
賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 世持　結生 ヨモチ　ユイ 石垣市立白保小学校 2 平和が一番

優秀賞 南風原　駿 ハエバラ　シュン 渡名喜村立渡名喜小学校 3 涙

山内　翔太 ヤマウチ　ショウタ 読谷村立渡慶次小学校 2 おばあちゃんのサンシンでカチャーシー

上原　花穂 ウエハラ　カホ 石垣市立大本小学校 3 自然が大好き

池原　史龍 イケハラ　シリュウ 読谷村立渡慶次小学校 1 にじのはし

鈴木　新隆 スズキ　シリュウ 読谷村立渡慶次小学校 1 だいすき　いっぱい

大島　美海 オオシマ　ミウ 石垣市立白保小学校 1 地球は平和

奥谷　野歩 オクタニ　ノア 石垣市立白保小学校 2 平和のしま

伊礼　こころ イレイ　ココロ 伊平屋村立伊平屋小学校 2 なかよし

上原　将維 ウエハラ　マサユキ 私立海星小学校 2 しぜんの人、みらいの人

町田　晴香 マチダ　ハルカ 北谷町立北谷小学校 3 平和って、しあわせ

長濱　義稀 ナガハマ　ヨシキ 与那国町立比川小学校 3 今日もいい天気

稲蔵　拓真 イネクラ　タクマ 与那国町立与那国小学校 3 平和への道

山本　妃海夏 ヤマモト　ヒミカ 与那国町立与那国小学校 3 みんなの平和

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 田島　茉瑚 タジマ　マコ 宜野湾市立大謝名小学校 2 へいわってどんなこと？

優秀賞 大城　朝範 オオシロ　トモノリ 与那国町立与那国小学校 3 平和な沖縄を目指して

優良賞 金城　舞香 キンジョウ　マイカ 糸満市立真壁小学校 3 せんそうはにどとやってはいけません

内原　海里 ウチハラ　ミサト 石垣市立白保小学校 2 私にとっての平和

照屋　芹奈 テルヤ　セリナ 糸満市立真壁小学校 3 命は大切

喜納　真理乃 キナ　マリノ 糸満市立真壁小学校 3 平和な毎日でありますように

大城　早笑 オオシロ　サエ 糸満市立真壁小学校 3 平和

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 上地　亜利佐 ウエチ　アリサ 石垣市立白保小学校 1 へいわはたからもの

優秀 嘉納　李子 カノウ　リコ 読谷町立読谷小学校 3 しあわせ

優良賞 大島　美海 オオシマ　ミユ 石垣市立白保小学校 1 せんそうはいやだ

佳作 当銘　由羅 トウメ　ユラ 石垣市立大本小学校 2 せんそうはとめられないのか

3.詩部門（４名）

2.作文部門(７名)

佳作
（４）

第22回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧

[小学校（低）の部]　（２５名）

1.図画部門（１４名）

佳作
（１０）

優良賞
（２）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 田代　涼乃 タシロ　スズノ 那覇市立高良小学校 6 私はけっしてわすれない

崎間　恒次郎 サキマ　コウジロウ 南城市立百名小学校 5 平和の砂時計

西平　百花 ニシヒラ　モモカ 浦添市立神森小学校 6 平和な町

宮城　心愛 ミヤギ　ココア 豊見城市立伊良波小学校 4 たのしいこと、いっぱいだ！

友利　花音 トモリ　カノン 豊見城市立豊崎小学校 5 平和よ　えいえんに

濱崎　都南 ハマサキ　ツナン 豊見城市立伊良波小学校 6 いつまでも平和な地球に

仲尾　和香奈 ナカオ　ワカナ 浦添市立当山小学校 6 「平和と戦争」

宮平　柚希 ミヤヒラ　ユズキ 座間味村立座間味小学校 6 沖縄に基地はいらない

宮里　うらら ミヤザト　ウララ 座間味村立座間味小学校 6 平和の祈り

上原　向日葵 ウエハラ　ヒマリ 糸満市立高嶺小学校 5 礎の記憶

川村　真太郎 カワムラ　シンタロウ 豊見城市立豊崎小学校 5 平和になれ

大宮　萌未 オオミヤ　モエミ 豊見城市立豊崎小学校 5 幸せの地球

新垣　倫菜 シンガキ　トモナ 豊見城市立上田小学校 6 平和

洲鎌　秀瑠 スガマ　シュウル 浦添市立浦添小学校 6 戦争で失われた命

知名　小梅 チナ　コウメ 那覇市立大道小学校 6 平和の為に心をひとつに

前田　朋江 マエダ　トモエ 豊見城市立長嶺小学校 6 平和っていいな

城間　杏 シロマ　アン 豊見城市立豊見城小学校 6 平和への感謝

長濱　菜々絵 ナガハマ　ナナエ 与那国町立比川小学校 6 平和の鳥と戦争の鳥

座安　康盛 ザヤス　コウセイ 那覇市立高良小学校 6 未来にとびたて

伊敷　榛花 イシキ　ハルカ 那覇市立高良小学校 6 平和の願いを折り込んで

田口　はな タグチ　ハナ 座間味村立座間味小学校 6 みんなの願い

志水　睦海 シミズ　ムツミ 座間味村立座間味小学校 6 平和な未来へ

上地　夏姫 ウエチ　ナツキ 浦添市立神森小学校 6 光とかげ

國吉　琴音 クニヨシ　コトネ 浦添市立神森小学校 6 みんな、つながっている！

翁長　華 オナガ　ハナ 浦添市立神森小学校 6 世界の平和

砂川　塁紀 スナガワ　ルイキ 浦添市立神森小学校 6 消そう、描こう

友利　有希 トモリ　ユキ 浦添市立神森小学校 6 平和の声をとどけます

安里　小和 アサト　コヨリ 浦添市立神森小学校 6 うけつがれる平和

優良賞
（６）

佳作
（１９）

第22回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧

[小学校（高）の部]　（７１名）

1.図画部門（２８名）

優秀賞
（2）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 米須　帆隆 コメス　ホタカ 北谷町立北玉小学校 4 おじいちゃんが見た戦争

名嘉　和音　 ナカ　カズネ 豊見城市立豊見城小学校 6 平和とは

喜納　そら キナ　ソラ 豊見城市立上田小学校 6 みんながつないでくれたこの命

仲地　聖羅 ナカチ　キヨラ 北谷町立北玉小学校 4 世界を平和に…

国吉　涼風 クニヨシ　スズカ 糸満市立光洋小学校 6 平和ってなんだろう

喜入　凜莉子 キイレ　リリコ 糸満市立光洋小学校 6 沖縄戦から学ぶこと

奥村　琉奈 オクムラ　リナ 糸満市立光洋小学校 6 協力

金城　優輔 キンジョウ　ユウスケ 豊見城市立上田小学校 6 心の声

瀬長　瑞貴 セナガ　ミズキ 那覇市立宇栄原小学校 4 本土復帰って何だろう？

下里　あかり シモサト　アカリ 那覇市立宇栄原小学校 4 平和な世界を！

伊禮　凜音 イレイ　リオン 読谷村立渡慶次小学校 4 平和について

嘉数　未来 カカズ　ミク 糸満市立高嶺小学校 5 おばあちゃんのごはん

山城　泉 ヤマシロ　イズミ 糸満市立真壁小学校 5 「命どぅ宝」

岩田　悠里 イワタ　ユウリ 南城市立大里南小学校 6 みんなが幸せに…

新垣　円袈 アラカキ　マルカ 糸満市立光洋小学校 6 うばわれた命

喜納　愛子 キナ　アイコ 豊見城市立上田小学校 6 わたしたちの沖縄

新垣　宙 アラカキ　ソラ 那覇市立真和志小学校 6 祖父からのメッセージ

慶留間　理瑚 ケルマ　リコ 糸満市立糸満南小学校 6 苦しみの戦争とにぎれる幸せ

新垣　貴斗 シンガキ　タカト 糸満市立真壁小学校 6 平和をねがって

中村　夏子 ナカムラ　ナツコ 豊見城市立伊良波小学校 6 「忘れないで」

立津　水音 タテツ　ミノン 豊見城市立上田小学校 6 一人一人に大切な命

屋宜　妃菜 ヤギ　ヒナ 南城市立玉城小学校 6 平和な沖縄へ

上原　碧南 ウエハラ　アオナ 糸満市立糸満南小学校 6 戦争の恐ろしさと平和の大切さ

優秀賞
（２）

優良賞
（5）

佳作
（１5）

2.作文部門(２３名)



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 田代　涼乃 タシロ　スズノ 那覇市立高良小学校 6 笑顔が絶えない世界を

喜屋武　大海 キャン　カイ 北谷町立北玉小学校 4 平和の糸

竹富　花 タケトミ　ハナ 豊見城市立とよみ小学校 5 平和のピース

我如古　友南 ガネコ　ユウナ 八重瀬町立白川小学校 4 「ありがとう」はまほうの言葉

崎原　日菜子 サキハラ　ヒナコ 北谷町立北玉小学校 4 大切にしたい平和のタネ

新城　百音 シンジョウ　モネ 那覇市立曙小学校 5 平和な世界を

内間　誉 ウチマ　ホマレ うるま市立田場小学校 6 命の大切さ

友利　拓誠 トモリ　タクマ 豊見城市立上田小学校 6 平和とは何か

髙堀　寛子 タカホリ　ヒロコ 那覇市立真和志小学校 6 お願い　みんな

塩田　獅子王 シオタ　ザイオン 北谷町立北玉小学校 4 命

下地　裕人 シモジ　ユウト 那覇市立曙小学校 5 忘れてはならない

金城　亜美紗 キンジョウ　アミサ 那覇市立曙小学校 5 心のさけび

中山　暉野 ナカヤマ　キノ 豊見城市立とよみ小学校 6 あたりまえの平和

大宜見　玲 オオギミ　レイ 那覇市立真和志小学校 6 祖母の涙

当山　愛菜 トウヤマ　アンナ 南城市玉城小学校 6 夢が輝く幸せな世界を

高良　有 タカラ　ユウ 那覇市立高良小学校 6 おばあちゃんの戦争

高良　涼夏 タカラ　スズカ 那覇市立高良小学校 6 平和な青い空

サマティ　マシア　アマエル サマティ　マシア　アマエル 恩納村立仲泊小学校 6 怖い

安慶名　真奈 アゲナ　マナ うるま市立田場小学校 6 命のさけび

知念　柚希 チネン　ユズキ うるま市立田場小学校 6 戦争で消えた命の灯火

佳作
（11）

3.詩部門（２０名）

優良賞
（６）

優秀賞
（２）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 下地　深青 シモジ　ミサオ 宮古島市立久松中学校 3 沖縄から世界へ平和の思い

大城　芽唯 オオシロ　メイ うるま市立具志川中学校 3 折り鶴に祈りを

城間　鈴惟 シロマ　レイ 南城市立大里中学校 3 平和のピース

仲宗根　沙也 ナカソネ　サヤ 宮古島市立平良中学校 1 希望

平良　麻陽 タイラ　アサヒ 与那原町立与那原中学校 2 種族をこえた優しさが平和へとつながる

石川　南々帆 イシカワ　ナナホ 南城市立知念中学校 2 言葉の大切さ

仲宗根　しずく ナカソネ　シズク 沖縄市立宮里中学校 3 現代は平和か

西永　彩七 ニシナガ　アヤナ 浦添市立浦添中学校 3 心をつないで

島袋　清香 シマブクロ　サヤカ うるま市立具志川中学校 3 受け継がれる願い

平安名　流華 ヘイアンナ　ルカ うるま市立具志川中学校 3 平和への誓い

嘉手川　彩音 カデカワ　アヤネ 宮古島市立平良中学校 1 平和の芽吹き

宮城　七海 ミヤギ　ナナミ うるま市立具志川中学校 2 沖縄への想い

田島　あみ タジマ　アミ 那覇市立仲井真中学校 2 平和の願い

喜久里　吏保 キクザト　シホ 浦添市立仲西中学校 2 平和の祭

上原　さくら ウエハラ　サクラ 与那原町立与那原中学校 2 祈の鳥

元田　舞 モトダ　マイ 与那原町立与那原中学校 2 折り鶴に平和の祈りを込めて

屋部　孝太 ヤブ　コウタ 豊見城市立長嶺中学校 3 約束の平和

玉城　咲恵 タマシロ　サエ 南城市立佐敷中学校 3 この想いを世界に

比嘉　瑠奈 ヒガ　ルナ 読谷村立古堅中学校 3 世界平和願い

宮城　南美 ミヤギ　ミナミ 八重瀬町立東風平中学校 3 平和の願い

親田　栞 オヤダ　シオリ 浦添市立浦添中学校 3 平和を叫ぶよ

長嶺　花厘 ナガミネ　カリン 浦添市立浦添中学校 3 「We are the world」

糸数　美那海 イトカズ　ミナミ 浦添市立仲西中学校 3 平和

知念　くらら チネン　クララ 浦添市立仲西中学校 3 平和

第22回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧

[中学校の部]　（７８名）

1.図画部門（２４名）

優秀賞
（２）

優良賞
（７）

佳作
（１４）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 上原　晴美 ウエハラ　ハルミ 沖縄尚学高等学校附属中学校 2 未来に伝える沖縄戦

宮里　瑞姫 ミヤザト　ミズキ 座間味村立座間味中学校 2 小さな幸せから輝く未来へ

宮平　美海 ミヤヒラ　ミミ 座間味村立座間味中学校 3 愛と平和のメッセージ

喜屋武　利温 キャン　リオン 座間味村立座間味中学校 1 命の輝きを実感できる未来へ

山代　萌 ヤマシロ　モエ 沖縄尚学高等学校附属中学校 1 沖縄から平和を考える

林　遼太郎 ハヤシ　リョウタロウ 沖縄尚学高等学校附属中学校 2 少年の願い

盛根　芽生子 モリネ　メイコ 南城市立佐敷中学校 2 「平和」を考える

インマン・セイラ インマン・セイラ 糸満市立兼城中学校 3 私だから言える平和

竹島　伸 タケシマ　シン 座間味村立座間味中学校 3 平和の塔への誓い

ジョーンズ　恵梨華アンジェラ ジョーンズ　エリカアンジェラ アメラジアンスクール・イン・オキナワ 3 アメラジアンスクールと平和

宮城　悠 ミヤギ　ハルカ 沖縄尚学高等学校附属中学校 1 命どぅ宝

新城　開斗 アラシロ　カイト 沖縄尚学高等学校附属中学校 1 今も残る戦争のつめあと

與那覇　大河 ヨナハ　タイガ 豊見城市立豊見城中学校 1 いれいの日について考えたこと

島袋　智佳 シマブクロ　トモカ 沖縄尚学高等学校附属中学校 2 平和な島へ

宮里　里歩 ミヤザト　リホ 渡名喜村立渡名喜中学校 2 思いやりから始まる

宮城　太晴 ミヤギ　タイセイ 座間味村立座間味中学校 2 家族の姿

鳩間　千華 ハトマ　チカ 石垣市立大浜中学校 2 命の尊さ、戦争の愚さ

森山　遥 モリヤマ　ハルカ 沖縄尚学高等学校附属中学校 2 今の幸せ

金城　純菜 キンジョウ　ジュンナ 糸満市立高嶺中学校 2 平和な世界

大城　沙織 オオシロ　サオリ 南城市立佐敷中学校 3 知ることでつながる

瀬戸口　日花里 セトグチ　ヒカリ 八重瀬町立具志頭中学校 3 平和への願い

渡慶次　紫翔 トケシ　シオリ 八重瀬町立具志頭中学校 3 私だからできること

宮城　ひろの ミヤギ　ヒロノ 浦添市立仲西中学校 3 願い

具志　龍門 グシ　リュウト 糸満市立兼城中学校 3 「平和を世界へ」

穂積　一希 ホヅミ　カズキ 浦添市立仲西中学校 3 「平和」とは

2.作文部門(２５名)

優秀賞
（２）

優良賞
（７）

佳作
（１5）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 照屋　希々薫 テルヤ　ノノカ 糸満市立潮平中学校 2 おばあと私の十四歳

比屋根　憲太 ヒヤネ　ケンタ 南城市立大里中学校 3 いのり

玉城　亜梨紗 タマシロ　アリサ 糸満市立潮平中学校 3 未来を私達の手で

前迎　義広 マエムカイ　ヨシヒロ 竹富町立波照間中学校 1 大きな和

我如古　友香 ガネコ　ユウカ 八重瀬町立東風平中学校 1 想いをつなぐ

伊禮　仁 イレイ　ジン 浦添市立仲西中学校 2 あたりまえの毎日

山田　萌 ヤマダ　モエ 石垣市立名蔵中学校 2 今日も生きていく

大城　さくら オオシロ　サクラ 座間味村立座間味中学校 3 美しい未来への約束

呉屋　鳳輝 ゴヤ　タカキ 那覇市立鏡原中学校 3 世界に響け大地の声

平良　匠 タイラ　タクミ 那覇市立松島中学校 3 めぐりくる六月二十三日

新里　亜由美 シンザト　アユミ 糸満市立高嶺中学校 3 それでも私は知っています

桃原　優 トウバル　ユウ 西原町立西原東中学校 3 黙祷

浦崎　晃次 ウラサキ　コウジ 南城市立知念中学校 1 本当の幸せ

藪　周一朗 ヤブ　シュウイチロウ 西原町立西原東中学校 1 感情

呉屋　愛恵 ゴヤ　マナエ 西原町立西原東中学校 1 忘れない

新屋　星 シンヤ　アカリ 八重瀬町立具志頭中学校 1 今もこれからも

新城　零斗 アラシロ　レイト 石垣市立大浜中学校 1 平和の風

宜野座　乙姫 ギノザ　イツキ 西原町立西原東中学校 2 おじいちゃんと私

伊良部　理乃 イラブ　リノ 西原町立西原東中学校 2 平和へのかぎ

大仲　隼平 オオナカ　シュンペイ 竹富町立波照間中学校 2 海の色　空の色

花城　綾音 ハナシロ　アヤネ 石垣市立名蔵中学校 2 沖縄に似合うのは

仲間　陽香 ナカマ　ハルカ 糸満市立高嶺中学校 3 見える色

宮里　輝海子 ミヤザト　キミコ 浦添市立仲西中学校 3 濁った空

牧　孝洋 マキ　タカヒロ 浦添市立仲西中学校 3 引っ越して来て

與座　幹人 ヨザ　ミキト 浦添市立仲西中学校 3 瞳の中に

田代　凌大 タシロ　リョウタ 浦添市立仲西中学校 3 平和の先を見つめて

玉那覇　愛実 タマナハ　マナミ 西原町立西原東中学校 3 戦争と平和

金城　道人 キンジョウ　ミチト 西原町立西原東中学校 3 平和の色

眞弓　愛 マユミ　カナサ 那覇市立首里中学校 3 約束の日

佳作
（１７）

3.詩部門（２９名）

優良賞
（９）

優秀賞
（２）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 稲嶺　茉瑚 イナミネ　マコ 県立首里高等学校 2 飛翔

稲福　彩 イナフク　サヤカ 県立浦添工業高等学校 2 平和への祈り

外間　花怜 ホカマ　カレン 県立那覇高等学校 2 流れゆくもの

東風平　真子 コチンダ　マコ 県立那覇高等学校 1 世界が作る未来

稲福　美咲 イナフク　ミサキ 県立普天間高等学校 2 平和な未来へ

小嶺　萌々子 コミネ　モモコ 県立首里高等学校 3 つなぐ生命

上原　ゆりあ ウエハラ　ユリア 県立糸満高等学校 3 受け継ぐ

宮城　舞希乃 ミヤギ　マキノ 県立浦添高等学校 1 祈り

山内　彩香 ヤマウチ　アヤカ 県立浦添高等学校 1 いつになったら終わるんだろう。

内間　幸愛 ウチマ　コイト 県立浦添工業高等学校 1 祈り

上原　加子 ウエハラ　カコ 県立浦添工業高等学校 1 平和時計

志堅原　友梨奈 シケンバル　ユリナ 県立浦添工業高等学校 2 Peace or War

第22回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧

[高等学校の部]　（５７名）

1.図画部門（１２名）

優秀賞
（２）

優良賞
（４）

佳作
（５）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 山口　かれん ヤマグチ　カレン 県立開邦高等学校 3 「これから」をつくる

大城　さゆり オオシロ　サユリ 県立開邦高等学校 3 受け継がれた命

大城　沙耶 オオシロ　サヤ 県立開邦高等学校 3 子ども達の明るい未来のために

小橋川　文乃 コバシガワ　アヤノ 県立開邦高等学校 1 平和である為に

比嘉　将之 ヒガ　マサユキ 県立開邦高等学校 2 自衛隊と平和

外間　咲帆 ホカマ　サキホ 県立前原高等学校 3 「ちいさなひかり」

我那覇　結女 ガナハ　ユメ 県立前原高等学校 3 平和について

玉城　ちひろ タマキ　チヒロ 県立開邦高等学校 3 戦争のない未来

西野　僚真 ニシノ　リョウマ 県立前原高等学校 3 語りつがれる美ら島

島袋　貴仁 シマブクロ　タカヨシ 県立前原高等学校 3 沖縄戦のその後

町田　あさひ マチダ　アサヒ 県立前原高等学校 3 「ありがたさ」

金城　志歩 キンジョウ　シホ 県立開邦高等学校 1 「平和～祖父から私へ～」

渡嘉敷　莉緒 トカシキ　リオ 県立開邦高等学校 1 平和って

松本　麻里沙 マツモト　マリサ 県立開邦高等学校 1 相手の立場に立って

石川　季更 イシカワ　キサラ 県立開邦高等学校 2 戦争を見つめる

津波　亜由未 ツハ　アユミ 県立南風原高等学校 2 「復帰」から得たこと

山入端　莉茄 ヤマノハ　リカ 県立前原高等学校 3 時をこえ

仲宗根　宙大 ナカソネ　ミチヒロ 県立前原高等学校 3 愛すべき未来へ

幸地　美南海 コウチ　ミナミ 県立前原高等学校 3 戦争の悲惨さ

前原　利莉 マエハラ　リリ 県立前原高等学校 3 「戦争と平和と幸せ」

2.作文部門(２０名)

佳作
（９）

優秀賞
（２）

優良賞
（８）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 金城　美奈 キンジョウ　ミナ 県立首里高等学校 3 礎に思いを重ねて

津嘉山　元 ツカヤマ　ゲン 県立浦添工業高等学校 1 手と手

嘉数　夕海 カカズ　ユウミ 県立普天間高等学校 3 架け橋となって

兼元　唯之 カネモト　タダユキ 県立那覇西高等学校 1 スイッチ

新垣　楓 アラカキ　カエデ 県立那覇西高等学校 1 移りゆく景色

安里　美咲 アサト　ミサキ 県立前原高等学校 3 平和と幸せ

渡具知　萌絵 トグチ　モエ 県立開邦高等学校 3 心のノート

兼城　歩生 カネシロ　アユキ 県立前原高等学校 3 忘れてはならぬこと

玉城　愛 タマキ　アイ 県立前原高等学校 3 おじいの短歌

棚原　彩 タナハラ　アヤ 県立北中城高等学校 3 忘れてはいけないこと

尾﨑　夏美 オザキ　ナツミ 県立浦添商業高等学校 3 青空

上原　奈々彩 ウエハラ　ナナセ 県立前原高等学校 1 生命の尊さ

甲斐　美有紀 カイ　ミユキ 県立那覇西高等学校 1 「私は誓う」

金城　愛菜 キンジョウ　アイナ 県立那覇西高等学校 1 平和とは…

池間　夢華 イケマ　ユメカ 県立那覇西高等学校 1 晩夏

安次富　梓 アシトミ　アズサ 県立前原高等学校 2 「感謝」

普久原　由乃 フクハラ　ヨシノ 県立首里高等学校 3 気付け

大城　琳果 オオシロ　リンカ 県立那覇西高等学校 3 あの日から

国吉　留佳 クニヨシ　ルカ 県立那覇西高等学校 3 「平和」をめざして

友利　ひとみ トモリ　ヒトミ 県立那覇西高等学校 3 赤い島

佐事　鈴香 サジ　スズカ 県立那覇西高等学校 3 繰り返してはならない。

高里　美緒 タカザト　ミオ 県立北中城高等学校 3 何が変わったのだろう

野原　胡幸 ノハラ　コユキ 県立北中城高等学校 3 この場所で祈る平和

上間　武 ウエマ　タケシ 県立北中城高等学校 3 平和を知らない

照屋　希羅花 テルヤ　キララ 県立前原高等学校 3 「守るべきモノ。」

佳作
（１４）

優秀賞
（２）

3.詩部門（２５名）

優良賞
（８）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 玉城　空良 タマシロ　ソラ 南風原町立北丘小学校 小３ ジュゴンもぼくもたのしいな

優秀賞 宮城　里奈 ミヤギ　リナ うるま市立中原小学校 小６ みんなわらった

優良賞 徳元　佑気 トクモト　ユウキ 糸満市立高嶺小学校 小６ みんな　なかよし

佳作 仲間　麗笑 ナカマ　レミ 沖縄県立名護特別支援学校 中３ 月桃と子どもたち

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞

優秀賞 當山　優衣 トウヤマ　ユイ 宜野湾市立宜野湾中学校 中1 現在と過去

優良賞


賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 豊里　凜 トヨザト　リン 北谷町立北玉小学校 小4 心がつながる幸せ

優秀賞 玉城　幸和 タマキ　サワ 沖縄県立名護特別支援学校 中２ 平和

優良賞 玉城　千秋 タマシロ　チアキ 沖縄県立名護特別支援学校 中２ 平和への思い

佳作 上間　隆輝 ウエマ　タカキ 沖縄県立名護特別支援学校 中２ 命

3.詩部門（４名）

第22回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧

[特別支援学校・学級の部]　（９名）

1.図画部門（４名）

2.作文部門(１名)

該当者なし

該当者なし
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