
○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） 川棚町立小串小学校 水田　凜太朗さん

2 小学生部門（中学年の部） 諫早市立喜々津東小学校 熊本　菖蒲さん

3 小学生部門（高学年の部） 長与町立洗切小学校 小野　和歌さん

4 中学生部門 佐世保市立相浦中学校 小瀨良　樹里さん

○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 佐世保市立相浦中学校 岩松　未華さん

　 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） 佐世保市立日野小学校 鴨川　莉子さん

　 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） 長崎市立矢上小学校 川野　悠登さん

　 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） 西海市立大瀬戸小学校 原口　昂大さん

　 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 長崎市立横尾中学校 齋藤　梢さん

　 長崎県学校給食会理事長賞
Ｎｏ 部門 学校名 氏名

10 中学生部門 川棚町立川棚中学校 古賀　風羽さん

○優秀賞　１０点
Ｎｏ 部門 学校名 氏名

11 小学生部門（低学年の部） 佐世保市立春日小学校 井手　めいさん

12 小学生部門（低学年の部） 雲仙市立神代小学校 黒木　優衣さん

13 小学生部門（低学年の部） 佐世保市立猪調小学校 山口　ましろさん

14 小学生部門（中学年の部） 長崎精道小学校 森廣　紀保さん

15 小学生部門（中学年の部） 島原市立第四小学校 石塚　陽さん

16 小学生部門（高学年の部） 佐世保市立庵浦小学校 大谷　麻央さん

17 中学生部門 長崎市立横尾中学校 横石　ひなたさん

18 中学生部門 平戸市立野子中学校 北吉　華美さん

19 中学生部門 長崎市立東長崎中学校 中山　愛理さん

20 中学生部門 長崎市立岩屋中学校 早瀬　慎一郎さん
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○佳作
≪小学生部門（低学年の部）≫　１７点

Ｎｏ 学校名 氏名

21 佐世保市立日宇小学校 眞野　こはるさん

22 佐世保市立天神小学校 犬塚　雄吾さん

23 佐世保市立中里小学校 福本　遥香さん

24 佐世保市立日野小学校 諸橋　こはるさん

25 平戸市立度島小学校 德本　楓さん

26 五島市立福江小学校 福田　玲依さん

27 長崎市立女の都小学校 平野　愛和さん

28 大村市立大村小学校 竹原　咲桜さん

29 長崎市立日見小学校 大木　梨愛さん

30 長崎市立蚊焼小学校 尾上　秀音さん

31 時津町立時津小学校 満嶋　琉月さん

32 長崎精道小学校 石田　りりこさん

33 島原市立第一小学校 森田　菜々子さん

34 佐世保市立山手小学校 森　夢叶さん

35 雲仙市立南串第一小学校 森下　明日香さん

36 雲仙市立南串第一小学校 森下　大空さん

37 佐世保市立黒髪小学校 大曲　萌愛さん

≪小学生部門（中学年の部）≫　１２点
Ｎｏ 学校名 氏名

38 平戸市立度島小学校 田口　美佐さん

39 佐世保市立中里小学校 百枝　美音さん

40 佐世保市立日野小学校 森　賢太郎さん

41 雲仙市立多比良小学校 前田　優芽さん

42 長崎精道小学校 石田　ゆりかさん

43 長崎精道小学校 松永　桃和さん

44 諫早市立上諫早小学校 東川　航大さん

45 島原市立第一小学校 酒井　駿輔さん

46 諫早市立伊木力小学校 原田　歩美さん

47 諫早市立伊木力小学校 下川　真依さん

48 長崎市立高城台小学校 池田　桜子さん

49 大村市立鈴田小学校 山口　真央さん
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≪小学生部門（高学年の部）≫　８点
Ｎｏ 学校名 氏名

50 佐世保市立日野小学校 中牟田　彩羽さん

51 佐世保市立相浦小学校 吉田　悠太郎さん

52 佐世保市立天神小学校 筒井　雅優さん

53 佐世保市立世知原小学校 小林　彩絵さん

54 佐世保市立世知原小学校 岡﨑　七海さん

55 諫早市立上諫早小学校 川上　陽菜乃さん

56 諫早市立上諫早小学校 野口　由珠さん

57 佐世保市立黒髪小学校 出雲　結葉さん

≪中学生部門≫　３０点
Ｎｏ 学校名 氏名

58 佐世保市立相浦中学校 久家　明日香さん

59 佐世保市立相浦中学校 安達　李穂さん

60 川棚町立川棚中学校 一瀬　友香さん

61 川棚町立川棚中学校 吉田　亘希さん

62 川棚町立川棚中学校 北村　未幸来さん

63 南島原市立北有馬中学校 溝田　萌莉さん

64 新上五島町立魚目中学校 網田　ゆきのさん

65 長崎市立横尾中学校 江島　花梨さん

66 長崎市立横尾中学校 山本　漸さん

67 長崎市立横尾中学校 本田　有花さん

68 平戸市立野子中学校 柴山　絢生さん

69 平戸市立野子中学校 楠富　日菜乃さん

70 雲仙市立国見中学校 吉田　花恋さん

71 雲仙市立国見中学校 高木　佑介さん

72 長崎市立東長崎中学校 吉田　知美さん

73 長崎市立東長崎中学校 宮﨑　美有さん

74 長崎市立東長崎中学校 田中　愛子さん

75 長与町立高田中学校 浅野　俊さん

76 長崎市立式見中学校 林　晴香さん

77 長崎市立式見中学校 上田　菜々美さん

78 長崎市立日吉中学校 峯　あすかさん

79 長崎市立南中学校 小川　琉輝さん

80 南島原市立加津佐中学校 田中　翔陽さん

81 南島原市立加津佐中学校 立石　隼士さん

82 南島原市立加津佐中学校 森北　詩音さん

83 南島原市立加津佐中学校 宇野　柊馬さん

84 長崎市立山里中学校 口木　孝太郎さん

85 長崎市立山里中学校 深堀　愛海さん

86 長崎市立山里中学校 佐藤　亜季さん

87 長崎市立山里中学校 宮副　のぞみさん
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