
No. 賞　　名 氏　　名 画　　題

1 きりしま大賞 うえむら　りこ わたしのすてきなかさ

2 霧島市長賞 はしもと　れな ママ

3 霧島市議会議長賞 ほった　えり 夏の思い出

4 霧島市教育委員会教育長賞 あんらく　ゆきの いもうととわたし

5 株式会社九州タブチ賞 かみむら　えいてつ カブトムシつかまえた

6 霧島市美術協会賞 ばば　ひなた おおきいおばけだ！

7 霧島市文化協会賞 しい　みゆき おうちでプール　みんながわたしをみてるよ

8 国分電機株式会社賞 たかはし　あき はなびをみたよ

9 南日本ガス株式会社賞 しまだ　りお 水族館で魚をみたよ

10 霧島商工会議所賞 よこやま　ゆづき うんどうかい

11 霧島市商工会賞 いしはら　ゆうき かに

12 霧島木質発電株式会社賞 なかむら　ういと ぶっぶ（くるま）

13 南日本新聞社賞 やまぐち　なつき はなびをみたよ

14 ＭＣＴ南九州ケーブルテレビネット賞 にし　こうき 明日ライオンを見に行くの

15 松下美術館賞 ふかみず　るり　 プールあそび

16 鹿児島県美術協会賞 かりあつまり　きいと ぼくとおまつりのヨーヨー

17 ＭＢＣ南日本放送賞 もりや　けいと おっきい花火

18 ＫＴＳ鹿児島テレビ賞 ありしま　ゆうせい かぶとむしとくわがたのおさんぽ

19 ＫＫＢ鹿児島放送賞 おおそ　ふうと 大きな牛

20 ＫＹＴ鹿児島読売テレビ賞 ひらとこ　さくや うみ

21 ＮＨＫ鹿児島放送局賞 うえやま　れあ みんなでおやすみ

第１６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 熊ヶ迫　杏美 みんなで遊ぶと楽しいね

2 霧島市長賞 酒井　柚愛 シャワーがきもちいいな

3 霧島市議会議長賞 神田　柊人 大きなゾウ

4 霧島市教育委員会教育長賞 貞光　真菜 大好きな線香花火

5 株式会社九州タブチ賞 迫田　真帆 一りん車たのしいな

6 霧島市美術協会賞 岩穴口　栞奈 ピッカピカの教室

7 霧島市文化協会賞 平田　詩恩 ブランコだいすき

8 国分電機株式会社賞 丸山　蓮翔 たのしいたいくやま

9 南日本ガス株式会社賞 小川　凜 おしるをまぜている先生

10 霧島商工会議所賞 岡田　晴希 およいだよ

11 霧島市商工会賞 芦田　春草 ブランコであそんだよ

12 霧島木質発電株式会社賞 前田　泰佑 すすめ三好自動車

13 南日本新聞社賞 西田　紗絆 げんきいっぱいがんばるぞ

14 ＭＣＴ南九州ケーブルテレビネット賞 水流　えみ菜 すいぞくかん

15 松下美術館賞 淵ノ上　叶翔 ゆうぐであそんだよ

16 鹿児島県美術協会賞 北田　竜聖 ぞうさんとあそんだよ

17 ＭＢＣ南日本放送賞 德留　翠莉 大好きな家族の絵

18 ＫＴＳ鹿児島テレビ賞 竹澤　黎夏 なつのむし

19 ＫＫＢ鹿児島放送賞 仮屋園　鷹牙 うちゅうじんとあそびたい

20 ＫＹＴ鹿児島読売テレビ賞 濵田　梨奈 ザリガニあそぼう

21 ＮＨＫ鹿児島放送局賞 前木場　志希 くもを見たよ。

第１６回きりしま美術大賞展　ジュニア部門（小学生低学年の部）



No. 賞　　名 氏　　名 画　　題

1 きりしま大賞 中村　風香 みんなでワッショイ！

2 霧島市長賞 高橋　健斗 きれいな音色の音楽

3 霧島市議会議長賞 立山　向日葵 神社に涼みに行った

4 霧島市教育委員会教育長賞 園田　茜 にぎやかな倉庫

5 株式会社九州タブチ賞 新村　友基 かっこいい787

6 霧島市美術協会賞 北　さやか 晴れた日の熊野神社

7 霧島市文化協会賞 久木山　剣清 たくさん食べるぞ

8 国分電機株式会社賞 濱弓場　まこと がんばるトラクター

9 南日本ガス株式会社賞 鮫島　大季 坂道から見るぼくの学校

10 霧島商工会議所賞 中森　遥翔 鹿児島神宮への道

11 霧島市商工会賞 片平　幸輝 土をたがやせトラクター

12 霧島木質発電株式会社賞 川﨑　楓花 昔から使われている井戸

13 南日本新聞社賞 白根　珠愛 おもしろい本がいっぱいあるよ

14 ＭＣＴ南九州ケーブルテレビネット賞 貴嶋　詩乃 花火

15 松下美術館賞 加藤　誉理 ドラムでジャジャジャン

16 鹿児島県美術協会賞 二宮　加帆 はじめてのミシン

17 ＭＢＣ南日本放送賞 浅倉　小春 楽しいスケッチ大会

18 ＫＴＳ鹿児島テレビ賞 吉村　秀惺 昼休みの校庭

19 ＫＫＢ鹿児島放送賞 小林　瀬菜 リコーダーをふく妹

20 ＫＹＴ鹿児島読売テレビ賞 柏木　心陽 お庭のナス

21 ＮＨＫ鹿児島放送局賞 勝良　怜音 迫力ある熊野神社

第１６回きりしま美術大賞展　ジュニア部門（小学生高学年の部）



No. 賞　　名 氏　　名 画　　題

1 きりしま大賞 德永　沙羅 紫陽花

2 霧島市長賞 齋藤　大翔 静物

3 霧島市議会議長賞 宗像　菫礼 夕日

4 霧島市教育委員会教育長賞 土屋　千奈 野良猫

5 株式会社九州タブチ賞 川﨑　綾 りゅうぐう町

6 霧島市美術協会賞 井田　幸 夕方の河川敷

7 霧島市文化協会賞 竹山　翔太 天降川

8 国分電機株式会社賞 四本　丞大 炭がま

9 南日本ガス株式会社賞 澤田　紳 輝くバイク

10 霧島商工会議所賞 笠山　悠輝 大木に囲まれて

11 霧島市商工会賞 海江田　菜美 自然の迫力

12 霧島木質発電株式会社賞 中村　帆乃花 陽

13 南日本新聞社賞 西藤　深結 一つの扉

14 ＭＣＴ南九州ケーブルテレビネット賞 川南　智由樹 東海道線

15 松下美術館賞 石橋　梨夢 奥の部屋

16 鹿児島県美術協会賞 安栖　心美 おばあちゃんの家でとれた夏野菜

17 ＭＢＣ南日本放送賞 西藤　未空 片すみに咲く一輪

18 ＫＴＳ鹿児島テレビ賞 寺園　琉平 校舎

19 ＫＫＢ鹿児島放送賞 西本　祐大 校舎

20 ＫＹＴ鹿児島読売テレビ賞 堂路　萌愛 下井海岸の空

21 ＮＨＫ鹿児島放送局賞 冷水　双葉 図書館にて

第１６回きりしま美術大賞展　ジュニア部門（中学生の部）



No. 賞　　名 氏　　名 画　　題

1 霧島市長賞 米澤　藍 可能性

2 霧島市議会議長賞 末弘　海晴 日常

3 霧島市教育委員会教育長賞 小田　杏璃 昼下がりの美術室

4 霧島市美術協会賞 永吉　夏実 狭間

※今年度、きりしま大賞は該当なし

第１６回きりしま美術大賞展　（特別部門）


