
賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 仲栄真　花 ナカエマ　ハナ 中城村立中城中学校 2 受け継ぐ想い

泉　結菜 イズミ　ユイナ 南城市立玉城中学校 2 いのり

細川　心優 ホソカワ　ミユウ 那覇市立小禄中学校 3 祈り

仲村渠　にな ナカンダカリ　ニナ 那覇市立古蔵中学校 2 戦争と平和

長元　愛衣 ナガモト　メイ 浦添市立浦添中学校 3 世界を平和へ

上原　美春 ウエハラ　ミハル 宮古島市立西辺中学校 2 みるく世がふ

小仙　梨陽 コセン　リオ 南城市立大里中学校 2 戦争が起きない世の中へ

與儀　佳音 ヨギ　カノン 豊見城市立伊良波中学校 2 明るい世界へ

辺土名　稔葵 ヘントナ　ミノア 名護市立東江中学校 3 祈りをこめて

平良　優依 タイラ　ユイ 糸満市立潮平中学校 2 色とりどりに咲くきれいな花

横田　莉奈 ヨコタ　リナ 糸満市立潮平中学校 2 全ての人々とともに

田場　文菜 タバ　アヤナ 南城市立玉城中学校 2 peaceful　日常

棚原　優奈 タナハラ　ユウナ うるま市立高江洲中学校 3 人種差別の無い世界

宮城　夢梨 ミヤギ　ユリ 浦添市立港川中学校 3 約束

大城　ゆず オオシロ　ユズ 南風原町立南風原中学校 2 未来に繋ぐ平和の灯火

河住　夏実 カワスミ　ナツミ 本部町立上本部中学校 2 願いを抱いて

恩納　由李音 オンナ　ユリネ 南風原町立南風原中学校 3 「平和」

山川　このか ヤマカワ　コノカ 宮古島市立城東中学校 3 平和を歌う・・・

當間　麻結 トウマ　マユ 浦添市立港川中学校 3 沖縄の祈り

東江　美波 アガリエ　ミナミ 浦添市立港川中学校 3 平和の願い

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 城間　一華 シロマ　イチカ 豊見城市立伊良波中学校 2 パイナップル缶の思い出

柴田　勝 シバタ　マサル 那覇市立安岡中学校 1 静かな空を　沖縄に

羽地　瑛麻 ハネジ　エマ 那覇市立那覇中学校 1 もう二度と、悲劇を起こさないために

池村　俐音 イケムラ　リネ 糸満市立高嶺中学校 3 命どぅ宝

大城　菜々穂 オオシロ　ナナホ 沖縄県立開邦中学校 3 笑顔であふれる世界へ

上原　楓 ウエハラ　カエデ 糸満市立糸満中学校 2 おばぁからのメッセージ

糸数　結 イトカズ　ユイ 那覇市立那覇中学校 2 平和をつなぐ

亀谷　康太 カメヤ　コウタ 糸満市立糸満中学校 3 次世代へ語り継ぐ

東恩納　沙奈 ヒガシオンナ　サナ 糸満市立糸満中学校 2 彼女たちが残したモノ

藤田　瑠海 フジタ　ルミ 糸満市立高嶺中学校 1 平和への第一歩

新里　奈々 シンザト　ナナ 宮古島市立狩俣中学校 3 おじぃの気持ち

山里　心 ヤマザト　ククル 沖縄県立開邦中学校 3 壊された日常

泰川　明 ヤスカワ　アカリ 那覇市立那覇中学校 3 平和とは

新﨑　愛子 アラサキ　アイコ 那覇市立那覇中学校 2 知って伝える

金城　舞奈 キンジョウ　マナ 沖縄県立開邦中学校 3 繰り返し、繰り返し

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 上原　美春 ウエハラ　ミハル 宮古島市立西辺中学校 2 みるく世の謳

宮城　莉子 ミヤギ　リコ 沖縄県立開邦中学校 2 忘れることのないように

仲里　すみれ ナカザト　スミレ 沖縄県立開邦中学校 3 てがみ

富村　友美子 トミムラ　ユミコ 那覇市立首里中学校 3 現在
いま

　ここにある命

當山　桜子 トウヤマ　サクラコ 私立昭和薬科大学附属中学校 3 平和のともしび

木代　香里 キシロ　カオリ 豊見城市立長嶺中学校 2 願い

大城　陽菜 オオシロ　ヒナ 豊見城市立長嶺中学校 2 「一歩」を。

玉城　蒼 タマキ　ソウ 沖縄県立開邦中学校 2 世界のにぬふぁ星へ

大城　和花 オオシロ　ハナ 宜野湾市立宜野湾中学校 3 命

與那原　玲菜 ヨナハラ　レナ 宜野湾市立宜野湾中学校 3 きれいごと

仲里　祢音 ナカザト　ネオ 宜野湾市立宜野湾中学校 3 あなたと私

堀川　晄嬉 ホリカワ　アサキ 宜野湾市立宜野湾中学校 3 雨は沁々、千羽鶴。

與那嶺　光希 ヨナミネ　ミツキ 西原町立西原中学校 3 日々の幸せを噛み締めて

洲鎌　美羽 スガマ　ミウ 西原町立西原中学校 3 「生きていく上で」

銘苅　詩望 メカル　コトノ 西原町立西原中学校 3 笑顔

平良　柚 タイラ　ユズ 西原町立西原中学校 2 約束されない明日

相川　海阿 アイカワ　カイア 那覇市立真和志中学校 3 祖父が教えてくれたこと

松田　琉璃子 マツダ　ルリコ 那覇市立石田中学校 2 二つの世界に感謝

仲里　かんな ナカザト　カンナ 沖縄県立開邦中学校 2 つなぐ命

第３1回「児童・生徒の平和メッセージ」入選者一覧

[中学校の部]　（54名）

1. 図画部門（20名）

優秀賞
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（7）
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（10）
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2. 作文部門(15名)

3. 詩部門（19名）
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（7）

優秀賞
（3）

優秀賞
（3）


