
番号 部門 氏名 演題 都道府県 学校名等

0 基準弁論 平山　佳世 いろんな人との共存 和歌山県 高野山高等学校

1 一般の部 林　　奈那
はやし　　　　　　　　　な　　な

高齢化時代の歯科医療を目指して 千葉県 明海大学

2 一般の部 水嶋　恵利那
　みずしま　　　　　　え　　　り　　　な

今、万葉を残すとき 東京都 会社員

3 一般の部 君塚　翔伍
　きみ　づか　　　　しょう　ご

未来の教え子に伝えたいこと 千葉県 明海大学 

4 一般の部 國永　大二郎
　くになが　　　　　　だい　　じ　　ろう

塀の上の私たち～非行少年の社会復帰を願って～ 鳥取県 司法修習生

5 一般の部 保坂　和幸
　ほ　さか　　　　　　かず　ゆき

失われた教えは形を変えて 東京都 会社員

6 一般の部 島田　美蝶
　しま　だ　　　　　　　み　ちょう

2つの文化の間で生きて 千葉県 明海大学 

7 一般の部 澤田　真衣
　さわ　だ　　　　　　　ま　　い

Now is the time for action. 北海道 藤女子大学

8 一般の部 有馬　優
　あり　ま　　　　　　ゆう

語られざる遺産 神奈川県 横浜国立大学職員

9 一般の部 水野 凜
　みず　の　　　　りん

「戦後最悪」の今だからこそ 山梨県 都留文科大学

10 一般の部 池田 真浩
　いけ　だ　　　　まさ　ひろ

誤解から理解へ 高知県 高知トーストマスターズクラブ

11 一般の部 加藤　実優
　か　とう　　　　　　　み　　ゆう

声を形に 東京都 日本女子大学

12 一般の部 谷本　英俊
　たに　もと　　　　　ひで　　とし

8月31日の夜に抱いた違和感 埼玉県 事務職

13 一般の部 鈴木　遥香
　すず　き　　　　　　はる　か

もうひとつの「O-MO-TE-NA-SHI」 千葉県 明海大学 

14 一般の部 杉本　政明
　すぎ　もと　　　　　まさ　　あき

１００日間の修行生活から学んだこと ～現代の日本に必要なものとは何か～ 和歌山県 高野山大学

15 一般の部 西根　朋子
　にし　ね　　　　　　とも　　こ

時代の変化に心の変化を 神奈川県

1 中高生の部 佐藤　美咲
　さ　　　とう　　　　　み　　さき

心の復興 岡山県 おかやま山陽高等学校

2 中高生の部 横山　大悟
　よこ　やま　　　　　だい　　ご

暗闇から抜け出す、小さな一歩 愛知県 東海中学校

3 中高生の部 山本　千景
　やま　もと　　　　　　ち　かげ

脱･「通じないかも」 奈良県 奈良学園登美ヶ丘中学校

4 中高生の部 藤川　芽衣
　ふじ　かわ　　　　　め　　い

子供を産み育てる 福島県 安積高等学校

5 中高生の部 影山　和佳奈
　かげ　やま　　　　　わ　　か　　　な

守る盾、繋ぐ架け橋 群馬県 関東学園大学附属高等学校

6 中高生の部 岩間　俊作
　いわ　ま　　　　　　しゅん　さく

資源を大切に 奈良県 奈良学園登美ヶ丘高等学校

7 中高生の部 石田　怜美
　いし　だ　　　　　　　さと　　み

格差　――２つの視点から 千葉県 敬愛学園高等学校

8 中高生の部 山崎　流樹
　やま　ざき　　　　　る　　　き

スカートをはいたっていいじゃないか 北海道 北海道旭川西高等学校

9 中高生の部 竹中　那琉世
　たけ　なか　　　　　な　　　る　　　せ

マイルドヤンキーが日本を救う 石川県 穴水高等学校

10 中高生の部 小山田未来
　お　　やま　　だ　　み　　　く

動心 佐賀県 東明館学園東明館高等学校

11 中高生の部 後藤　友理哉
　ご　　とう　　　　　　　ゆ　　り　　　や

ま　ち 北海道 札幌第一高等学校

12 中高生の部 江濵　陽莉
　え　　はま　　　　　　ひより

灰になった折り鶴が教えてくれたこと 長崎県 波佐見高等学校

13 中高生の部 土倉　早貴
　つち　くら　　　　　　さ　　　き

ママの応援団になりたい 石川県 鹿西高等学校

14 中高生の部 山垣　茉桜子
　やま　がき　　　　　ま　　　お　　　こ

ワーキングママの労働問題 福島県 会津高等学校

15 中高生の部 瀨川　真由
　せ　がわ　　　　　　ま　　　ゆ

見上げれば、虹色の空 北海道 立命館慶祥高等学校

16 中高生の部 末吉　未空
　すえ　よし　　　　　　み　　く

世界中の子どもたちとハッピーになりたい 沖縄県 陽明高等学校

17 中高生の部 藤田　千尋
　ふじ　た　　　　　　　ち　　ひろ

シルバーはブラックではない 茨城県 水海道第二高等学校

18 中高生の部 遠藤　真生
　えん　どう　　　　　　ま　　お

間～あわい～を生きる 北海道 北海高等学校

19 中高生の部 石嶺　杏奈
　いし　みね　　　　　あん　な

９．１８の未来 沖縄県 読谷高等学校

20 中高生の部 髙橋　章一郎
　たか　はし　　　　　しょういちろう

相(ＡＩ)棒 茨城県 石下中学校

21 中高生の部 山下　花
　やま　した　　　　　はな

笑顔がボッチを撲滅する 和歌山県 高野山学園高野山高等学校

22 中高生の部 植田　涼香
　うえ　だ　　　　　　　すず　か

いなくなればいい存在 茨城県 太田第一高等学校

23 中高生の部 原口　侑芽
　はら　ぐち　　　　　ゆ　　め

主役は私、輝け自分 鹿児島県 日本航空高等学校

24 中高生の部 永井　莉音
　なが　い　　　　　　　り　　お

物語と共に生きる 千葉県 千葉敬愛高等学校

25 中高生の部 中村　祐真
　なか　むら　　　　　ゆう　　ま

ストップ！ 若者の政治離れ 東京都 宝仙学園高等学校共学部理数インター


