
表彰 市町村 学校名 学年 ふりがな 氏名

最優秀賞 長崎市 長崎市立村松小学校 2 まえだ　あん 前田　あん

長崎市 長崎市立西町小学校 1 もりかわ　たける 森川　健

長崎市 長崎市立西北小学校 3 たぐち　げんき 田口　拳気

諫早市 諫早市立小栗小学校 4 はまだ　たいが 濵田　大芽

南島原市 南島原市立口之津小学校 5 たなか　りさ 田中　里彩

5 長崎市 長崎市立西山台小学校 6 えがみ　あゆた 江上　歩太

大村市 大村市立竹松小学校 1 なかがわ　りんたろう 中川　倫太郎

大村市 大村市立中央小学校 1 よねやま　ゆうな 米山　侑那

対馬市 対馬市立大船越小学校 1 ぬいた　だいむ 縫田　大夢

長崎市 私立長崎南山小学校 2 ふくだ　えいしん 福田　瑛紳

諫早市 諫早市立喜々津東小学校 2 まき　かなと 槇　奏斗

五島市 五島市立福江小学校 2 ふじい　まさと 藤井　健翔

長与町 長与町立長与北小学校 2 つるまる　けいた 鶴丸　椋大

長崎市 国立長崎大学教育学部附属小学校 3 おおくま　ひさと 大熊　久登

大村市 大村市立竹松小学校 3 よしはら　けいいちろう 吉原　慧一郎

対馬市 対馬市立豊玉小学校 3 こみや　みどり 小宮　翠

長崎市 長崎市立西北小学校 4 はしもと　わか 橋本　和花

大村市 大村市立中央小学校 4 よねやま　ゆうき 米山　侑希

長与町 長与町立長与北小学校 4 くわはら　すざく 桑原　朱朔

雲仙市 雲仙市立愛野小学校 5 さとう　しょうた 佐藤　庄太

15 雲仙市 雲仙市立多比良小学校 6 まえだ　のはな 前田　野花

長崎市 国立長崎大学教育学部附属小学校 1 すえもり　けいご 末森　慶吾

長崎市 長崎市立西北小学校 1 てらだ　あず 寺田　明珠

長崎市 私立長崎南山小学校 1 よしだ　めいり 吉田　明依梨

長崎市 長崎市立鳴見台小学校 1 ふじ　かなた 藤　駈大

島原市 島原市立第一小学校 1 にった　はやと 新田　隼士

大村市 大村市立大村小学校 1 みやざき　まこ 宮﨑　真子

大村市 大村市立富の原小学校 1 かきやま　ゆりな 柿山　結莉菜

松浦市 松浦市立御厨小学校 1 まえだ　めい 前田　芽唯

対馬市 対馬市立鶏鳴小学校 1 あびる　かえね 阿比留　花笑寧

雲仙市 雲仙市立愛野小学校 1 くぼた　こう 窪田　晃

長与町 長与町立長与小学校 1 しまだ　はると 島田　陽斗

長与町 長与町立長与小学校 1 もろおか　ともき 諸岡　知樹

時津町 時津町立時津東小学校 1 ひの　あこ 樋野　彩心

時津町 時津町立鳴鼓小学校 1 きようら　くおん 清浦　久遠

長崎市 国立長崎大学教育学部附属小学校 2 かみと　ももか 上戸　萌々香

長崎市 長崎市立大園小学校 2 ひらせ　ゆいな 平瀨　結菜

長崎市 長崎市立滑石小学校 2 たにぐち　みほ 谷口　実穂

佐世保市 佐世保市立日野小学校 2 こいけ　うみ 小池　碧海

佐世保市 佐世保市立祇園小学校 2 たかみや　ゆい 髙宮　結衣

諫早市 諫早市立小栗小学校 2 なつだ　きょうや 夏田　京哉

諫早市 諫早市立小栗小学校 2 うらしま　こうた 浦島　航太

諫早市 諫早市立みはる台小学校 2 ほんだ　みおり 本田　美桜里

諫早市 諫早市立喜々津小学校 2 ふじしろ　ひなた 藤城　光陽
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大村市 大村市立大村小学校 2 みうら　ひゆう 三浦　桧優

大村市 大村市立竹松小学校 2 やまさき　あやと 山﨑　絢斗

大村市 大村市立放虎原小学校 2 しき　りゅうく 志岐　瑠久

松浦市 松浦市立星鹿小学校 2 はまもと　かほ 濱本　花歩

壱岐市 壱岐市立盈科小学校 2 まつき　ことは 松木　琴葉

壱岐市 壱岐市立石田小学校 2 かわの　あすみ 河野　明日美

西海市 西海市立ときわ台小学校 2 はいさき　ともみ 拝崎　智美

西海市 西海市立西海東小学校 2 やまさき　たすく 山﨑　匡

雲仙市 雲仙市立大塚小学校 2 たぐち　みゆう 田口　未悠

南島原市 南島原市立布津小学校 2 しもだ　しゅんた 下田　隼汰

時津町 時津町立時津北小学校 2 たむら　ひより 田村　日和梨

長崎市 長崎市立高城台小学校 3 くりやま　はる 栗山　晴瑠

長崎市 長崎市立三重小学校 3 いなば　なつき 稲葉　菜月

長崎市 長崎市立三重小学校 3 ながさき　あおい 長﨑　蒼

長崎市 長崎市立三重小学校 3 みた　はじめ 三田　春

佐世保市 佐世保市立潮見小学校 3 いしかわ　みゆ 石川　美夢

佐世保市 佐世保市立潮見小学校 3 えした　なな 江下　菜南

佐世保市 佐世保市立小佐世保小学校 3 なかむら　あみ 中村　明海

島原市 島原市立第一小学校 3 はやし　のどか 林　和香

島原市 島原市立第二小学校 3 むらた　あずさ 村田　梓紗

諫早市 諫早市立みはる台小学校 3 ほんだ　ひかり 本田　陽花里

諫早市 諫早市立西諫早小学校 3 ささだ　かなる 笹田　倖永

西海市 西海市立ときわ台小学校 3 なかとみ　えれん 中冨　恵恋

南島原市 南島原市立大野木場小学校 3 もりさき　ゆうな 森﨑　柚凪

時津町 時津町立時津北小学校 3 ありま　こうせい 有馬　光誠

長崎市 私立長崎精道小学校 4 しろたに　わかば 城谷　和歌葉

長崎市 国立長崎大学教育学部附属小学校 4 かみと　ほのか 上戸　穂乃香

佐世保市 佐世保市立皆瀬小学校 4 とりい　みお 鳥井　美桜

島原市 島原市立第一小学校 4 はやし　まさみ　 林　真己

諫早市 諫早市立喜々津小学校 4 なかのせ　らん 中ノ瀬　蘭

平戸市 平戸市立平戸小学校 4 いしだ　ゆい 石田　優衣

松浦市 松浦市立星鹿小学校 4 やまぐち　りゅうえい 山口　龍栄

西海市 西海市立大瀬戸小学校 4 ほりやま　こうき 堀山　幸暉

南島原市 南島原市立野田小学校 4 ささき　しのり 佐々木 心祈

南島原市 南島原市立野田小学校 4 まつお　こころ 松尾 こころ

時津町 時津町立時津北小学校 4 たかくら　たいよう 髙藏　大耀

佐世保市 佐世保市立船越小学校 5 かやはら　まな 茅原　愛

島原市 島原市立第二小学校 5 なかむら　かずたか 中村　和鷹

島原市 島原市立三会小学校 5 みまた　まこと 三又　茉琴

諫早市 諫早市立西諫早小学校 5 やました　かんた 山下　寛太

大村市 大村市立大村小学校 5 もりみつ　すばる 森光　昴

西海市 西海市立西海東小学校 5 やまさき　みろく 山﨑　未禄

長崎市 長崎市立戸石小学校 6 なかもと　さき 中本　早紀

長崎市 私立長崎南山小学校 6 いとう　みお 伊東　海桜

佐世保市 佐世保市立吉井北小学校 6 やまぐち　りんか 山口　凛歌

松浦市 松浦市立星鹿小学校 6 まつさか　じょうじ 松坂　丞純

70 時津町 時津町立時津東小学校 6 かつら　ここ 桂　心虹
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