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ご あ い さ つ 

 

 

 

 

世界平和祈念行事実行委員会 

会 長  田 上 富 久 

 

「世界平和祈念ポスター・標語展」は、平和を願い、平和の尊さを伝える内容のポ

スター及び標語を募集し、優秀な作品を展示することで、若い世代への平和意識の継

承と、市民をはじめ、より多くの人々に平和をアピールすることを目的として開催し

ており、今回で節目の５０回目を迎えました。 

市内の小・中学校を中心に全国各地の学校や一般の方々から、ポスターの部で

5,562 点、標語の部で 12,900 点もの作品が寄せられました。 

いずれの作品も、日常生活の中で感じたこと、平和学習で学んだことなどを通し

て、平和を願い、その大切さを周りに伝えようとする、それぞれの平和への思いが表

現されておりました。 

今回はポスター117 点、標語 263 点が入賞し、その中から、優秀賞・入選・佳作

の作品を長崎原爆資料館、浜屋百貨店及び長崎ブリックホールにて、多くの方々にご

覧いただきました。 

この作品集は各会場に来場できない方々にもこれらの入賞作品をご覧いただけるよ

うに作成しました。学校やご家庭でこの冊子をご覧いただき、作品に込められた平和

を願う思いを感じ、平和の大切さについて考える機会になれば幸いです。 

また、入賞された方々も、作品に込めた平和への思いを忘れずに大切に持ち続けて

いただきたいと願います。 

最後に、応募いただいた全ての皆様に感謝申し上げますとともに、たくさんの作品

を審査くださいました、審査員の先生方に心から御礼申し上げます。 
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世界平和祈念ポスター・標語展 実施概要 
 

 
１ 趣  旨 

平和を願い、平和の尊さを伝える内容のポスター及び標語を募集し、優秀な作品を展示するこ

とで、若い世代への平和意識の継承と、市民をはじめより多くの人々に平和をアピールするこ

とを目的とする。 

 
２ 主  催  世界平和祈念行事実行委員会（構成団体：長崎市ほか） 

 
３ 募集内容  平和を願い、平和の尊さを伝えるポスター・標語 （テーマは自由） 

   
４ 募集期間  令和４年 9 月 1 日（木）から 9 月 30 日（金）まで 

 
５ 募集対象  【ポスターの部】 小学生・中学生・高校生 

【標語の部】   小学生・中学生・高校生・一般 

 
６ 応募条件  ◎ 各部門 1 人 1 点、自作で未発表のもの 

◎ ポスターは 4 つ切（38cm×54cm）の用紙を使用し、パネルをつけないで出

品すること 

◎ ポスターには必ず文字を入れること 

 

７ 展示期間・場所 

     審査の結果、各賞を決定し、優秀賞、入選、佳作に選ばれた作品を展示する。 

      （１）長崎原爆資料館 地下２階円形パビリオン 

    令和４年 11 月 18 日（金）から令和４年 11 月 2７日（日）まで 

      （２）浜屋百貨店 ステップギャラリー 

            令和４年 12 月８日（木）から令和４年 12 月 1３日（火）まで 

（３）長崎ブリックホール 2 階ギャラリー 

    令和５年１月 ５日（木）から令和５年１月 1３日（金）まで 

 

       

 
８ 令和４年度応募作品数 

                                                                                （点） 

 小学校 中学校 高等学校 一般 合計 

ポスター  5,065    496   1 －  5,562 

標  語 10,773 1,992 112   23 12,900 
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展示会場の様子 

◇ 長崎原爆資料館 地下２階円形パビリオン（令和４年 11 月 1８日～11 月 2７日） 

                    

                   

 

  

 

◇ 浜屋百貨店 ステップギャラリー（令和４年 12 月８日～12 月 1３日） 

 

 

 

 

 
◇ 長崎ブリックホール 2 階ギャラリー（令和５年 1 月 5 日～１月 1３日） 
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ポスターの部 

＜優 秀 賞＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎南山小学校３年 福田 瑛紳 精道三川台小学校４年 宮野 文太 

長崎市立西北小学校２年 田中 絵茉 長崎市立香焼小学校１年 浜崎 希美 
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＜優 秀 賞＞ 

 

 

 

 

                   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

長崎市立琴海中学校２年 富田 美夕 

長崎市立山里小学校６年 山川 梨紗 長崎市立西町小学校５年 奥村 紗名 
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＜入 選＞ 

 

 

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

長崎市立山里小学校１年 林田 日向乃 長崎市立香焼小学校１年 道下 栞南 

長崎市立戸町小学校２年 吉永 有 

 

長崎市立城山小学校２年 金子 穂莉 

長崎市立川原小学校１年 山田 萌生 
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＜入 選＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

長崎市立村松小学校３年 開田 希依 長崎市立城山小学校３年 西村 彩良 

長崎市立深堀小学校４年 石井 結愛 長崎市立式見小学校４年 平井 健翔 
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長崎市立城山小学校６年 片岡 悠樹 

 

＜入 選＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎市立山里小学校５年 三嶋 素子 長崎南山小学校５年 田中 慎太郎 

長崎市立三重小学校６年 田中 紅愛 
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＜入 選＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎精道中学校２年 武藤 由依 長崎女子商業高等学校１年 林田 帆生 
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＜佳 作＞ 

 

      

 

               

  

 

       

   

 

 

 

  

       

 

  

 

  長崎市立三重小学校１年 友永 百美 

長崎市立小ヶ倉小学校１年 松𠩤 登輝 長崎市立山里小学校１年 下釜 歩志 

長崎市立小江原小学校２年 山本 理巧長崎市立西城山小学校２年 松島 朋也 

長崎市立矢上小学校２年 鈴木 ひかり 
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＜佳 作＞ 

 

 

 

 

                    

 

 

                          

    

  
長崎市立福田小学校３年 濵口 大和

長崎市立大園小学校３年 入江 咲良 

長崎市立飽浦小学校３年 渡邊 煌 

長崎市立銭座小学校４年 磧本 美海 

長崎市立山里小学校４年 久本 彩香 

長崎市立晴海台小学校４年 大久保 菫 
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＜佳 作＞ 

 

           

 

 

                   

  

 

  

       

 

 

 

 

 

  

長崎市立戸石小学校５年 川本 心愛 

長崎精道小学校５年 稲津 陽向 

長崎市立山里小学校６年 財津 桜子 

長崎市立古賀小学校６年 鍬塚 愛菜 

長崎市立山里小学校６年 大川 絢羽 

長崎市立城山小学校５年 須賀 結菜 
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＜佳 作＞ 

  

                  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

長崎市立日見中学校２年 伊藤 舞花 長崎市立琴海中学校２年 岡部 厚佑 

佐世保市立大野中学校２年 竹成 聖姫 



- 14 - 
 

〈努力賞〉 

 

（小学１年の部） （小学５年の部）

長崎市立 古賀小学校 深川　煌 長崎市立 大園小学校 末永　莉音

長崎市立 諏訪小学校 秋冨　瑛仁 長崎市立 大園小学校 山田　実桜

長崎市立 諏訪小学校 松本　千秋 長崎市立 山里小学校 小川　慶介

長崎市立 桜町小学校 倉﨑　一颯 長崎市立 山里小学校 本山　喜助

長崎市立 戸町小学校 浦濱　走真 長崎市立 畝刈小学校 川添　愛紗

長崎市立 戸町小学校 高取　日和 長崎市立 畝刈小学校 堀　環奈

長崎市立 戸町小学校 島田　平太 長崎市立 鳴見台小学校 成田　ゆきの

長崎市立 福田小学校 川上　清将 長崎市立 鳴見台小学校 久保田　小晶

長崎市立 西浦上小学校 野本　陸人 長崎市立 桜が丘小学校 倉橋　歩佳

長崎市立 高尾小学校 松田　侑織葉

長崎市立 山里小学校 大谷　陽真 （小学６年の部）

長崎市立 山里小学校 川端　優心 長崎市立 手熊小学校 山口　七海

長崎市立 山里小学校 松尾　幹太 長崎市立 城山小学校 原口　紗帆

長崎市立 三原小学校 野崎　晴生

長崎市立 三原小学校 井上　紗奈 （中学・高校の部）

長崎市立 北陽小学校 木庭　奨磨 長崎市立 桜馬場中学校 ２年 古田　心丸

長崎市立 北陽小学校 山川　凛太朗 長崎市立 山里中学校 ３年 佐々木　遥音

長崎市立 三重小学校 橋口　凛香 長崎市立 滑石中学校 １年 下瀬　明葉

長崎市立 畝刈小学校 山口　優一郎 広島市立 翠町中学校 ２年 坂根　葵

長崎市立 畝刈小学校 佐藤　宙二郎 広島市立 翠町中学校 ２年 平野　美結

長崎市立 女の都小学校 永田　みのり 広島市立 翠町中学校 ２年 松永　彩花

長崎市立 横尾小学校 福島　陽 長崎県立 長崎東中学校 ２年 長谷川　明鐘

長崎市立 香焼小学校 福田　幸夏 長崎大学教育学部附属中学校 ２年 山口　鼓夕朗

長崎市立 高城台小学校 加戸　颯太朗 長崎精道中学校 ２年 戸口　楓

長崎市立 高城台小学校 中村　太一 立命館守山中学校 ２年 北所　千咲

立命館守山中学校 ２年 森本　詩史

（小学２年の部）

長崎市立 古賀小学校 古場　楓夏

長崎市立 諏訪小学校 桑畑　治弥

長崎市立 西坂小学校 神田　暖太

長崎市立 戸町小学校 栗原　佳奈

長崎市立 式見小学校 本川　凌羽

長崎市立 手熊小学校 川原　美織

長崎市立 城山小学校 廣瀬　開

長崎市立 城山小学校 栗原　敬太

長崎市立 城山小学校 矢野　綾花

長崎市立 西北小学校 常川　華音

長崎市立 西北小学校 富澤　咲子

長崎市立 山里小学校 坂元　咲空

長崎市立 西山台小学校 松尾　美伶

長崎市立 南長崎小学校 田中　陽向

長崎市立 南長崎小学校 柴田　真緒

（小学３年の部）

長崎市立 手熊小学校 江川　宝良

長崎市立 城山小学校 島本　歩実

長崎市立 城山小学校 堀　春馬

長崎市立 城山小学校 神門　薫岳

長崎市立 西町小学校 池田　あかね

長崎市立 西町小学校 松尾　彩音

長崎市立 桜が丘小学校 境　凛汰郎

長崎市立 村松小学校 下條　葵

（小学４年の部）

長崎市立 土井首小学校 山口　礼乃

長崎市立 城山小学校 山田　由奈

長崎市立 高尾小学校 吉田　華音

長崎市立 高尾小学校 松野　楓
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標語の部

ねがいをこめた　おりづるが　とどくといいな　せかいじゅう 長崎市立桜町小学校 １年 仁田　樹希

せんそうを　なくしてむかう　えがおのみらい 長崎市立諏訪小学校 ２年 加瀨　くらら

青い空　ずっとまもろう　平和ぞら 長崎市立滑石小学校 ３年 𫝆村　光希

ひろげよう　平和のつばさ　いつまでも 長崎市立高城台小学校 ４年 松﨑　ひより

ありがとう　みんなの平和の　第一歩 長崎市立桜が丘小学校 ５年 下田　航大

共に見よう　ぼくらがつくる　平和な未来 長崎市立伊良林小学校 ６年 楠本　蒼友

今日の聞き手は　明日の語り部 直方市立植木中学校 ３年 大谷　仙明

変化する　時代の中で　変わらない　平和を想い　折る千羽鶴 長崎県立鳴滝高等学校 ２年 川副　宏輔

人の和・対話　愛の輪広げて　世界の平和 千葉県四街道市 上田　康彦

へいわのき　みんななかよく　かくれんぼ 長崎市立野母崎小学校 １年 大町　彩七

へいわだな　えがおきらきら　こころきらきら 長崎市立村松小学校 １年 藤﨑　せえら

きみとわたし　にこにこせかいへ　ハイタッチ 長崎市立上長崎小学校 ２年 稲葉　梨乃

いのちはね　一人一人の　たからもの 長崎市立福田小学校 ２年 岡﨑　智紀

わたしたち　平和をつなぐ　キーパーソン 長崎市立古賀小学校 ３年 中田　彩月

やさしさが　光かがやく　平和な世界 長崎市立稲佐小学校 ３年 兼子　澪

平和の世　広げるぼくたち　長崎から 長崎市立西坂小学校 ４年 大濵　大和

思いやり　あふれて平和の　花がさく 長崎市立鳴見台小学校 ４年 増永　凪

「ありがとう」　感謝に始まる　平和な世界 長崎市立桜町小学校 ５年 深堀　乃春

笑い声　平和の町に　ひびかそう 長崎市立西北小学校 ５年 岩永　羽雲

生きるのに　必要ですか　その兵器 長崎市立稲佐小学校 ６年 中村　紗耶菜

ストップ核　被爆者一生　つくらない 長崎市立畝刈小学校 ６年 松添　吏玖

私たち　平和な未来の主人公 長崎市立山里中学校 １年 近藤　陽菜

長崎を　最後にすると　誓う夏 海星中学校 ３年 藤本　大輝

次世代へ　語りついでく　あの記憶　祈る平和　たえることなく 長崎県立鳴滝高等学校 ２年 荒巻　陽香

重ねよう　一人ひとりの　持つ平和 東京都世田谷区 河野　喜幸

 優 秀 賞

 入   選
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いいことする　けんかしないよ　へいわなまちは 長崎市立稲佐小学校 １年 衛藤　絢人

しゃぼんだま　みさいるじゃなく　とばしたい 長崎市立高尾小学校 １年 草場　大和

へいわって　みんななかよし　にっこにこ 長崎市立桜が丘小学校 １年 本田　達規

にじのはし　手をつないで　あるこうよ 長崎市立南小学校 ２年 山﨑　紗奈

せんそうは　ぜったいしない　やさしいせかい 長崎市立高島小学校 ２年 濱﨑　佳菜

しあわせって　みんなのえがおが　見られること 長崎市立蚊焼小学校 ２年 鵜瀬　恭太朗

ふやそうよ　平和のために　できること 長崎市立伊良林小学校 ３年 田道　香帆

被爆者の　思いを伝える　ぼくたちは 長崎市立桜町小学校 ３年 浦津　遼太朗

おりづるを　平和とともに　おっていく 長崎市立大浦小学校 ３年 髙須　章宏

えがおから　つながる広がる　平和の輪 長崎市立諏訪小学校 ４年 馬場　千拡

戦争よりも　笑顔の花を　さかせよう 長崎市立桜町小学校 ４年 石橋　七生

考えよう戦争がない世界を作るため 長崎市立山里小学校 ４年 大川　拓真

同じはず　平和を願う　この気持ち 長崎市立諏訪小学校 ５年 大久保　蘭

ぼくからだ　平和のバトン　未来へと 長崎市立西北小学校 ５年 和田　蒼汰

あの日から　平和の架け橋　どこまでも 長崎市立西浦上小学校 ５年 木下　蒼麻

あすへの扉　切り開くのは　みんなの心 長崎市立城山小学校 ６年 宮野　嘉千

つるを折り　平和を願う　私の手 長崎市立西浦上小学校 ６年 高森　ひより

いま生きる　その命には　未来あり 長崎市立山里小学校 ６年 松園　唯利

わかちあい　それが平和の　第一歩 長崎市立山里中学校 １年 中野　美優

被爆者の　思いを永遠に　語り継ぎ　平和への道　切り拓いていく 長崎市立三川中学校 １年 永野　花歩

知ることから　ヒロシマ・ナガサキ　命の重さ 浦安市立美浜中学校 ２年 恵平　心結

お互いの　違う価値感　花咲かせ　互いに育てる　平和の花を 長崎県立鳴滝高等学校 １年 橋本　一之

戦禍のない　地球を花で　埋めたい 宮崎県宮崎市 荘子　隆

 佳   作
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〈努力賞〉 

 

（小学１年の部） （小学３年の部）

長崎市立 桜町小学校 田淵　智之 長崎市立 城山小学校 有福　佐都

長崎市立 西坂小学校 中原　当麻 長崎市立 城山小学校 竹尾　勇人

長崎市立 稲佐小学校 西　沙良 長崎市立 西町小学校 植松　大空

長崎市立 城山小学校 窪田　あきな 長崎市立 西町小学校 永吉　智由希

長崎市立 城山小学校 松川　咲采 長崎市立 西町小学校 奥村　美和

長崎市立 西北小学校 二階堂　隼 長崎市立 西北小学校 高石　達也

長崎市立 高尾小学校 上田　陸翔 長崎市立 西浦上小学校 一瀬　蒼太

長崎市立 坂本小学校 ムカディ　カコニ　ナエル 長崎市立 山里小学校 丹生　啓士郎

長崎市立 坂本小学校 三潴　花奈 長崎市立 北陽小学校 古賀　千春

長崎市立 坂本小学校 平田　晃嗣郎 長崎市立 北陽小学校 下田　裕翔

長崎市立 三重小学校 谷本　蒼悠 長崎市立 小江原小学校 髙須賀　葵

長崎市立 畝刈小学校 尾崎　凛咲 長崎市立 虹が丘小学校 藤本　健人

長崎市立 南陽小学校 泊　蒼央 長崎市立 南陽小学校 小川　新汰

長崎市立 橘小学校 草加　みつき 長崎市立 高島小学校 竹山　瑠那

長崎市立 桜が丘小学校 堀口　晴翔 長崎市立 野母崎小学校 岡林　陽大

長崎市立 高島小学校 土屋　美桜 長崎市立 蚊焼小学校 桑原　渚

長崎市立 野母崎小学校 柗尾　瑛士 長崎市立 晴海台小学校 牧野　楓己

長崎市立 野母崎小学校 野方　涼功 長崎市立 高城台小学校 岩崎　惺

長崎市立 川原小学校 渡邊　唯人 長崎市立 高城台小学校 沢水　優李

壱岐市立 柳田小学校 末永　優羽

聖マリア学院小学校 吉𠩤　利桜 （小学４年の部）

長崎市立 古賀小学校 平山　美空

（小学２年の部） 長崎市立 伊良林小学校 原口　凛奈

長崎市立 矢上小学校 北御門　香澄 長崎市立 諏訪小学校 吉田　旭希

長崎市立 矢上小学校 林田　葵唯 長崎市立 諏訪小学校 髙橋　沙耶

長崎市立 矢上小学校 坂井　萌 長崎市立 上長崎小学校 津末　咲空

長崎市立 矢上小学校 松尾　葵 長崎市立 上長崎小学校 薦田　颯汰

長崎市立 矢上小学校 栗山　桜來 長崎市立 小ヶ倉小学校 稲冨　望未

長崎市立 伊良林小学校 伊藤　輝心 長崎市立 稲佐小学校 苑田　菜々子

長崎市立 諏訪小学校 道祖尾　多恵 長崎市立 城山小学校 新谷　晴希

長崎市立 諏訪小学校 川上　晴輝 長崎市立 城山小学校 久松　己哲

長崎市立 上長崎小学校 増田　幸紀 長崎市立 西城山小学校 丸岡　陽奈

長崎市立 上長崎小学校 福田　直哉 長崎市立 西町小学校 清野　結雅

長崎市立 西坂小学校 秋吉　優希 長崎市立 西北小学校 本多　理子

長崎市立 小島小学校 山口　璃桜 長崎市立 西北小学校 川口　蓮斗

長崎市立 福田小学校 橋本　彩希 長崎市立 滑石小学校 中村　彰宏

長崎市立 城山小学校 中尾　禄 長崎市立 山里小学校 髙橋　明与

長崎市立 城山小学校 本山　侑樹 長崎市立 銭座小学校 風早　樟一郎

長崎市立 西北小学校 古賀　杏 長崎市立 銭座小学校 木津　日向

長崎市立 大園小学校 濱﨑　七愛 長崎市立 銭座小学校 磧本　美海

長崎市立 高尾小学校 渡辺　愛理 長崎市立 北陽小学校 松﨑　あかり

長崎市立 高尾小学校 山下　泰綺 長崎市立 畝刈小学校 楠本　菜那実

長崎市立 高尾小学校 峰　杏菜 長崎市立 小江原小学校 中島　悠斗

長崎市立 坂本小学校 江頭　璃香 長崎市立 小江原小学校 福井　里音

長崎市立 北陽小学校 杉村　優衣 長崎市立 虹が丘小学校 中山　晃成

長崎市立 北陽小学校 下舞　芽唯 長崎市立 西山台小学校 前山　晄希

長崎市立 畝刈小学校 西川　陽透 長崎市立 南陽小学校 中尾　優那

長崎市立 畝刈小学校 小田　妃那 長崎市立 橘小学校 坂谷　優莉

長崎市立 南陽小学校 瀨戸　彩煌 長崎市立 橘小学校 浦山　桃葉

長崎市立 南陽小学校 喜納　志帆 長崎市立 鳴見台小学校 野瀬　大輝

長崎市立 野母崎小学校 江藤　陽菜 長崎市立 桜が丘小学校 野村　美月

長崎市立 蚊焼小学校 桑原　凜 長崎市立 桜が丘小学校 朝長　陽生里

長崎市立 蚊焼小学校 上村　早菜

（小学３年の部） 聖マリア学院小学校 中村　遥

長崎市立 戸石小学校 楠本　祐希

長崎市立 矢上小学校 松尾　美衣奈 （小学５年の部）

長崎市立 矢上小学校 梅本　梨乃 長崎市立 戸石小学校 田浦　喜笑

長崎市立 伊良林小学校 松井　晴 長崎市立 矢上小学校 山口　翔大

長崎市立 諏訪小学校 清水谷　涼 長崎市立 矢上小学校 鈴木　愛梨

長崎市立 諏訪小学校 金城　樂 長崎市立 桜町小学校 春宮　風花

長崎市立 大浦小学校 柴田　陸翔 長崎市立 小榊小学校 猪島  莉玲亜

長崎市立 大浦小学校 野中　祐仁 長崎市立 小榊小学校 古田　真音

長崎市立 大浦小学校 三浦　晴翔 長崎市立 小榊小学校 江川　日心

長崎市立 土井首小学校 荒木　涼太郎 長崎市立 稲佐小学校 中西　陽菜

長崎市立 福田小学校 藤原　龍愛 長崎市立 城山小学校 西　航希

長崎市立 福田小学校 濱口　大和　 長崎市立 城山小学校 山脇　友都稀

長崎市立 稲佐小学校 熊谷　南那 長崎市立 西城山小学校 森　涼月

長崎市立 稲佐小学校 佐伯　虎太郎 長崎市立 西町小学校 相馬　翔愛
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（小学５年の部） （中学の部）

長崎市立 西北小学校 中村　優太 長崎市立 桜馬場中学校 1年 川本　珠鈴

長崎市立 滑石小学校 吉浦　采那 長崎市立 桜馬場中学校 1年 渕上　あおい

長崎市立 西浦上小学校 山﨑　冬馬 長崎市立 桜馬場中学校 2年 小西　清音

長崎市立 山里小学校 野口　伊織 長崎市立 桜馬場中学校 2年 三浦　照

長崎市立 山里小学校 平野　美玲 長崎市立 桜馬場中学校 3年 早野　ゆみ

長崎市立 坂本小学校 上野　遙人 長崎市立 桜馬場中学校 3年 松本　尚香

長崎市立 坂本小学校 本多　悠真 長崎市立 桜馬場中学校 3年 竹市　愛香

長崎市立 三原小学校 小島　廉ノ介 長崎市立 日吉中学校 2年 峰　佑典

長崎市立 北陽小学校 福田　創也 長崎市立 梅香崎中学校 1年 中村　康人

長崎市立 三重小学校 濵口　ほたる 長崎市立 梅香崎中学校 1年 江﨑　花音

長崎市立 三重小学校 山道　洋彰 長崎市立 梅香崎中学校 1年 小﨑　珂漣

長崎市立 畝刈小学校 中村　眞依子 長崎市立 梅香崎中学校 2年 川端　菜々花

長崎市立 鳴見台小学校 若林　悠 長崎市立 梅香崎中学校 3年 末永　瑠唯

長崎市立 桜が丘小学校 吉村　安樹 長崎市立 梅香崎中学校 3年 立川　夢菜

長崎市立 香焼小学校 山田　流稀 長崎市立 岩屋中学校 2年 石橋　周

長崎市立 香焼小学校 岡田　麻桜 長崎市立 山里中学校 1年 宗田　瑞央

長崎市立 川原小学校 大熊　心絆 長崎市立 滑石中学校 1年 岡本　翔征

聖マリア学院小学校 小淵　琉偉 長崎市立 滑石中学校 2年 城台　和実

長崎市立 滑石中学校 2年 宮原　優介

（小学６年の部） 長崎市立 滑石中学校 2年 朝田　倖花

長崎市立 戸石小学校 山道　康太郎      長崎市立 三川中学校 2年 吉田　こころ

長崎市立 伊良林小学校 飯田　結梨 長崎市立 三川中学校 3年 頭島　龍ノ介

長崎市立 伊良林小学校 宮崎　純太朗 長崎市立 小ヶ倉中学校 3年 松永　隼

長崎市立 上長崎小学校 浅井　大宇介 長崎市立 琴海中学校 3年 左海　光陽

長崎市立 桜町小学校 大方　月乃 長崎市立 琴海中学校 3年 酒井　玲颯

長崎市立 土井首小学校 武次　莉子 海星中学校 1年 中村　陽裕

長崎市立 福田小学校 勝田　琉世 海星中学校 1年 松本　碧

長崎市立 福田小学校 小森　優月 品川区立 荏原第一中学校 2年 野間　琴子

長崎市立 稲佐小学校 宮田　遥 鎌ケ谷市立第三中学校 2年 髙橋　希海

長崎市立 西町小学校 松本　凛 五島市立 玉之浦中学校 3年 緒方　真一

長崎市立 西町小学校 戸塚　夢 五島市立 玉之浦中学校 3年 出口　子母心

長崎市立 西北小学校 幡場　奏一朗 長崎大学教育学部附属中学校 3年 田川　愛菜

長崎市立 滑石小学校 谷村　亮梧

長崎市立 大園小学校 田川　雷翔 （高校の部）

長崎市立 西浦上小学校 福山　千里 長崎県立 鳴滝高等学校 3年 𡈽井　千紘

長崎市立 西浦上小学校 唐田　将宗

長崎市立 山里小学校 西川　宗志 （一般の部）

長崎市立 山里小学校 塚本　豪光 大阪府大阪市 東村　雅夫

長崎市立 山里小学校 豊丸　春生

長崎市立 畝刈小学校 森　聖奈

長崎市立 虹が丘小学校 山口　春

長崎市立 虹が丘小学校 吉田　初芽

長崎市立 南陽小学校 原田　煌弥

長崎市立 南陽小学校 正垣　優衣華

長崎市立 鳴見台小学校 駒田　結心

長崎市立 蚊焼小学校 寺崎　輝愛

長崎市立 村松小学校 里　晴紀

長崎市立 高城台小学校 渡邊　結奈

長崎市立 高城台小学校 高比良　創喜

長崎市立 高城台小学校 山下　真里奈

長崎市立 高城台小学校 田渕　結菜

長崎市立 高城台小学校 菅田　彩未

新宿区立 柏木小学校 島﨑　愛依

壱岐市立 柳田小学校 寺田　南島

聖マリア学院小学校 森　結愛
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