
市町村名 学　校　名 学　年 氏　　　　　　　名 表　　　　　　　題 賞

名瀬市 朝日小学校 小1 はまだ　りん 「るりちゃんとるりかけす」 最優秀賞
徳之島町 亀津小学校 小１ まえだ　りお 「おつきさまにあったおんなのこ」 優秀賞
徳之島町 亀津小学校 小１ みやの　こころ 「ここちゃんとのりちゃん」 優秀賞
名瀬市 伊津部小学校 小1 おだ　ありさ 「たのしいネリヤがっこう」 佳作
名瀬市 奄美小学校 小1 うえの　みずき 「わたしのとけいそう」 佳作
龍郷町 戸口小学校 小1 まつお　はづき 「りんご　コロコロ」 佳作

徳之島町 亀徳小学校 小１ すぎ　かなこ 「ねこのみいちゃん」 佳作
徳之島町 亀徳小学校 小１ ふくだ　あいり 「くもとわたし」 佳作

市町村名 学　校　名 学　年 氏　　　　　　　名 表　　　　　　　題 賞

名瀬市 朝日小学校 小2 いわいばら　ひより 「カニのさんぱつやさん」 最優秀賞
住用村 市小学校 小2 よういね　つくし 「つくとたくの大物つり」 優秀賞
龍郷町 龍郷小学校 小2 長吉　えりな 「ふたりはなかよし」 優秀賞
名瀬市 朝日小学校 小2 やなぎの　ふみあき 「やぎじまなみのり大会」 優秀賞
名瀬市 伊津部小学校 小2 中里　のぞみ 「まじょの子のんちゃん」 佳作
名瀬市 崎原小学校 小2 菊野　花鈴 「いじめられっこの子魚」 佳作
名瀬市 小宿小学校 小2 山下　しょうたろう 「ハムスターのぼうけん」 佳作
名瀬市 知根小学校 小2 上はた　天しょう 「キノボリトカゲのまあくん」 佳作

徳之島町 亀徳小学校 小２ 玉り　日な子 「犬になったよ」 佳作
徳之島町 亀徳小学校 小２ あき丸　あや 「白い犬のぼうけん」 佳作
徳之島町 亀徳小学校 小２ 日あさ　あゆ 「きつねのおや子」 佳作

市町村名 学　校　名 学　年 氏　　　　　　　名 表　　　　　　　題 賞

名瀬市 小宿小学校 小3 福井　美愉 「子ぐまのウーたんのよいことさがし」 最優秀賞
名瀬市 小宿小学校 小3 福井　美愉 「魔女とジャック」 優秀賞
龍郷町 龍郷小学校 小3 田原迫　こうすけ 「ケンムン」 優秀賞
龍郷町 円小学校 小3 大山　雄司 「うちゅう人のおんがえし」 佳作
名瀬市 伊津部小学校 小3 三原　梨紗子 「ネリヤの里からのおくりもの」 佳作
名瀬市 小宿小学校 小3 村田　幸加 「バラとスミレ」 佳作
名瀬市 小宿小学校 小3 三うら　あ美 「ぼく，がんばるよ」 佳作
与論町 茶花小学校 小3 ほりのうち　ふみな 「三びきのぼうけん」 佳作
喜界町 小野津小学校 小3 田川　かな子 「コンとぴょんの大じけん」 佳作
天城町 天城小学校 小3 杉山　美波 「願いをかなえてくれる金魚」 佳作
伊仙町 面縄小学校 小3 富田　瑞葵 「動かなくなったコロ」 佳作

市町村名 学　校　名 学　年 氏　　　　　　　名 表　　　　　　　題 賞

喜界町 阿伝小学校 小4　 平　貴乃 「ターンのぼうけん」 最優秀賞
住用村 市小学校 小4　 坂元　文香 「幸せはこぶ　島ハブ」 優秀賞
名瀬市 朝日小学校 小4　 豊島　慧士 「あまみこ島の八平」 優秀賞
名瀬市 伊津部小学校 小4　 森本　みこ 「神の集う森」 佳作
名瀬市 芦花部小学校 小4　 日高　美由貴 「小鳥と負けずきらいのカラス」 佳作
住用村 市小学校 小4　 丸山　大輝 「ポン太のぼうけん」 佳作
名瀬市 朝日小学校 小4　 米山　恭子 「夢ちゃんのぼうけん」 佳作
名瀬市 小宿小学校 小4　 川田　小夏 「ピノキヨ」 佳作
名瀬市 小宿小学校 小4　 田中　杏菜 「にんじゃみならいのしけん」 佳作
和泊町 大城小学校 小4　 和田　拓実 「ナオミンの不思議な旅」 佳作
喜界町 上嘉鉄小学校 小4　 藤山　万理乃 「どうする　六人」 佳作
喜界町 小野津小学校 小4　 はまだ　やまと 「いたずらまじょなつき」 佳作
知名町 住吉小学校 小4　 みつぎ　あおい 「なかよし双子のぼうけん」 佳作

徳之島町 亀津小学校 小4　 中野　蓮萌 「はんしゃりおぼらだれん」 佳作

小学　３　年生の部　入賞者名簿

小学　４　年生の部　入賞者名簿

第１回ネリヤカナヤ創作童話コンクール入賞者・学校賞
小学　１　年生の部　入賞者名簿

小学　２　年生の部　入賞者名簿



市町村名 学　校　名 学　年 氏　　　　　　　名 表　　　　　　　題 賞

喜界町 阿伝小学校 小5 平　万里那 「デビルミイナの変身」 最優秀賞
名瀬市 小宿小学校 小5 石田　夏実子 「びっきゃの『ビッキー』」 優秀賞

徳之島町 亀津小学校 小5 常田　麻以 「小人のまじない屋」 優秀賞
徳之島町 亀徳小学校 小5 名城　秋花 「ふしぎなシャボン玉」 優秀賞
瀬戸内町 阿木名小学校 小5 上久保　千波 「不思議な冒険」 佳作
名瀬市 小宿小学校 小5 紺屋　遥輝 「ねらわれた夢」 佳作
名瀬市 小宿小学校 小5 鈴木　瞳 「わたしの不思議な思い出」 佳作
喜界町 滝川小学校 小5 成田　愛香 「スズメ郵便いらっしゃい」 佳作
喜界町 滝川小学校 小5 牧野　愛奈 「きみょうなへんネコ」 佳作

徳之島町 亀津小学校 小5 元山　弥香 「宝石をさがしだせ！」 佳作
徳之島町 亀津小学校 小5 福田　愛莉奈 「題名と主人公を」 佳作
徳之島町 花徳小学校 小5 東郷　薫 「一人っ子のベンとドラ」 佳作
徳之島町 花徳小学校 小5 久永　悠平 「人生を変えた夢」 佳作

市町村名 学　校　名 学　年 氏　　　　　　　名 表　　　　　　　題 賞

笠利町 緑が丘小学校 小6 中嶋　紬 「シン。時を越えて」 最優秀賞
伊仙町 伊仙小学校 小6 松　しずか 「おじいちゃんの三線」 優秀賞
龍郷町 円小学校 小6 柿　裕佳里 「奄美の妖精」 優秀賞

瀬戸内町 油井小学校 小6 秀岡　晃祐 「ぼくのマジックボール」 佳作
龍郷町 龍郷小学校 小6 長吉　彩花 「くじら浜伝説」 佳作

瀬戸内町 阿木名小学校 小6 蓑輪　優輝子 「ネリヤカナヤの旅」 佳作
瀬戸内町 阿木名小学校 小6 鶴薗　博樹 「マングースとハブ」 佳作
知名町 住吉小学校 小6 伊集院　恵美 「貝になったパール」 佳作
龍郷町 円小学校 小6 村田　いつか 「ルリカケスの声」 佳作

瀬戸内町 久慈小学校 小6 昌谷　幸 「ジョンと愉快な仲間たち」 佳作
瀬戸内町 久慈小学校 小6 要　瑞穂 「夢がかなった一年」 佳作
名瀬市 朝日小学校 小6 宮　奈津美 「クロウサギの森」 佳作
喜界町 阿伝小学校 小6 春日　沙耶奈 「私をいじめるなぁ『あるアヒルの日記より』」佳作

徳之島町 花徳小学校 小6 直　明日香 「天使と悪魔のおにごっこ」 佳作

市町村名 学　校　名 学　年 氏　　　　　　　名 表　　　　　　　題 賞

瀬戸内町 久慈中学校 中2 武田　明日香 「ヤっくんのシッポ」 最優秀賞
徳之島町 亀津中学校 中3 明村　絢美 「探しもの」 優秀賞
徳之島町 亀津中学校 中3 當　幸姫美 「ややの夏」 優秀賞
天城町 北中学校 中3 田畑　みさき 「夕日」 優秀賞

徳之島町 亀津中学校 中2 新田　百香 「天国と地獄」 優秀賞
徳之島町 亀津中学校 中2 勝田　瑞穂 「真夏の十日間」 優秀賞
喜界町 第二中学校 中2 池尾　彩子 「小さなカニの大冒険」 優秀賞

瀬戸内町 久慈中学校 中3 池山　桃子 「僕の色を求めて」 佳作
瀬戸内町 久慈中学校 中3 大江　聖志 「魔王と小覇王」 佳作
宇検村 田検中学校 中3 元井　文乃 「星に泣く人」 佳作

瀬戸内町 古仁屋中学校 中3 供利　幸乃 「初めて冒険をする王子様」 佳作
名瀬市 小宿中学校 中1 福井　美乃 「虹の民物語～飛び立つ白い鳥～」 佳作
名瀬市 金久中学校 中1 池田　千紘 「アオくんとしょうちゃん」 佳作
名瀬市 金久中学校 中１ 泊　華野子 「奄美の森の昔話」 佳作
与論町 与論中学校 中3 池田　拓也 [人になるまで」 佳作
与論町 与論中学校 中3 向井　実樹成 「善悪の瓶」 佳作
与論町 与論中学校 中3 箕作　奏良 「天国と地獄」 佳作
与論町 与論中学校 中3 川上　夏希 「さきちゃんと小人達と虹の石」 佳作
与論町 与論中学校 中3 川畑　絢芳 「幸せを探して」 佳作
知名町 知名中学校 中1 大平　弦哉 「わにと月のはなし」 佳作
笠利町 赤木名中学校 中3 伊集院　さやか 「夜明け前」 佳作

小学　６　年生の部　入賞者名簿

中学生の部　入賞者名簿

小学　５　年生の部　入賞者名簿



市町村名 学　校　名 学　年 氏　　　　　　　名 表　　　　　　　題 賞

名瀬市 大島高等学校 高2 前田　聡子 「命どぅ宝」 最優秀賞

龍郷町 大島養護学校 高2 畠中　美香 「ネリヤカナヤの贈り物」 優秀賞

与論町 与論高等学校 高2 重久　愛 「秘密のたまご」 優秀賞

名瀬市 大島高等学校 高3 栄　麻美 「アノマの夢物語」 佳作

名瀬市 大島工業高等学校 高2 盛　美晴 「そして，僕らは。」 佳作

与論町 与論高等学校 高2 町　尚美 「地上におりた天使」 佳作

名瀬市 奄美高等学校 高１ 山口　卓 「お地蔵様お地蔵様」 佳作

徳之島町

市　町　村　名 学　　校　　名

名瀬市
名 　瀬　市　立  小　宿　小　学　校

名　 瀬　市　立  朝　日　小　学　校

徳之島町 徳 之 島 町 立　亀　津　中  学　校

与　論　町 与　論 　町  立　与　論　中　学　校

　　                      　（中学校の部）

市　町　村　名 学　　校　　名

瀬戸内町 瀬 戸 内 町 立　久　慈　中　学　校

徳 之 島 町 立　亀　津　小　学　校

徳 之 島 町 立　亀　徳　小  学　校

高校生の部　入賞者名簿

　　                                     学　　校　　賞　　

　　                      （小学校の部）


