
賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 狩俣　唯希 カリマタ　ユキ 宮古島市立狩俣中学校 3 繋ぐウチナー

坂井　菜妃 サカイ　ナヒメ 宮古島市立平良中学校 3 くりかえさないように・・・

國吉　碧衣 クニヨシ　アオイ 那覇市立仲井真中学校 3 皆で続ける祈りの思い。

照喜名　美紗 テルキナ　ミイシャ 那覇市立松城中学校 1 平和の祈り

當眞　椿 トウマ　ツバキ 宜野座村立宜野座中学校 3 命を継ぐ

奥平　唯華 オクダイラ　ユイカ 宮古島市立平良中学校 3 広がる青い世界

呉屋　美優 ゴヤ　ミユ 浦添市立港川中学校 3 平和の願い

瀬長　藍 セナガ　アイ 豊見城市立豊見城中学校 2 祈り、目指すもの

城間　柚乃 シロマ　ユノ 浦添市立港川中学校 3 しわあわせ

花城　くるみ ハナシロ　クルミ 南城市立玉城中学校 1 平和

池間　華乃 イケマ　カノ 宮古島市立城東中学校 3 祈る

玉那覇　玲奈 タマナハ　レナ 宜野湾市立宜野湾中学校 3 少女の思い出

友利　梨央奈 トモリ　リオナ 宜野湾市立宜野湾中学校 3 子どもたちに平和なミライを

前泊　瑛菜 マエドマリ　エナ 宮古島市立平良中学校 3 平和な世界へ

本間　泰幸 ホンマ　ヤスユキ 南城市立大里中学校 2 平和

松永　恵茉 マツナガ　エマ 竹富町立小浜中学校 1 きぼう

CURVA EXEQIEL DELOS REYES ｸﾚﾊﾞ ｴｸｼｹﾙ ﾃﾞﾛｽ ﾚｲｴｽ 宜野湾市立普天間中学校 3 平和は自然の笑顔です

与那覇　美怜 ヨナハ　ミレイ 浦添市立港川中学校 3 平和の美しさ

又吉　悠煌 マタヨシ　ユウキ 浦添市立港川中学校 3 平和の願い

宜志富　ここみ ギシトミ　ココミ 浦添市立港川中学校 3 平和をえがく

宜志富　凛 ギシトミ　リン 浦添市立港川中学校 3 今昔　首里城

賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 花城　さくら ハナシロ　サクラ 南城市立玉城中学校 3 軍服からのメッセージ

多和田　真央 タワタ　マオ 那覇市立首里中学校 3 平和な世界をつくる

馬屋原　颯介 ウマヤバラ　ソウスケ 沖縄県立開邦中学校 2 曽祖父は命を捨てた

富村　一善 トミムラ　カズヨシ 那覇市立首里中学校 2 僕達にできること

柴田　勝 シバタ　マサル 那覇市立安岡中学校 2 静かな空を　世界中に

安慶田　翔子 アゲダ　ショウコ 南風原町立南風原中学校 2 語り継ぐことの大切さ

上地　絢加 ウエチ　アヤカ 豊見城市立長嶺中学校 3 青く輝く海を願うさぁて

石川　璃音 イシカワ　リオ 豊見城市立長嶺中学校 2 私たちのやるべきこと

安里　心春 アサト　コハル 西原町立西原中学校 3 「語り継がなければならないこと」

竹本　華那子 タケモト　カナコ 沖縄県立開邦中学校 3 平和を実現するために

瀬川　大雄 セガワ　マサオ 沖縄県立開邦中学校 3 平和の為に僕ができること

石井　彩絵 イシイ　サエ 糸満市立糸満中学校 2 語り継ぐ沖縄戦

富永　陽菜 トミナガ　ヒナ 沖縄県立開邦中学校 2 平和であるために

恩河　地球 オンガ　リク 那覇市立城北中学校 3
あなたにとって平和とは何です
か？

上原　美春 ウエハラ　ミハル 宮古島市立西辺中学校 3 戦慄

一坪　さくら イチツボ　サクラ 沖縄県立開邦中学校 2 平和を願って

神谷　月 カミヤ　ルナ 沖縄県立開邦中学校 2 今だからこそ考える平和の大切さ

島袋　莉安 シマブクロ　リアン 沖縄県立開邦中学校 1 平和とはなんなのか

仲間　彩紗 ナカマ　アヤサ 八重瀬町立具志頭中学校 3 いのちのリレー

上地　琴子 ウエチ　コトコ 豊見城市立豊見城中学校 1 私にとっての戦争と平和

2. 作文部門(20名)

優秀賞
（2）

優良賞
（4）

佳作
（13）

第32回「児童・生徒の平和メッセージ」入選者一覧

[中学校の部]　（61名）

1. 図画部門（21名）

優秀賞
（２）

優良賞
（8）

佳作
（10）



賞　別 名　前 フリガナ 学　校　名 学年 題　名

最優秀賞 宮城　莉子 ミヤギ　リコ 沖縄県立開邦中学校 3 きっと明日は

上原　美春 ウエハラ　ミハル 宮古島市立西辺中学校 3 Unarmed

大城　ゆず オオシロ　ユズ 南風原町立南風原中学校 3 光差す明日を

大城　陽菜 オオシロ　ハルナ 豊見城市立長嶺中学校 3 或る話

上原　菜々笑 ウエハラ　ナナエ 那覇市立石田中学校 1 77年の苦しみと77年のありがとう

池田　萌愛 イケダ　モア 豊見城市立長嶺中学校 3 島人の糸

島袋　蒼大 シマブクロ　ソラト 豊見城市立豊見城中学校 1 ひぃおじいちゃんと沖縄と私

仲村　ひめな ナカムラ　ヒメナ 浦添市立神森中学校 3 平和の三原色

神谷　桃子 カミヤ　モモコ 浦添市立神森中学校 3 夏の叫び

前冨里　恭太 マエフサト　キョウタ 沖縄県立開邦中学校 2 一枚の写真

塩瀬　佑豊 シオセ　ユウト 浦添市立神森中学校 3 平和

中川　琉理 ナカガワ　ルリ 沖縄県立開邦中学校 2 美しい平和

根間　華子 ネマ　ハナコ 沖縄県立開邦中学校 2 今を生きる君達へ

赤嶺　雄大 アカミネ　ユウダイ 糸満市立兼城中学校 2 青い世界

長澤　あかり ナガサワ　アカリ 竹富町立西表中学校 2 約束

武　恵礼奈 タケ　エレナ 那覇市立首里中学校 3 たった一日の平和

知念　愛佳 チネン　マナカ 沖縄県立開邦中学校 1 魂達の叫び

惣慶　一輝 ソケイ　カズキ 沖縄県立開邦中学校 3 色々な声

津波　和奏 ツハ　ワカナ　 糸満市立糸満中学校 2 変わってしまったもの

宮城　なの ミヤギ　ナノ 沖縄県立開邦中学校 3 平和を歌おう

優秀賞
（2）

優良賞
（7）

佳作
（10）

3.詩部門(20名)


