
賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 青柳　伶 アオヤギ　レイ 浦添市立浦添小学校 6 平和な未来を運ぶ鳥

大城　智紗都 オオシロ　チサト 那覇市立小禄小学校 6 色があふれる世界へ

森岡　花香 モリオカ　ハナカ 国頭村立安波小学校 6 平和な世界を守りたい

浜名　凪 ハマナ　ナギ 豊見城市立ゆたか小学校 6 平和のリボンはつながっている

仲門　結風 ナカジョウ　ユイカ 糸満市立喜屋武小学校 4 平和な町

金城　利知 キンジョウ　リチ 南城市立百名小学校 6 地獄と天国を見た少年

友利　俊介 トモリ　シュンスケ 那覇市立城東小学校 6 世界の人の生きる道

中村　美紗 ナカムラ　ミサ 那覇市立真地小学校 6 平和へのいのり

上原　妃乃 ウエハラ　ヒノ 北谷町立北谷第二小学校 6 みんなの知らない地球の周り

野底　璃晃 ノソコ　リキラ 那覇市立真地小学校 6 出発進行～平和の世界へ

小渡　花菜 オド　ハナ 沖縄市立山内小学校 6 笑顔

山口　創桜 ヤマグチ　ソラ 浦添市立浦添小学校 6 沖縄から平和の願いをこめて

中谷　夏貴 ナカヤ　ナツキ 宜野湾市立普天間小学校 6 平凡な１日

又吉　郁 マタヨシ　カオル 浦添市立浦添小学校 6 沖縄の青い海

ハラミーヨ　愛珠 ハラミーヨ　アイジュ 宜野湾市立普天間小学校 6 平和な世界

桃原　千歌 トウバル　チカ 宜野湾市立普天間小学校 6 差別

新里　雫月 シンザト　シヅク 豊見城市立豊見城小学校 5 鳥が見てきたもの

宮西　寿和 ミヤニシ　トワ 糸満市立喜屋武小学校 6 楽しく生きられる世界

玉城　美衣奈 タマシロ　ミイナ 南城市立大里北小学校 6 戦争という名のハサミ

西銘　涼乃 ニシメ　キヨノ 浦添市立浦添小学校 6 いつまでも平和な世界

與那嶺　碧唯 ヨナミネ　アオイ 浦添市立浦添小学校 6 地球を守る白鳥

根間　萌瑛 ネマ　モエ 宮古島市立下地小学校 5 平和を祈って

板良敷　蘭 イタラシキ　ラン 那覇市立城東小学校 6 世界中に広がる平和

小嶺　由奈 コミネ　ユナ 那覇市立城東小学校 6 かがやく平和

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 禰覇　柚希 ネハ　ユズキ 那覇市立識名小学校 6 平和を受け継ぐ

優秀賞 伊志嶺　優月 イシミネ　ユツキ 那覇市立識名小学校 6 平和な世界へ

上間　光莉 ウエマ　ヒカリ 南城市立百名小学校 4 命がなくなる苦しみ

知念　咲希 チネン　サキ 豊見城市立豊見城小学校 5 私が戦争や平和について考えたこと

國吉　彩音 クニヨシ　アヤネ 那覇市立城東小学校 6 戦争から学び、平和につなげる

上原　菜々笑 ウエハラ　ナナエ 那覇市立識名小学校 6 命の尊さ

阿久津　怜夏 アクツ　レイナ 竹富町立白浜小学校 4 平和な未来

安谷屋　陽菜 アダニヤ　ヒナタ 南城市立百名小学校 4 沖縄戦についてのことを調べた

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 次呂久　あさひ ジロク　アサヒ 石垣市立登野城小学校　 4 おじいちゃんの絵

長澤　知穂 ナガサワ　チホ 座間味村立慶留間小学校 6 当たり前だと思うな

大和　碧 ヤマト　アオ 私立沖縄アミークス小学校 5 僕の願い

赤嶺　美桜 アカミネ　ミオ 豊見城市立とよみ小学校 6 沖縄戦の非さんさ

砂川　うた スナカワ　ウタ 宮古島市立西辺小学校 6 みんなつながっている

山城　ひめの ヤマシロ　ヒメノ 糸満市立真壁小学校 6 私達にできること

賀数　和心 カカズ　ワコ 糸満市立兼城小学校 6 私の平和への思い

當銘　愛叶 トウメ　マナト 豊見城市立伊良波小学校 6 戦争のおそろしさ

伊志嶺　芹菜 イシミネ　セリナ 石垣市立名蔵小学校 5 私が考える世界

伊良部　結生 イラブ　ユウ 那覇市立仲井真小学校 6 「平和が好き」

下中　逸平 シモナカ　イッペイ　 豊見城市立とよみ小学校 6 命のありがたみ

比嘉　琉乃 ヒガ　ルノ 豊見城市立とよみ小学校 6 戦争と今の幸せ

渡慶次　アカリ トケシ　アカリ 豊見城市立とよみ小学校 6 あたり前の平和

串間　咲幸 クシマ　サユキ 南城市立知念小学校 6 平和がいちばん

親川　志龍 オヤカワ　シリュウ 南城市立知念小学校 6 平和は大切

野原　真央 ノハラ　マオ 与那原町立与那原小学校 6 平和のありがたさ

本村　心華 モトムラ　ココナ 与那原町立与那原小学校 6 平和だろうか

外間　幹人 ホカマ　ミキト 那覇市立城東小学校 6 命は1つです。

橘　諒真 タチバナ　リョウマ 那覇市立城東小学校 6 生きる

仲地　宗冬 ナカチ　ムネト 南城市立大里北小学校 6 平和に続く道

荒井　優来 アライ　ユラ 豊見城市立上田小学校 6 平和な沖縄になった今
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