
賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 当銘　由羅 トウメ　ユラ 石垣市立大本小学校 3 家族っていいな

優秀賞 浦崎　心穏 ウラサキ　シオン 糸満市立高嶺小学校 3 平和は幸せ

優良賞 賀数　昂 カカズ　コウ 糸満市立高嶺小学校 3 せかいじゅうみんながしあわせに

和泉　りんか イズミ　リンカ 与那国町立久部良小学校 1 せかいが１つになるとへいわ

山本　菜奈 ヤマモト　ナナ 石垣市立真喜良小学校 1 みんななかよし

ブラッド・スコット・マクレガー ブラッド・スコット・マクレガー 学校法人カトリック学園　海星小学校 2 いつもおいのりしたい

大城　陽奈 オオシロ　ヒナ 沖縄市立美東小学校 3 心をつないでハッピー

幸地　萌 コウチ　モエ 糸満市立高嶺小学校 3 みんなのハートでしあわせな世界をつくろう

仲門　幸芭 ナカジョウ　コウハ 糸満市立高嶺小学校 3 命を大切に

浜川　大和 ハマカワ　ヤマト 宮古島市立池間小学校 3 え顔と花いっぱいの地球に

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 島袋　莉駆 シマブクロ　リク 石垣市立真喜良小学校 1 みんななかよく

優秀 増田　健琉 マスダ　タケル 石垣市立真喜良小学校 2 つながるへいわ

國場　葉菜 コクバ　ハナ 八重瀬町立具志頭小学校 3 平和のために、命のために

仲地　志穂 ナカチ　シホ 那覇市立真嘉比小学校 3 平和なおきなわ

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 安里　有生 アサト　ユウキ 与那国町立久部良小学校 1 へいわってすてきだね

優秀 冨谷　耀 トミタニ　アキラ 宮古島市立伊良部小学校 3 平和なちきゅう

優良賞 佐伯　美羽 サエキ　ミワ 石垣市立真喜良小学校 1 なかなおりがだいじだよ

佳作 亀谷　さくら カメヤ　サクラ 那覇市立真嘉比小学校 3 平和なおきなわ

3.詩部門（4名）

2.作文部門(4名)

第23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]　（18名）

1.図画部門（10名）

佳作
（7）

佳作
（0）

優良賞

該当者なし



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 片野坂　映月 カタノサカ　エル 豊見城市立豊崎小学校 6 とどけ平和のハーモニー

久手堅　彰哉 クデケン　ショウヤ 南風原町立北丘小学校 6 命と平和をかみしめて

平野　翔也 ヒラノ　ショウヤ 浦添市立前田小学校 6 羽ばたけ

奥間　映里華 オクマ　エリカ 北中城村立北中城小学校 5 みんなの笑顔で世界は平和

銘苅　彩花 メカル　アヤカ 浦添市立浦添小学校 5 平和の輪

大江　ひかる オオエ　ヒカル 石垣市立大本小学校 6 のぞいてみよう平和の世界

小川　優 オガワ　ユウ 与那原町立与那原東小学校 6 平和の笑顔

神谷　百恵 カミヤ　モモエ 糸満市立高嶺小学校 6 地球の生き物

平良　恋菜 タイラ　レナ 宮古島市立池間小学校 4 優しい心に包まれた地球に

長濵　義稀 ナガハマ　ヨシキ 与那国町立比川小学校 4 世界はひとつ

平良　志織 タイラ　シオリ 南風原町立南風原小学校 5 平和の鐘

長嶺　向日葵 ナガミネ　ヒマワリ 豊見城市立上田小学校 5 平和な世界になりますように

新崎　和志 アラサキ　カズシ 浦添市立当山小学校 6 みんなで支える地球

上原　七瑠実 ウエハラ　ナルミ 豊見城市立長嶺小学校 6 平和な世界を願う人たち

上間　由稀 ウエマ　ユキ 与那原町立与那原東小学校 6 みんなの幸せ

大城　竜熙 オオシロ　タツヒロ 那覇市立大道小学校 6 みんなで支える地球支える沖縄

大場　優茄 オオバ　ユウナ 豊見城市立長嶺小学校 6 すてきな平和

大宮　萌未 オオミヤ　モエミ 豊見城市立豊崎小学校 6 地球をささえあう

大湾　碧 オオワン　アオイ 豊見城市立豊崎小学校 6 仲良く平和で

兼城　夏穂 カネシロ　ナツホ 学校法人沖縄アミークスインターナショナル 6 笑顔いっぱいの地球

國吉　かりん クニヨシ　カリン 那覇市立曙小学校 6 平和という願い

幸地　紗季 コウチ　サキ 豊見城市立豊崎小学校 6 守ろう！たのしい地球

新城　晴海 シンジョウ　ハルミ 北谷町立北谷第二小学校 6 受け継いでいこう大切な思い

竹富　花 タケトミ　ハナ 豊見城市立とよみ小学校 6 平和のありがたさ

田港　美沙 タミナト　ミサ 豊見城市立豊崎小学校 6 笑顔の世界

嶺井　泰志 ミネイ　タイシ 石垣市立大本小学校 6 平和の歌

嶺井　陽菜 ミネイ　ヒナ 浦添市立当山小学校 6 平和を絵にこめて

宮城　佳奈 ミヤギ　カナ 浦添市立浦添小学校 6 祈り

宮平　真知 ミヤヒラ　マナト 糸満市立光洋小学校 6 平和であり続けるために

優良賞
（5）

佳作
(21)

第23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]　（６２名）

1.図画部門（２９名）

優秀賞
（2）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 牧志　玲哉 マキシ　レイヤ 豊見城市立上田小学校 6 平和は大切

安次富倫 アシトミ　ミチル 金武町立金武小学校 5 平和について考える

山城　泉 ヤマシロ　イズミ 糸満市立真壁小学校 6 未来に伝えよう“命どぅ宝,,の心

糸数　舞 イトカズ　マイ 那覇市立小禄南小学校 6 私の願い

増田龍紀 マスダ　リュウキ 石垣市立真喜良小学校 4 ゆいまーるの世界

伊敷　瑞穂 イシキ　ミズホ 糸満市立真壁小学校 6 伝えたい命どぅ宝の心

池間美友 イケマ　ミユ 糸満市立真壁小学校 6 平和な明日へ

島袋　連 シマブクロ　レン 名護市立大宮小学校 6 「平和」という理想

古里　日向子 フルサト　ヒナコ 豊見城市立豊崎小学校 6 平和、生命への尊さ

牧草 あゆみ マキグサ アユミ 豊見城市立豊崎小学校 6 平和を築き上げていく大切さ

川満 考平 カワミツ コウヘイ 豊見城市立豊崎小学校 6 戦争の悲惨さ

仲宗根 功二 ナカソネ コウジ 豊見城市立豊崎小学校 6 「ひいおばあちゃんの戦争体験」

松浦 瑠菜 マツウラ ルナ 那覇市立石嶺小学校 6 平和がないと私はつるだ

古波蔵 笑美 コハグラ エミ 豊見城市立長嶺小学校 4 これまでの平和 これからの平和

宮里 芽依 ミヤザト メイ 国頭村立辺土名小学校 6 平和とは．．．．

翁長 朋美 オナガ トモミ 名護市立大宮小学校 6 平和はすばらしい

山内 文音 ヤマウチ アヤネ 那覇市立真和志小学校 6 沖縄戦の戦局

中村 琉星 ナカムラ ルセイ 沖縄市立高原小学校 5 戦争のこわさ

仲里 彩那 ナカザト アヤナ 学校法人沖縄アミークスインターナショナル 6 平和や、命、大せつな物

安村 孝也 ヤスムラ　コウヤ 名護市立大宮小学校 6 永遠に咲く平和の花

優秀賞
（２）

優良賞
（5）

佳作
（１２）

2.作文部門(20名)



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 兼城　夏穂 カネシロ　ナツホ 学校法人沖縄アミークスインターナショナル 6 ガジュマルのひとりごと

嘉納　李子 カノウ　リコ 読谷村立読谷小学校 4 おじいちゃん　おばあちゃんの声

山入端　円花 ヤマニハ　マドカ 南城市立玉城小学校 6 戦争

金城　亜美紗 キンジョウ　アミサ 那覇市立曙小学校 6 青い空をいつまでも・・・

泉川　咲希 イズミカワ　サキ 宜野湾市立嘉数小学校 6 平和な世界に

竹富　花 タケトミ　ハナ 豊見城市立とよみ小学校 6 平和のリボン

西平　愛理 ニシヒラ　アイリ 糸満市立高嶺小学校 6 月桃の願い

我如古　友南 ガネコ　ユウナ 八重瀬町立白川小学校 5 明るい未来を信じて

謝花　由衣 ジャハナ　ユイ 南風原町立津嘉山小学校 6 平和を願う私たち

宮平　裕莉 ミヤヒラ　ユウリ 宜野湾市立嘉数小学校 6 沖縄の願い

金沢　信二朗 カナザワ　シンジロウ 豊見城市立とよみ小学校 6 平和の詩

玉城　明輝人 タマシロ　アキト 糸満市立高嶺小学校 6 平和なしずく

金城　真子 キンジョウ　マコ 豊見城市立とよみ小学校 6 平和の青空

前里　颯汰 マエザト　ソウタ 那覇市立宇江原小学校 6 世界中に静かで平和な夜を

當銘　真緒 トウメ　マオ 豊見城市立とよみ小学校 6 つゆ

玉城　蘭子 タマキ　ランコ 豊見城市立豊崎小学校 6 本当の幸せと恐ろしい戦争

照喜名　絢香 テルキナ　アヤカ 宮古島市立久松小学校 4 この平和がつづくといいな

末吉　亜未 スエヨシ　アミ 南城市立馬天小学校 6 ぽた、ぽた、ぽた

平安山　楓斗 ヘンザン　カイト 糸満市立潮平小学校 6 戦争のあの日　平和な今

玉城　凛 タマキ　リン 那覇市立宇栄原小学校 6 平和な世界をめざして

金城　峻平 キンジョウ　シュンペイ 国頭村立辺土名小学校 6 「命」

佳作
（１３）

3.詩部門（２１名）

優秀賞
（２）

優良賞
（５）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 宮城　七海 ミヤギ　ナナミ うるま市立具志川中学校 3 手をとり合って

当山　希未 トウヤマ　ノゾミ 浦添市立浦添中学校 2 願い

宮崎　秋穂 ミヤザキ　アキホ うるま市立具志川中学校 3 平和の花と祈り

廣井　悠乃 ヒロイ　ユウノ 与那原町立与那原中学校 2 平和な世界をこの手に

菅野　美優 カンノ　ミユ 浦添市立浦添中学校 3 祈念

金城　秋野 キンジョウ　アキノ 豊見城市立豊見城中学校 3 平和を願う少女

志喜屋　悠乃 シキヤ　ユウノ 沖縄県立与勝緑ヶ丘中学校 3 届け、願いよ

藤　紗弥 フジ　サヤ 浦添市立浦添中学校 3 平和のピース

松田　夏姫 マツダ　ナツキ 西原町立西原中学校 3 平和と幸せの形

銘苅　海斗 メカル　カイト 浦添市立仲西中学校 3 (祈り)

喜屋武　里彩 キャン　リサ 沖縄市立山内中学校 1 カチャーシー

坂井　夢翔 サカイ　ユメカ 浦添市立港川中学校 2 守りたい、私達の宝物

本村　楓 モトムラ　カエデ 浦添市立浦添中学校 2 見つめて、そして

山城　彩葉 ヤマシロ　イロハ 宜野湾市立普天間中学校 2 花に祈りを

與那　妃華 ヨナ　ヒメカ 浦添市立仲西中学校 2 平和の祈り

上原　さくら ウエハラ　サクラ 与那原町立与那原中学校 3 平和に向かって

大里　雲母 オオザト　キララ うるま市立具志川中学校 3 戦争から平和へ

知花　望笑 チバナ　モエ 名護市立大宮中学校 3 未来へつなぐLove&Peace

比嘉　千里 ヒガ　チサト 那覇市立松島中学校 3 あの日を忘れない

船越　万喜音 フナコシ　マキネ 浦添市立浦添中学校 3 救いの手

ヘイニー・ケイトリン ヘイニー・ケイトリン 沖縄市立美東中学校 3 平和の花

前城　葵 マエシロ　アオイ 与那原町立与那原中学校 3 平和の光

宮里　茉奈 ミヤザト　マナ 豊見城市立豊見城中学校 3 世界平和の幸せ

元田　舞 モトダ　マイ 与那原町立与那原中学校 3 平和への祈り

安田　愛 ヤスダ　メグミ 浦添市立浦添中学校 3 殺める手ととめる僕らの手

第23回「児童・生徒の平和メッセージ展」入選者一覧

[中学校の部]　（91名）

1.図画部門（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 嶺井　傑 ミネイ　タカシ 南城市立佐敷中学校 3 新たな社会を夢みて

伊良部　理乃 イラブ　リノ 西原町立西原東中学校 3 「平和を願う」

比屋定　賢弥 ヒヤジョウ　ケンヤ 石垣市立大浜中学校 2 平和への一歩

大城　大地 オオシロ　ダイチ 南城市立知念中学校 2 平和な沖縄、日本、世界へ

ブラッドリー桜ミシェル ブラッドリーサクラミシェル 沖縄尚学高等学校付属中学校 2 戦争と平和－百聞は一見にしかず－

與那原　杏菜 ヨナハラ　アンナ 西原町立西原東中学校 1 平和と戦争

安次嶺　佳澄 アシミネ　カスミ 八重瀬町立具志頭中学校 3 新しい沖縄

伊佐　真奈花 イサ　マナカ 北谷町立北谷中学校 3 追体験者として

兼城　陽菜子　 カネシロ　ヒナコ 沖縄尚学高等学校付属中学校 3 六十八年間の祖父の思い

宜野座乙姫 ギノザ　イツキ 西原町立西原東中学校 3 島人の証言

高良　由樹 タカラ　ユキ 沖縄尚学高等学校付属中学校 3 平和のバトン

松永　ひなた マツナガ　ヒナタ 沖縄尚学高等学校付属中学校 3 沖縄の今

豊島　由佳 トヨシマ　ユカ 西原町立西原東中学校 3 　悲しみの戦争

金城　秋華 キンジョウ　シュウカ 西原町立西原東中学校 3 「願」

森山　遥 モリヤマ　ハルカ 沖縄尚学高等学校付属中学校 3 平和とは

上原　良太 ウエハラ　リョウタ 沖縄尚学高等学校付属中学校 2 うちなーんちゅが今、言いたい事

福原　綾音 フクハラ　アヤネ 西原町立西原東中学校 3  「私にできる事」

山代　萌 ヤマシロ　モエ 沖縄尚学高等学校付属中学校 2 祖母との約束

岩渕　海志 イワブチ　カイシ 西原町立西原東中学校 3 「平和」

田口　はな タグチ　ハナ 座間味村立座間味中学校 1 輝く沖縄の未来

崎原美咲 サキハラ　ミサキ 西原町立西原東中学校 3 戦争の正体と平和

小野　茜里 オノ　アカリ 座間味村立座間味中学校 2 平和を願う

桑江　衣舞 クワエ　イブ 沖縄尚学高等学校付属中学校 2 今、私が思うこと

長嶺　佑美 ナガミネ　ユミ 豊見城市立豊見城中学校 1 命どぅ宝

米須　成美 ヨネス　ナルミ 私立沖縄尚学高等学校付属中学校 3 私の身近なところでも

比屋根　ありさ ヒヤネ　アリサ 西原町立西原東中学校 3 命どぅ宝

城間　日菜子 シロマ　ヒナコ 沖縄尚学高等学校付属中学校 3 未来のために今できることを

上原　美優 ウエハラ　ミユ 座間味村立座間味中学校 3 明るい未来に向かって

宮里　美麗 ミヤザトミレイ 座間味村立座間味中学校 2 戦争の餌食になった島

花牟禮　咲紀 ハナムレ　サキ 糸満市立潮平中学校 3 本当の平和を伝えたい

山田　萌 ヤマダ　モエ 石垣市立名蔵中学校 3 重なる思い

当真　志恵奈 トウマ　シエナ 西原町立西原東中学校 3 平和という歴史

新里　菜々子 シンザト　ナナコ うるま市立与勝第二中学校 3 平和を語り継ぐ

平良　桃子 タイラ　モモコ 糸満市立潮平中学校 3 ひめゆり学徒の思いを伝えたい

親川　楓希 オヤカワ　サツキ 南城市立知念中学校 2 家が焼かれるのを見た。

優秀賞
（２）

優良賞
（７）

佳作
（１5）

2.作文部門(37名)



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 宮里　瑞姫 ミヤザト　ミズキ 座間味村立座間味中学校 3 蒼い海に願いを託して

金城　由佳 キンジョウ　ユカ 糸満市立糸満中学校 3 海

上良　脩人 ウエラ　シュウト 糸満市立高嶺中学校 3 平和愛詞

我如古　友香 ガネコ　ユウカ 八重瀬町立東風平中学校 2 決意

花城　綾音 ハナシロ　アヤネ 石垣市立名蔵中学校 3 平和の種まき

屋比久　由梨香 ヤビク　ユリカ 南城市立知念中学校 2 モンスター

上笹　詩織 カミササ　シオリ 与那原町立与那原中学校 1 月桃の想い　－　六月二十三日

照屋　希之薫 テルヤ　ノノカ 糸満市立潮平中学校 3 言霊

玉城　美織 タマキ　ミオリ 糸満市立糸満中学校 3 「ヒンプン」は語る

比嘉　貫太 ヒガ　カンタ 南城市立知念中学校 2 平和の香り

金嶺　響 カナミネ　ライ 竹富町立波照間中学校 1 希望の光

前野　舜孟 マエノ　ヨシタケ 竹富町立波照間中学校 1 その力とその心

前迎　義広 マエムカイ　ヨシヒロ 竹富町立波照間中学校 2 みんな

新城　慧悟 アラシロ　ケイゴ 竹富町立波照間中学校 2 失うということ　伝えるということ

藤井　賢太郎 フジイ　ケンタロウ 竹富町立波照間中学校 3 響け

瀬長　桃子 セナガ　モモコ 西原町立西原東中学校 2 私たちの心から

玉城　ちえ タマキ　チエ 八重瀬町立東風平中学校 2 平和という証

仲間　駿 ナカマ　シュン 八重瀬町立具志頭中学校 2 言葉（たからもの）

橋本　優風 ハシモト　ユウカ 糸満市立糸満中学校 3 戦争を知らない私

金城　利奈 キンジョウ　リナ 八重瀬町立東風平中学校 2 「平和の祈り」

照喜名　愛香 テルキナ　アイカ 八重瀬町立東風平中学校 2 神様からの贈り物

新垣　朱梨 アラカキ　ジュリ 八重瀬町立東風平中学校 2 夏の日

比嘉　凛子 ヒガ　リンコ 八重瀬町立東風平中学校 3 願う

下地　大輝 シモジ　ダイキ 宮古島市立城辺中学校 2 「平和」に向けて

砂川　菜々音 スナカワ　ナナネ 宮古島市立城辺中学校 1 平和とは

與那嶺　孝明 ヨナミネ　タカアキ 西原町立西原東中学校 2 平和と戦争

大浜　熙人 オオハマ　ヒロヒト 石垣市立大浜中学校 3 ガマ

島袋　マキ シマブクロ　マキ 糸満市立潮平中学校 3 平和への道

江洲　早耶香 エス　サヤカ 糸満市立潮平中学校 3 瞳に写る世界

佐村　紫帆 サムラ　シホ 南城市立久高中学校 3 平和を刻む思い

嘉納　英佑 カノウ　エイスケ 読谷村立読谷中学校 3 あれから

優秀賞
（２）

優良賞
（7）

佳作
（21）

3.詩部門（31名）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 上間　ともみ ウエマ　トモミ 沖縄県立首里高等学校 2 願い

仲宗根　佑奈 ナカソネ　ユウナ 沖縄県立浦添工業高等学校 1 時をカケル紙飛行機

又吉　菜々子 マタヨシ　ナナコ 沖縄県立浦添工業高等学校 1 平和の鳥

久場　香苗 クバ　カナエ 沖縄県立首里高等学校 2 忘れるな

稲嶺　茉瑚 イナミネ　マコ 沖縄県立首里高等学校 3 慈愛

新川　由菜 アラカワ　ユウナ 沖縄県立浦添工業高等学校 3 平和への治癒

砂川　侑莉子 スナガワ　ユリコ 沖縄県立美里高等学校 3 日没

徳門　あいみ トクモン　アイミ 沖縄県立首里高等学校 3 想い、届け

仲村　彩 ナカムラ　アヤ 沖縄県立首里高等学校 3 拝啓あの時代を生きたあなたへ

前上門　莉絵 マエカド　リエ 沖縄県立浦添工業高等学校 3 生命の祈り

平良　静香 タイラ　シズカ 沖縄県立浦添工業高等学校 1 水面に蓮を

村浜　理紗 ムラハマ　リサ 沖縄県立与勝高等学校 1 つなげる未来

内間　幸愛 ウチマ　コイト 沖縄県立浦添工業高等学校 2 Remember

金城　空 キンジョウ　ソラ 沖縄県立浦添工業高等学校 3 平和になりますように

田中　里歩 タナカ　リホ 沖縄県立浦添工業高等学校 3 平和へと進め、進め

第23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]　（55名）

1.図画部門（１５名）

優秀賞
（２）

佳作
（５）

優良賞
（7）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 石川日向子 イシカワ　ヒナコ 沖縄県立開邦高等学校 1 「命どぅ宝」－二十万の命に推されてー

知念佐枝 チネン　サエ 沖縄県立開邦高等学校 2 DREAMS（ドリームズ）

大城美月 オオシロ　ミツキ 沖縄県立開邦高等学校 1 学びと気づき

富浜　かおり トミハマ　カオリ 沖縄県立普天間高等学校 3 無口の返事

大城　茉央 オオシロ　マオ 沖縄県立開邦高等学校 2 私は今、平和の中にるのか

金城　志歩 キンジョウ　シホ 沖縄県立開邦高等学校 2 「平和」と「愛」

安藤　沙帆 アンドウ　サホ 沖縄県立開邦高等学校 1 私の沖縄

宮城　ゆい ミヤギ　ユイ 沖縄県立開邦高等学校 3 平和を実現するために

塩村　芙季 シオムラ　フキ 沖縄県立開邦高等学校 3 平和の定義

伊藤　あかり イトウ　アカリ 沖縄県立中部農林高等学校 3 『戦争』とはなにか

慶田盛　詩音 ケダモリ　シオン 沖縄県立開邦高等学校 3 観光から繋がる平和理解

島袋　香子 シマブクロ　カコ 沖縄県立開邦高等学校 3 あらためて

與座　幹人 ヨザ　ミキト 沖縄県立開邦高等学校 1 あたり前の異常

仲田　栞 ナカダ　シオリ 沖縄県立開邦高等学校 3 差別のない明るい世界のために

平良　圭祐 タイラ　ケイスケ 沖縄県立中部農林高等学校 3  終わらない戦い

徳門　璃子 トクモン　リコ 沖縄県立開邦高等学校 1 貧富の差

島袋　未咲 シマブクロ　ミサキ 沖縄県立開邦高等学校 2 伝える

知念　祥平 チネン　ショウヘイ 沖縄県立開邦高等学校 3 基地問題　解決への道

東江　晴夏 アガリエ　ハルカ 沖縄県立開邦高等学校 1 平和は日々の中に

2.作文部門(19名)

佳作
（９）

優秀賞
（２）

優良賞
（７）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 津覇　結千香 ツハ　ユチカ 沖縄県立嘉手納高等学校 2  「今」必要なこと       

伊良部　美笛 イラブ　ミテキ 沖縄県立糸満高等学校 3 祈りと願い          

德村　玲美 トクムラ レイミ 沖縄県立糸満高等学校 3  出逢えなかった命       

砂川　絢 スナガワ アヤカ 沖縄県立那覇西高等学校 3  輝く瞳            

三上　夏実 ミカミ ナツミ 沖縄県立中部農林高等学校 3  終わらない夏         

大城　春樹 オオシロ ハルキ 沖縄県立中部農林高等学校 3  ドミノ            

玉村　優佳 タマムラ ユウカ 沖縄県立那覇西高等学校 3 沖縄に生まれて        

伊志嶺　舞 イシミネ マイ 沖縄県立前原高等学校 3 すべきこと          

幸地亜梨沙 コウチ アリサ 沖縄県立前原高等学校 3 『アブラゼミ』        

城間　恵里 シロマ エリ 沖縄県立那覇西高等学校 3  白い鳩            

松田　龍 マツダ リュウ 沖縄県立名護高等学校 1 走れ！

岸本 こはな キシモト コハナ 沖縄県立名護高等学校 1 大切な人

名渡山 芹菜 ナドヤマ セリナ 沖縄県立名護高等学校 3 平和

山城　悠吾 ヤマシロ ユウゴ 沖縄県立名護高等学校 3 平和の詩

上原　百代 ウエハラ モモヨ 沖縄県立名護高等学校 3 矛盾

渡具知 武龍 トグチ タケリュウ 沖縄県立名護高等学校 1 炎

西村　藍海 ニシムラ アイミ 沖縄県立中部農林高等学校 3 今、出来る事をしよう     

与儀　皐 ヨギ サツキ 沖縄県立那覇西高等学校 3  存在する平和         

与那覇杏珠 ヨナハ アンジュ 沖縄県立首里高等学校 2 私の世界は平和だ       

嶺井　綾華 ミネイ アヤカ 沖縄県立南部商業高等学校 3 平和な世界          

宮平　松尚 ミヤヒラ ショウタカ 沖縄県立普天間高等学校 1 道

佳作
（１１）

優秀賞
（２）

3.詩部門（21名）

優良賞
（７）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 新城　凜 アラシロ　リン 糸満市立高嶺小学校 3 にじいろいっぱい

優秀賞 五十井　杏衣 イソイ　アイ 豊見城市立とよみ小学校 6 みんなニコニコ

優良賞 長浜　礼奈 ナガハマ　レイナ 沖縄県立名護特別支援学校中等部 3 わたしのえがお

リグズビィー・とわ・アレキサンダー リグズビィー・とわ・アレキサンダー 豊見城市立伊良波小学校 2 へいわ

富田　恭幸 トミタ　ヤスユキ 沖縄県立名護特別支援学校中等部 3 未来の沖縄

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 上間　隆輝 ウエマ　タカキ 沖縄県立名護特別支援学校中等部 3 伝えることの大切さ

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等部 3 平和のために

優良賞
 石原　裕斗 イシハラ　ユウト 沖縄県立名護特別支援学校中等部 1 ひめゆり

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 渡慶次　亜弥 トケシ　アミ 糸満市立高嶺小学校 小6 おきなわのしぜん

優秀賞 上間　鈴華 ウエマ　リリカ 沖縄市立安慶田小学校 小３ ありがとうおじいちゃん

優良賞 渡慶次　壮広 トケシ　アキヒロ 沖縄市立中の町小学校 小6 無念の涙

安見　星杏 アミ　セア 那覇市立上間小学校 小6 せんそう

大嶺　虎也 オオミネ　コウヤ 那覇市立上間小学校 小6 ばくだん

玉寄　光清 タマヨセ　テルキヨ 那覇市立真和志小学校 小6 せんそうはしない

大田　大輔 オオタ　ダイスケ 西原町立西原東中学校 中1 戦争について

佳作
（４）

3.詩部門（７名）
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[特別支援学校・学級の部]　（15名）

1.図画部門（５名）

2.作文部門(3名)

佳作


	★小学校（低）
	★小学校 (高)
	★中学校
	★高等学校
	特別支援

