
○最優秀賞　４点
Ｎｏ 部門 学校名 氏名
1 小学生部門（低学年の部） 雲仙市立神代小学校 細田　花那さん

2 小学生部門（中学年の部） 対馬市立鶏鳴小学校 橋本　康平さん

3 小学生部門（高学年の部） 佐世保市立黒髪小学校 大曲　望結さん

4 中学生部門 南島原市立有家中学校 本村　胡桃さん

○審査員特別賞　合計６点
　 審査員長賞

Ｎｏ 部門 学校名 氏名
5 中学生部門 五島市立福江中学校 久原　栞奈さん

　 長崎県ＰＴＡ連合会長賞
Ｎｏ 部門 学校名 氏名
6 小学生部門（低学年の部） 島原市立第二小学校 柴﨑　李好さん

　 長崎県学校栄養士会長賞
Ｎｏ 部門 学校名 氏名
7 小学生部門（中学年の部） 壱岐市立渡良小学校 小山　陽人さん

　 長崎県学校給食研究会長賞
Ｎｏ 部門 学校名 氏名
8 小学生部門（高学年の部） 諫早市立御館山小学校 園田　幸芽さん

　 長崎県学校給食共同調理場連絡協議会長賞
Ｎｏ 部門 学校名 氏名
9 中学生部門 長崎市立東長崎中学校 福田　花凛さん

　 長崎県学校給食会理事長賞
Ｎｏ 部門 学校名 氏名
10 小学生部門（中学年の部） 壱岐市立盈科小学校 松木　幹汰さん

○優秀賞　１５点
Ｎｏ 部門 学校名 氏名
11 小学生部門（低学年の部） 対馬市立厳原北小学校 橘　乙葉さん

12 小学生部門（低学年の部） 大村市立大村小学校 小林　褒月さん

13 小学生部門（低学年の部） 壱岐市立盈科小学校 松木　陽和さん

14 小学生部門（低学年の部） 諫早市立飯盛東小学校 山口　杏さん

15 小学生部門（中学年の部） 壱岐市立勝本小学校 長戸　晴芳さん

16 小学生部門（中学年の部） 佐世保市立船越小学校 茅原　愛さん

17 小学生部門（中学年の部） 長与町立長与小学校 尾畑　勇成さん

18 小学生部門（高学年の部） 長崎南山小学校 土田　伊織さん

19 小学生部門（高学年の部） 長崎市立上長崎小学校 野島　大桜さん

20 小学生部門（高学年の部） 壱岐市立那賀小学校 長嶋　佐和さん

21 中学生部門 佐世保市立日宇中学校 佐藤　花綾さん

22 中学生部門 長崎市立東長崎中学校 山田　彩絹さん

23 中学生部門 長崎市立東長崎中学校 木下　美優さん

24 中学生部門 五島市立福江中学校 北川　聡太さん

25 中学生部門 平戸市立大島中学校 永井　大暉さん
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○佳作
≪小学生部門（低学年の部）≫　２０点

Ｎｏ 学校名 氏名
26 長崎市立諏訪小学校 山田　悠人さん

27 長崎市立桜町小学校 田中　元気さん

28 佐世保市立中里小学校 野間　琳太郎さん

29 佐世保市立広田小学校 石井　杏奈さん

30 佐世保市立江迎小学校 三輪　煌陛さん

31 佐世保市立早岐小学校 杉竹　明香莉さん

32 諫早市立喜々津東小学校 古川　鈴奈さん

33 諫早市立御館山小学校 園田　幸路さん

34 諫早市立西諫早小学校 松重　海花さん

35 諫早市立西諫早小学校 西村　花埜さん

36 諫早市立西諫早小学校 松﨑　英介さん

37 諫早市立西諫早小学校 筒井　あきのさん

38 諫早市立西諫早小学校 寺尾　健生さん

39 諫早市立長田小学校 藤田　爽慎さん

40 西海市立ときわ台小学校 拝崎　正和さん

41 西海市立大瀬戸小学校 武宮　敬志さん

42 雲仙市立多比良小学校 山内　陽葵さん

43 島原市立第二小学校 吉田　和晃さん

44 時津町立鳴鼓小学校 平尾　茉莉咲さん

45 対馬市立厳原小学校 森山　咲哉さん

≪小学生部門（中学年の部）≫　１４点
Ｎｏ 学校名 氏名
46 長崎市立日見小学校 大木　梨愛さん

47 諫早市立御館山小学校 増山　蒼祐さん

48 大村市立大村小学校 山本　美佳さん

49 大村市立三城小学校 宅島　優宗さん

50 大村市立竹松小学校 松田　芽唯さん

51 佐世保市立広田小学校 土山　大河さん

52 佐世保市立広田小学校 西川　琳椛さん

53 佐世保市立黒髪小学校 大曲　萌愛さん

54 佐世保市立柚木小学校 手光　さとりさん

55 雲仙市立多比良小学校 山本　七海さん

56 雲仙市立多比良小学校 納谷　樹典さん

57 川棚町立川棚小学校 貢　龍馬さん

58 対馬市立鶏鳴小学校 西　凜花さん

59 南島原市立有家小学校 内田　貴子さん



≪小学生部門（高学年の部）≫　１３点
Ｎｏ 学校名 氏名
60 長崎市立高尾小学校 黒川　海空さん

61 長崎市立高尾小学校 瀬戸島　彩華さん

62 長崎市立橘小学校 音成　天之助さん

63 長崎市立戸町小学校 臼井　朝菜さん

64 長崎市立戸石小学校 永田　まりなさん

65 佐世保市立早岐小学校 杉竹　孝太さん

66 佐世保市立木風小学校 永元　結月さん

67 南島原市立南有馬小学校 小渕　心響さん

68 南島原市立南有馬小学校 近藤　優那さん

69 雲仙市立多比良小学校 納谷　柾輝さん

70 松浦市立志佐小学校 今村　圭紀さん

71 対馬市立厳原小学校 𠮷田　隼佑さん

72 諫早市立森山東小学校 江川　巧望さん

≪中学生部門≫　２６点
Ｎｏ 学校名 氏名
73 五島市立三井楽中学校 谷口　航さん

74 五島市立福江中学校 的野　心美さん

75 雲仙市立小浜中学校 菅　苺花さん

76 諫早市立琴海中学校 木下　咲真さん

77 諫早市立諫早中学校 松尾　紗英さん

78 諫早市立西諫早中学校 山口　璃々さん

79 長崎大学教育学部附属特別支援学校 上夷　乙葉さん

80 長崎市立山里中学校 太田　花さん

81 長崎市立福田中学校 江上　輝さん

82 長崎市立東長崎中学校 草野　美羽さん

83 長崎市立東長崎中学校 田中　旭さん

84 長崎市立東長崎中学校 松尾　梨々さん

85 長崎市立東長崎中学校 泉田　愛実さん

86 長崎市立東長崎中学校 片山　純怜さん

87 長崎市立東長崎中学校 藤原　望羽さん

88 佐世保市立世知原中学校 中村　直承さん

89 佐世保市立祇園中学校 園田　彩乃さん

90 佐世保市立祇園中学校 大石　千聖さん

91 佐世保市立祇園中学校 山浦　七海さん

92 平戸市立田平中学校 赤木　知衣さん

93 平戸市立田平中学校 古川　夏季さん

94 平戸市立田平中学校 千代延　春花さん

95 平戸市立田平中学校 美明　詩音さん

96 平戸市立田平中学校 眞浦　七海さん

97 平戸市立田平中学校 川上　ひなのさん

98 平戸市立田平中学校 畑原　愛妃さん


