
回数 ブロック名 支部名 場所 御田植祭 抜穂祭 斎主

第１回 昭和 ５６年度 宮崎市郡 宮崎市 宮崎市青島 4月14日 8月13日 長友隆二（青島神社）

第２回 ５７年度 都城 東諸県 国富町田尻 6月26日 10月 北村氏（宇都野神社）

第３回 ５８年度 宮崎市郡 宮崎市 宮崎市池内 6月16日 10月24日 串間正捷（小戸神社）

第４回 ５９年度 都城 北諸県 高崎町東霧島 6月17日 10月24日 稲丸利弘（東霧島神社）

第５回 ６０年度 南那珂 南那珂 日南市吾田 4月9日 7月27日 日髙久光（吾平津神社）

第６回 ６１年度 県北 延岡地区 北浦町三川内 6月18日 10月22日 猪俣勘解由（宮崎神宮）

第７回 ６２年度 児湯 東児湯 新富町新田 4月16日 8月10日 本部雅裕（春日神社）

第８回 ６３年度 県北 東臼杵南 椎葉村不土野 6月8日 10月12日 尾前秀久（尾前神社）

第９回 平成 　元年度 宮崎市郡 宮崎郡 田野町上屋敷 6月5日 9月30日 宮田義和（田野天建神社）

第１０回 　２年度 宮崎市郡 宮崎市 宮崎市花ヶ島 6月18日 10月9日 宮田義和（田野天建神社）

第１１回 　３年度 児湯 東児湯 都農町明田 4月28日 8月12日 永友宗範（立花神社）

第１２回 　４年度 南那珂 南那珂 日南市平野 3月26日 7月22日 戸高俊一（平野神社）

第１３回 　５年度 県北 延岡地区 日向市平岩 4月7日 8月12日

第１４回 　６年度 都城 都城市 都城市下長飯 6月11日 10月8日 原賢一郎（宮崎神宮）

第１５回 　７年度 宮崎市郡 宮崎市 宮崎市本郷南方 4月12日 8月11日 長友昌彦（恒久神社）

第１６回 　８年度 児湯 西児湯 西都市清水 3月30日 8月5日

第１７回 　９年度 南那珂 南那珂 南郷町贄波 4月2日 8月5日 鈴木正（日之御崎神社）

第１８回 １０年度 県北 東臼杵南 諸塚村 5月31日 10月2日 甲斐秀樹（諸塚神社）

第１９回 １１年度 都城 北諸県 山田町 6月10日 9月28日 稲丸博文（東霧島神社）

第２０回 １２年度 宮崎市郡 宮崎 宮崎市新名爪 4月5日 8月8日 山田勇徳（宮崎県護国神社）

第２１回 １３年度 児湯 東児湯 都農町 4月4日 8月6日 池田稔（都農神社）

第２２回 １４年度 南那珂 南那珂 日南市吾田 4月3日 7月30日 日髙輝久（吾田神社）

第２３回 １５年度 県北 東臼杵南 椎葉村 5月17日 9月26日 椎葉智成（椎葉厳島神社）

第２４回 １６年度 都城 西諸県 えびの市 5月26日 10月12日 小多田将志（狭野神社）

第２５回 １７年度 宮崎市郡 宮崎 宮崎市青島 4月12日 8月2日 長友安隆（青島神社）

第２６回 １８年度 児湯 西児湯 西米良村 5月25日 10月4日 甲斐法長（児原稲荷神社）

第２７回 １９年度 南那珂 南那珂 日南市坂元 6月12日 10月10日 日髙鉄弥（岩崎稲荷神社）

第２８回 ２０年度 都城 都城市 山之口町 6月13日 10月22日 石川伸一（乙戸神社）

第２９回 ２１年度 県北 延岡 延岡市須佐町 6月21日 10月18日 木村健作（春日神社）

第３０回 ２２年度 宮崎市郡 宮崎市 宮崎市花ヶ島町 5月20日 10月4日 荒川真司（宮崎八幡宮）

第３１回 ２３年度 南那珂 南那珂 南郷町 3月28日 8月9日 野迫武士（行縢神社）

第３２回 ２４年度 児湯 東児湯 児湯郡川南町 4月4日 8月8日 永友郁央（平田神社）

第３３回 ２５年度 都城 都城市 都城市高木町 6月24日 10月22日
田植　下東嘉也（白鳥神社）
抜穂　楡田美浩（科長神社）

第３４回 ２６年度 県北 西臼杵 西臼杵郡高千穂町 6月23日 10月27日 佐藤永周（天岩戸神社）

第３５回 ２７年度 宮崎 宮崎市 東諸県郡綾町 5月27日 9月29日 鳥原浩之（宮崎八幡宮）

第３６回 ２８年度 児湯 西児湯 西米良村 6月14日 10月14日
田植　濱砂尚孝（住吉神社）
抜穂　藤田哲平（上三財神社）

第３７回 ２９年度 南那珂 南那珂 串間市大字崎田 3月16日 河野保彦（本城神社）

第３８回 ３０年度
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