 学校の校舎

9 南日本ガス株式会社賞 橋口　花実 A棟玄関と階段

10 霧島商工会議所賞 高安　咲羽 迫力ある巨木の緑

11 霧島市商工会賞 思い出の水道

12 霧島木質発電株式会社賞 星野　愛美 熊野神社

13 南日本新聞社賞 萩原　宗一朗 朝の涼しげな校舎

14 ＭＣＴ南九州ケーブルテレビネット賞 髙田　琉音 迫力ある校舎

15 松下美術館賞 迫　万里愛 中庭

16 鹿児島県美術協会賞 小久保　智章 わたりろうか

17 ＭＢＣ南日本放送賞 内　隆太朗 ワタリガラスたちのお祭り

18 ＫＴＳ鹿児島テレビ賞 立野　夏輝 うんていをしているぼく

19 ＫＫＢ鹿児島放送賞 三幸　松羽 けんばんハーモニカを楽しむ

20 ＫＹＴ鹿児島読売テレビ賞 濵田　梨奈 ジャングルジムでわいわい

21 ＮＨＫ鹿児島放送局賞 大木　陽詩 大きな大きなブルドーザー

第１７回きりしま美術大賞展　ジュニア部門（小学校高学年の部）



No. 賞　　名 氏　　名 画　　題

1 きりしま大賞 望月　琉空 横断歩道から見える景色

2 霧島市長賞 田島　真央 天昇龍

3 霧島市議会議長賞 川﨑　慎太郎 美しい川

4 霧島市教育委員会教育長賞 池山　すみれ 隣の家のあのバイク

5 株式会社九州タブチ賞 追立　涼華 昼下がりの並木

6 霧島市美術協会賞 堀之内　美羽 グラデーション

7 霧島市文化協会賞 溝口　陽菜 宝物

8 国分電機株式会社賞 川添　惺良 願い事

9 南日本ガス株式会社賞 深ノ木　愛結 すずしげな通り道

10 霧島商工会議所賞 宮里　晴空 いろあざやかなまがり道

11 霧島市商工会賞 鮫島　のりか 小川の向こうの夕やけ

12 霧島木質発電株式会社賞 別技　麻美 何買おうか、

13 南日本新聞社賞 武田　真由子 初夏

14 ＭＣＴ南九州ケーブルテレビネット賞 山形　心菜 私のふるさと

15 松下美術館賞 平岡　里彩 カーブミラー

16 鹿児島県美術協会賞 伊久良　華子 清流

17 ＭＢＣ南日本放送賞 今村　泉美 心に残る情景

18 ＫＴＳ鹿児島テレビ賞 平野　詩織 じいちゃんのなす

19 ＫＫＢ鹿児島放送賞 安藤　碧飛 雨上がりの学校

20 ＫＹＴ鹿児島読売テレビ賞 坊野　ことり 桜島

21 ＮＨＫ鹿児島放送局賞 吉元　杏姫 境内の建物と黄色の木

第１７回きりしま美術大賞展　ジュニア部門（中学生の部）


