
地区名 番号 市町村 学校名 学年 名前 ふりがな 作品タイトル

1 茨城県取手市 4 取手市 藤代南中学校 ２年 造倉　愛梨 ぞうくら　あいり 青の夢幻

2 埼玉県朝霞班 101 朝霞市 朝霞第二中学校 ３年 安島　凉泉 あじま　すず 境目ん

3 埼玉県朝霞班 104 朝霞市 朝霞第五中学校 ３年 村山　春菜 むらやま　はるな 夏の風

4 埼玉県朝霞班 107 志木市 志木第二中学校 ３年 飯塚　陽菜子 いいつか　ひなこ 今の私を好きでいてください

5 埼玉県朝霞班 108 志木市 志木第二中学校 ３年 山口　希夏 やまぐち　ののか 宝

6 埼玉県川越市 121 川越市 富士見中学校 ３年 後藤　翠 ごとう　みどり ブリーズ

7 埼玉県川越市 123 川越市 城南中学校 ３年 川畑　玲依 かわはた　れい あふれでる想像力

8 埼玉県川越市 125 川越市 高階中学校 ３年 徳永　陽大 とくなが　はる 決断と歩みの瞬間

9 千葉県印旛地区 203 佐倉市 西志津中学校 ２年 馬庭　実佳子 まにわ　みかこ 「待合わせは午後３時ね！」

10 千葉県印旛地区 207 成田市 成田中学校 ３年 陳　鈺歆 ちん  ゆいしん　 私以外

11 千葉県印旛地区 213 栄町 栄中学校 ３年 塩田　芙唯 しおだ　ゆい　 とある教室

12 千葉県印旛地区 214 栄町 栄中学校 ３年 味戸　苺香 あじと　もか 金魚

13 千葉県印旛地区 222 白井市 桜台中学校 ２年 山根　心 やまね　しん 反抗

14 福井県 410 鯖江市 中央中学校 ３年 山本　芳里菜 やまもと　かりな 木漏れ日

15 福井県 411 鯖江市 中央中学校 ３年 加藤　花 かとう　はな 落ちた‼

16 福井県 413 鯖江市 中央中学校 ３年 山田　珠寿妃 やまだ　みずき 逃避行

17 福井県 422 越前市 武生第一中学校 ３年 宮崎　遥 みやざき　はるか 橋

18 福井県 431 敦賀市 松陵中学校 ３年 佐野　心泉 さの ここみ 5565日のピース

19 福井県 432 敦賀市 松陵中学校 ３年 糊谷　妃香 のりたに ひめか ありがとうを伝えに
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20 福井県 433 敦賀市 松陵中学校 ２年 髙木　愛花 たかぎ めいか 重なる記憶

21 福井県 441 敦賀市 粟野中学校 ３年 小林　愛 こばやし　あい 最後の感謝を。

22 福井県 445 敦賀市 粟野中学校 ３年 松下　心咲 まつした　みさき 私の非常口

23 滋賀県 502 大津市 打出中学校 ３年 木下　藍 きのした あい 努力の報酬

24 滋賀県 504 守山市 明富中学校 ３年 勝見　めぐ かつみ めぐ どんな姿も愛しい

25 滋賀県 505 守山市 明富中学校 ３年 津田　敬土 つだ けいと 過ぎていく記憶の中で

26 滋賀県 515 彦根市 中央中学校 ３年 坂田　ちはる さかた ちはる また会う日まで

27 滋賀県 516 彦根市 中央中学校 ３年 藤居　莉世 ふじい りせ 自分だけの世界

28 滋賀県 522 大津市 瀬田北中学校 ３年 東出 淳志 ひがしで あつし モラトリアム

29 堺市 601 堺市 鳳中学校 ３年 山本　芽依 やまもと　めい 曾祖母の炊事場

30 堺市 602 堺市 南八下中学校 ３年 平井　くるみ ひらい　くるみ みちしるべ

31 堺市 603 堺市 旭中学校 ３年 浦本　瑞希 うらもと　みずき 抜け出して

32 堺市 605 堺市 金岡北中学校 ３年 藤原　麻央 ふじわら　まお 捻れ

33 堺市 607 堺市 金岡南中学校 ２年 黒田　咲希 くろだ　さき Clear blue

34 堺市 616 堺市 金岡北中学校 ２年 川部　涼子 かわべ　りょうこ 胡蝶の夢

35 堺市 617 堺市 金岡北中学校 ３年 千葉　吏留 ちば　りる 私の３年

36 奈良市 704 奈良市 登美ヶ丘北中学校 ３年 矢嶋    千草 やじま  ちぐさ 絵画進化論

37 奈良市 712 奈良市 伏見中学校 ３年 岩城   芙実香 いわき   ふみか Chloroplast Wonderland

38 奈良市 714 奈良市 伏見中学校 ３年 杉本   菫 すぎもと    すみれ ここから出たい

39 奈良市 715 奈良市 伏見中学校 ３年 供田   理子 ともだ   りこ カイブツのいる街

40 奈良市 716 奈良市 伏見中学校 ３年 山本   晃太 やまもと   こうた 16時30分



41 兵庫県明石市 811 明石市 魚住中学校 ２年 尾花　歩 おばな　あゆむ 本音

42 兵庫県明石市 813 明石市 魚住中学校 ２年 砂泊　杏奈 すなとまり　あんな 崩壊の世界

43 岡山県美作地区 819 津山市 津山東中学校 ３年 松岡　春妃 まつおか　はるひ 一線、超えたら

44 沖縄県 901 南城市 知念中学校 ２年 運天　健貴 うんてん　たつき バーン！！

45 沖縄県 904 与那原町 与那原中学校 ３年 當間　 華鈴 とうま　かりん 大切なもの

46 沖縄県 908 南風原町 琉大付属中学校 ３年 天野　よいひ あまの　よいひ イデアの鼓動

47 沖縄県 913 那覇市 金城中学校 ３年 友知　優里亜 ともち　ゆりあ 友人

48 沖縄県 915 西原町 西原中学校 ３年 久貝　りり くがい　りり 結びの部屋


