
１　開会のあいさつ　12:30 ～

２　審査員の紹介

３　小学校 低学年（１～３年）の部　12:40 ～

４　小学校 高学年（４～ 6 年）の部　13:20 ～

休憩　14:40 ～ 14:50

５　中学生の部　14:50 ～

６　ゲスト出演　15:40 ～

　　令和２年度小学生低学年の部優勝　原　美波さん

　　令和２年度小学生高学年の部優勝　奥　野乃佳さん

　　令和２年度中学生の部優勝　　　　時岡　優里菜さん

休憩 16:00~16:10

７　審査結果の発表と表彰　16:10 ～

８　講評　16:20 ～

９　受賞者記念撮影　16:30

第 15 回奄美パーク
わらべシマ唄大会プログラム

※　進行状況により時間が変動する場合があります。

令和 3年 11月３日（水・祝）日時 12：30～ 16:30（終了予定）

第15回 奄美パーク 

奄美パーク開園20周年記念奄美パーク開園20周年記念

Youtube 生配信
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※曲名は祖先が大事にしてきたシマ唄の心を尊重し，昭和の初めごろまで使用されていたものに統一

　してあります。ご了承ください。

第 15 回　奄美パークわらべシマ唄大会　出場順

出場者数｜小学生低学年の部 10 名，小学生高学年の部 18 名，中学生の部 10 名，合計 38 名

出場順    名　　　前 　  ふ　り　が　な　  　曲　　　　名         学　 校　 名      学 年     伴    奏     者         囃　　　子

　１  栄　萌桃香　  さかえ　ももか　 行きゅんにゃ加那      古仁屋小学校        １年     永井　しずの      鼎　沙羅

　 ２  石川　瑚々葉  いしかわ　ここは  　 朝花 　　　　        宇宿小学校           ２年     鈴木　侑       石川　謡衣

　 ３  渋谷　千種　  しぶや　ちぐさ　　　 こうき節　　　          宇宿小学校           ２年     渋谷　陽子       渋谷　一帆

　 ４  原口　さつき  はらぐち　さつき     　 朝花　　　　        赤木名小学校       ２年     肥後　芳郎 

　 ５  泉　璃音　　  いずみ　りおん　　　 徳ぬ仙美岳節　        笠利小学校           ２年     濱地　咲笑       泉　奏音

　 ６  要田　朝陽　  ようだ　あさひ　　　 朝花  　                      赤徳小学校           ２年     要田　ののか    要田　ななさ

　 ７  實川　佑之助  さねかわ　ゆうのすけ らんかん橋　　        赤徳小学校           ３年     實川　進之助    實川　結子

　 ８  奈良　恵美　  なら　めぐみ　　 朝花　　　　        笠利小学校           ２年     濱地　咲笑       奈良　歩美

　 ９  東原　光虹　  ひがしはら　ここ  行きゅんにゃ加那      古仁屋小学校       ２年     永井　しずの      鼎　沙羅

　 10  前島　美依菜  まえしま　みいな  朝花　　　　        宇宿小学校 　      ２年     濱地　咲笑        濱地　咲笑

出場順　  名　　前　 　  ふ　り　が　な　  　曲　　　　名         学　 校　 名      学 年     伴    奏     者         囃　　　子

    11  森　咲月　　     もり　さつき              国直よね姉       古仁屋小学校        ４年    永井　しずの       永井　しずの

    12  朝　そら  あさ　そら              請くま慢女         赤木名小学校　    ６年    朝　木綿子       朝　木綿子

    13  西　倖芽  にし　こうめ              行きゅんにゃ加那       赤徳小学校            ６年    平　久美       井上　もえ

    14  鼎　沙羅  かなえ　さら　              黒だんど                     古仁屋小学校        ６年    白戸　姫夏       白戸　姫夏

    15  井上　もえ  いのうえ　もえ              上がれ日ぬ春加那　   赤徳小学校          ５年     平　久美       西　倖芽

    16  瀬本　なみ  せもと　なみ              糸くり節  　　           古仁屋小学校        ４年    白戸　姫夏       白戸　姫夏　

    17  津畑　杏朱  つばた　あんじゅ           野茶坊                        奄美小学校          ５年　平田　まりな       新城　琉花

    18  鈴木　仁士  すずき　まさと              朝花                      宇宿小学校          ５年     鈴木　侑       鈴木　侑

    19  岩崎　想  いわさき　そう              行きゅんにゃ加那       龍郷小学校          ６年     平　久美       西　倖芽

    20  竹本　優菜  たけもと　ゆうな            らんかん橋       赤徳小学校          ４年     平　久美       井上　もえ

    21  渡辺　初陽  わたなべ　はつひ          らんかん橋       古仁屋小学校        ６年    永井　しずの       鼎　沙羅

    22  川見　奏音  かわみ　かのん              行きゅんにゃ加那       赤木名小学校        ４年    肥後　芳郎 

    23  麓　世羽璃  ふもと　ようり              野茶坊　       名瀬小学校          ５年    平田　まりな       津畑　杏朱

    24  中棚　一花  なかだな　いちか          イトゥ                     赤木名小学校        ４年    肥後　芳郎       川見　奏音

    25  泉　奏音  いずみ　かなん　          花染節                     笠利小学校          ６年    濱地　咲笑       

    26  新城　琉花  しんじょう　るか              請くま慢女       奄美小学校          ４年    平田　まりな       平田　まりな

    27  渋谷　一帆  しぶや　いちほ              イトゥ                     宇宿小学校          ４年    渋谷　陽子       渋谷　千種

    28  瀧田　結来  たきだ　ゆら              豊年節　　       赤木名小学校        ４年    肥後　芳郎        

出場順　  名　　前　 　 ふ　り　が　な　  　曲　　　　名 　     学　 校　 名     学 年     伴    奏    者 　     囃　　　子

    29   萩原　ふく   はぎわら　ふく     黒だんど                 芦花部中学校       １年     萩原　かほ       萩原　かほ

    30   白間　心音   しらま　ここね    野茶坊                  朝日中学校           1年                    藤原　梨月香

    31   嶋田　晴菜   しまだ　はるな   嘉徳なべ加那　        赤徳中学校           3年     平　久美       

    32   朝岡　歩紀花   あさおか　ほのか 今ぬ風雲　                赤木名中学校       ３年  　  千田　真帆

    33   藤原　梨月香   ふじはら　りっか 嘉徳なべ加那　        名柄中学校           1年

    34   要田　ななさ   ようだ　ななさ   よいすら                  赤徳中学校           ３年                          要田　ののか

    35   奈良　歩美   なら　あゆみ      よいすら             笠利中学校           1年     濱地　咲笑       濱地　咲笑 

    36   千田　真帆   せんた　まほ     太陽ぬ落てまぐれ     赤木名中学校       １年　  肥後　芳郎       朝岡　歩紀花

    37   濱地　咲笑   はまじ　さえ      野茶坊                笠利中学校           1年

    38   白戸　姫夏   しらと　ひめか     よいすら　　              古仁屋中学校       ３年                 鼎　沙羅  

    小学生　高学年の部（18 名）

小学生　低学年の部（10 名） 中学生の部（10 名）

奄美のシマ唄を
たくさんの人に届けよう

奄美のシマ唄を
たくさんの人に届けよう

奄美のシマ唄を
たくさんの人に届けよう
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