
○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) 長崎市立女の都小学校 塩野　謙信

2 小学生部門(中学年の部) 壱岐市立石田小学校 山口　颯介

3 小学生部門(高学年の部) 佐世保市立船越小学校 茅原　愛

4 中学生部門 五島市立三井楽中学校 三河　優哉

○審査員特別賞　合計６点

　≪審査員長賞≫
Ｎｏ 部門 学校名 氏名
5 小学生部門(低学年の部) 佐世保市立白南風小学校 濱田　亮太

　≪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) 長崎市立矢上小学校 小井田　俐愛

　≪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) 大村市立竹松小学校 伊藤　世藍

　≪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) 島原市立第一小学校 松永　昇

　≪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 壱岐市立石田中学校 松尾　桃花

　≪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) 諫早市立真津山小学校 岩田　結翔

令和３年度「おいしいよ！食べよう長崎県産品」図画コンクール審査結果



○優秀賞 ※順不同

　≪小学生部門（低学年の部）≫ ７点
Ｎｏ 学校名 氏名
11 雲仙市立神代小学校 宮﨑　笑直

12 島原市立第一小学校 松川　凛咲

13 島原市立第五小学校 成富　杏樹

14 平戸市立大島小学校 宮國　那由多

15 長与町立高田小学校 出口　芽依

16 長崎市立三原小学校 椎葉　誉心

17 松浦市立鷹島小学校 坂本　麗

　≪小学生部門（中学年の部）≫ ８点
Ｎｏ 学校名 氏名
18 諫早市立御館山小学校 園田　幸路

19 壱岐市立初山小学校 榊原　彩未

20 壱岐市立盈科小学校 松木　陽和

21 佐世保市立山手小学校 松野　泰士

22 平戸市立平戸小学校 今川　莉生

23 大村市立西大村小学校 古川　怜奈

24 西海市立大瀬戸小学校 山口　洸々人

25 南島原市立南有馬小学校 植木　美遥

　≪小学生部門（高学年の部）≫ ６点
Ｎｏ 学校名 氏名
26 佐世保市立清水小学校 三宅　杏凛

27 佐世保市立春日小学校 木下　藍瑠

28 諫早市立北諫早小学校 里見　萌音

29 諫早市立真津山小学校 小山　陽人

30 長崎市立女の都小学校 町野　心音

31 島原市立第二小学校 山本　遥加

　≪中学生部門≫ ９点
Ｎｏ 学校名 氏名
32 諫早市立琴海中学校 辻󠄀本　瑛斗

33 佐世保市立日宇中学校 辻󠄀　彩碧

34 平戸市立平戸中学校 山下　愛結

35 平戸市立平戸中学校 濵田　琉生

36 平戸市立田平中学校 川村　駿斗

37 平戸市立田平中学校 赤木　知衣

38 長崎市立東長崎中学校 橋元　穂乃香

39 長崎市立東長崎中学校 里　葉月

40 長崎市立滑石中学校 山口　心瑳



○佳作 ※順不同

　≪小学生部門（低学年の部）≫ ２０点
Ｎｏ 学校名 氏名
41 佐世保市立白南風小学校 小島　愛莉

42 佐世保市立白南風小学校 豊村　遥花

43 佐世保市立山手小学校 松野　光希

44 諫早市立真津山小学校 鈴田　俊介

45 島原市立第四小学校 永尾　咲來

46 島原市立湯江小学校 織田　梨沙

47 南島原市立南有馬小学校 井口　佳奈美

48 平戸市立大島小学校 中尾　友香

49 平戸市立田平北小学校 馬渡　琥太朗

50 五島市立緑丘小学校 野原　幹太

51 西海市立西海東小学校 平瀬　ありす

52 松浦市立志佐小学校 守山　果歩

53 対馬市立豆酘小学校 倉成　隆聖

54 雲仙市立神代小学校 渡邉　日々希

55 長与町立長与小学校 宇野　瑛人

56 長与町立長与小学校 小川　護

57 川棚町立川棚小学校 清水　瑛太朗

58 長崎市立山里小学校 出口　幸歩

59 長崎市立村松小学校 岩下　結梨奈

60 長崎市立畝刈小学校 橋口　慶汰

　≪小学生部門（中学年の部）≫ ２０点
Ｎｏ 学校名 氏名
61 島原市立第一小学校 鹿田　陽斗

62 島原市立第一小学校 野口　こはる

63 島原市立第二小学校 永野　百音

64 壱岐市立勝本小学校 石山　リタ

65 佐世保市立木風小学校 鍬取　輝之介

66 雲仙市立神代小学校 細田　花那

67 西海市立大瀬戸小学校 武宮　敬志

68 対馬市立金田小学校 小島　叶

69 諫早市立飯盛東小学校 山口　杏

70 諫早市立喜々津東小学校 古川　鈴奈

71 諫早市立真津山小学校 林　優希

72 松浦市立今福小学校 岡　慎一郎

73 長与町立長与小学校 草野　悠貴

74 長崎市立戸町小学校 久保　創也

75 長崎市立畝刈小学校 山下　和花

76 長崎市立畝刈小学校 山下　廣人

77 長崎市立山里小学校 内田　茉衣佳

78 長崎市立矢上小学校 久米　一毅

79 長崎市立村松小学校 高増　一央

80 長崎南山小学校 亀山　颯志



○佳作 ※順不同

　≪小学生部門（高学年の部）≫ １６点
Ｎｏ 学校名 氏名
81 島原市立第二小学校 入江　ひなた

82 島原市立第四小学校 松本　莉衣奈

83 佐世保市立金比良小学校 金泉　結愛

84 佐世保市立広田小学校 山口　結士

85 佐世保市立大塔小学校 緒方　友彩

86 壱岐市立勝本小学校 長戸　晴芳

87 五島市立大浜小学校 戸田　紗芳子

88 諫早市立御館山小学校 大坂　小夏

89 平戸市立田平北小学校 藤田　勇人

90 松浦市立志佐小学校 山下　愛翔

91 川棚町立川棚小学校 岩永　梨結

92 長与町立洗切小学校 小野　芽唯

93 長崎市立山里小学校 浅田　桜太朗

94 長崎市立畝刈小学校 富永　唯仁

95 長崎市立南陽小学校 加藤　友美

96 長崎市立小榊小学校 松尾　颯太

　≪中学生部門≫ ２４点
Ｎｏ 学校名 氏名
97 諫早市立長田中学校 冨永　うらら

98 諫早市立高来中学校 早田　梅乃

99 諫早市立高来中学校 木下　若桜

100 諫早市立高来中学校 山﨑　遼太郎

101 五島市立富江中学校 川中　彩希

102 五島市立三井楽中学校 葛岡　凜奈

103 五島市立奥浦中学校 小田　蒼海

104 五島市立奥浦中学校 鍋内　理子

105 平戸市立平戸中学校 俵屋　樟太郎

106 平戸市立平戸中学校 唐津屋　仁

107 平戸市立平戸中学校 木村　日向香

108 平戸市立田平中学校 美明　詩音

109 平戸市立田平中学校 上田　至恩

110 松浦市立今福中学校 徳永　朝斗

111 波佐見町立波佐見中学校 冨永　希

112 長崎市立淵中学校 丸山　智成

113 長崎市立滑石中学校 山口　桃里

114 長崎市立滑石中学校 登島　実優

115 長崎市立滑石中学校 豊田　七之輔

116 長崎市立滑石中学校 平畑　美空

117 長崎市立東長崎中学校 松本　彩花

118 長崎市立東長崎中学校 谷　朱莉

119 長崎市立東長崎中学校 荒木　夏鈴

120 長崎市立東長崎中学校 上戸　純白


