
名前 県名 学校名 学年 成績
斉藤悦子 神奈川県 一般 特選
田中理恵 神奈川県 一般 特選
馬場友紀 埼玉県 一般 特選
宇留賀樹雪 長野県 一般 特選
小万悠希 東京都 一般 特選
村嶋李春 埼玉県 一般 特選
徳永芳園 長野県 一般 特選
胡桃扶雪 長野県 一般 特選
吉澤一華 長野県 一般 特選
宇留賀樹雪 長野県 一般 特選
田中湖春 長野県 一般 特選
山崎紅華 埼玉県 一般 特選
永島 明理 東京都 一般 特選
市原正直 東京都 一般 特選
村山友硯 茨城県 一般 特選
白倉翠娟 大阪府 一般 特選
前田由紀子 埼玉県 一般 特選
竹田美保 東京都 一般 特選
佐籐 理 東京都 一般 特選
小川沙織 広島県 一般 特選
樋爪あゆ美 富山県 富山県立高岡南高等学校 2 特選
見越　茜 東京都 保谷高校 1 特選
上田さくら 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 3 特選
野村多来 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 特選
薄井　月 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 特選
高木知優 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 特選
藤本恭次 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 特選
中野慶天 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 特選
皆見好美 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 特選
川崎麻愛 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 特選
山田紗那子 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 特選
前泊樹愛 沖縄県 宮古高等学校 1 特選
平良砥希 沖縄県 宮古高等学校 1 特選
島尻菜乃葉 沖縄県 宮古高等学校 1 特選
山口希愛 沖縄県 宮古高等学校 1 特選
古堅彩佳 沖縄県 宮古高等学校 2 特選
池間　新 沖縄県 宮古高等学校 2 特選
仲宗根実里 沖縄県 宮古高等学校 2 特選
砂川由磨 沖縄県 宮古高等学校 2 特選
上地心陽 沖縄県 宮古高等学校 2 特選
庄司光咲子 兵庫県 神戸甲北高等学校 3 特選
市村　葵 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 特選
辻　杏奈 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 特選
池永詩音 兵庫県 神戸甲北高等学校 1 特選
舛永咲悦 大分県 福徳学院高等学校 3 特選
小泉勇太 東京都 都立王子特別支援学校 3 特選
小林咲南 埼玉県 三輪田学園高等学校 1 特選
青山寮凌 広島県 広島県立福山明王台高校 1 特選
石田紗也 東京都 国際基督教大学高等学校 2 特選
新城咲来 沖縄県 沖縄県立浦添高校 1 特選
堀籠美海 宮城県 富谷高校 3 特選
駿河実侑 宮城県 古川学園高校 3 特選
仲本妃七野 沖縄県 宮古総合実業高等学校 3 特選
上里康希 沖縄県 宮古総合実業高等学校 3 特選
渡久山心愛 沖縄県 宮古総合実業高等学校 2 特選
久貝杏里 沖縄県 宮古総合実業高等学校 1 特選
塩見芽生 東京都 私立明星高校 2 特選
須見明紗花 兵庫県 雲雀丘学園高等学校 3 特選
吉村明子 山口県 野田学園高等学校 2 特選
上田充桜 大阪府 東大阪市立日新高等学校 2 特選
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古賀実咲 大阪府 東大阪市立日新高等学校 3 特選
上里麗華 沖縄県 泊高等学校定時制課程夜間部 4 特選
宮里直樹 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 特選
浦崎　華 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 特選
赤嶺千寿 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 特選
新川蓮太 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 特選
比屋根莱夢 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 特選
伊禮颯花 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 特選
比嘉　大 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 特選
徳門　慧 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 特選
星見　愛心 東京都 私立東京高等学校 2 特選
中島　翔 東京都 私立東京高等学校 2 特選
山田　健太 東京都 私立東京高等学校 2 特選
馮　優華 東京都 私立東京高等学校 2 特選
堀口　渚咲 東京都 私立東京高等学校 2 特選
宮坂彩美花 東京都 私立東京高等学校 2 特選
岡 風希 兵庫県 白陵高等学校 2 特選
松田 薫野 兵庫県 白陵高等学校 2 特選
細井 咲来 兵庫県 白陵高等学校 2 特選
安藤 瞳 兵庫県 白陵高等学校 2 特選
藤本 明日香 兵庫県 白陵高等学校 2 特選
岩本 愛凪 兵庫県 白陵高等学校 1 特選
高田 琴子 兵庫県 白陵高等学校 1 特選
中野友貴 広島県 日本航空高校 3 特選
竹本　修 広島県 日本航空高校 3 特選
砂川万実 沖縄県 宮古高等学校 3 特選
古橋恵美 埼玉県 越谷高校 1 特選
髙澤　咲葵 香川県 氷見市立北部中学校 2 特選
山下　加響 香川県 高岡市立芳野中学校 1 特選
毛利山　心海 東京都 西東京市立保谷中学校 2 特選
一瀬　春奈 東京都 西東京市立田無第二中学校 2 特選
坂田　梨乃 東京都 練馬区立大泉中学校 2 特選
小川　未陽 東京都 西東京市立保谷中学校 3 特選
龍　梓天 東京都 練馬区立関中学校 3 特選
金子　みる 東京都 新座市立第五中学校 3 特選
中島羅依 埼玉県 さいたま市立尾間木中学校 1 特選
梅田雄一郎 埼玉県 新曽中学校 3 特選
平良由子 沖縄県 久松中学校 1 特選
島尻紗羅 沖縄県 久松中学校 1 特選
安田凪紗 沖縄県 平良中学校 1 特選
鳥海奏多 沖縄県 平良中学校 3 特選
服部希海 広島県 福山市立向丘中学校 3 特選
佐藤澄弥 広島県 福山市立向丘中学校 3 特選
吉野きな 東京都 品川区立伊藤学園中学校 2 特選
甲佐優実 東京都 江戸川区立西葛西中学校 3 特選
関本莉乃 東京都 東京学芸大学付属世田谷中 2 特選
中尾眞奈 東京都 白百合学園中 3 特選
新城杏果 沖縄県 浦添市立浦西中学校 2 特選
早坂愛永 宮城県 大和中学校 3 特選
大内美希 宮城県 宮床中学校 3 特選
小林夏瑠 広島県 呉市立阿賀中学校 2 特選
新里珠奈 沖縄県 上野中学校 3 特選
小山英麗奈 東京都 日野市立日野第一中学校 2 特選
井上妃菜 東京都 日野市立日野第一中学校 3 特選
緑川晴香 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 特選
吉田遥翔 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 特選
竹林辿真 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 特選
森　冨美 兵庫県 白陵中学校 3 特選
安里穂歩 沖縄県 西辺中 1 特選
佐久田愛純 沖縄県 城東中 1 特選
藤村功哉 沖縄県 城東中 2 特選
金城　萌 沖縄県 城東中 3 特選
川満千晴 沖縄県 城東中 3 特選
川満結寧 沖縄県 鏡原中学校 2 特選



友利麗良 沖縄県 鏡原中学校 3 特選
上地ひまり 沖縄県 鏡原中学校 3 特選
金城香菜 沖縄県 潮平中学校 1 特選
喜屋武幸桜 沖縄県 糸満中学校 2 特選
髙澤　佳那 富山県 氷見市立比美乃江小学校 6 特選
前田　せり 富山県 高岡市立下関小学校 2 特選
兼年一颯 山口県 周南市立桜木小学校 3 特選
江原萌杏 埼玉県 春日部市立幸松小学校 6 特選
伊山芽玖 沖縄県 下地小学校 6 特選
甲斐美衣 宮崎県 日之影町立日之影小学校 6 特選
深井　要 東京都 西東京市立住吉小学校 2 特選
寺本　陽菜 東京都 西東京市立本町小学校 2 特選
丹野　結翔 東京都 武蔵野東学園小学校 3 特選
今地　萌々香 東京都 西東京市立保谷小学校 3 特選
松葉　優希 東京都 練馬区立関町北小学校 3 特選
肥後　佑季 東京都 西東京市立栄小学校 4 特選
百瀬　咲希 東京都 西東京市立保谷小学校 5 特選
大塚　遥駕 東京都 小平市立小平第五小学校 5 特選
舟生　歩実 東京都 東京三育小学校 5 特選
猪野　凜香 東京都 西東京市立保谷小学校 5 特選
小澤　慈水 東京都 西東京市立碧山小学校 6 特選
城咲世子 埼玉県 新曽北小学校 3 特選
樋浦琉星 埼玉県 芦原小学校 3 特選
國生夏子 埼玉県 新曽北小学校 4 特選
箕内拓人 埼玉県 蕨市立北小学校 6 特選
髙橋勇三郎 埼玉県 戸田第一小学校 6 特選
長浜玲奈 沖縄県 南小学校 4 特選
下地ひみの 沖縄県 南小学校 5 特選
池間小夏 沖縄県 南小学校 6 特選
石田紗也 沖縄県 国際基督教大学高等学校 2 特選
遠藤 瑛愛 沖縄県 久松小学校 3 特選
金城奏汰 沖縄県 久松小学校 3 特選
内間雄斗 沖縄県 久松小学校 3 特選
谷口 恵 沖縄県 久松小学校 3 特選
森 夏恋 沖縄県 久松小学校 4 特選
狩俣旭洋 沖縄県 久松小学校 4 特選
金城和夏 沖縄県 久松小学校 5 特選
須磨風佳 沖縄県 久松小学校 5 特選
宮國凜々 沖縄県 久松小学校 5 特選
伊計果音 沖縄県 久松小学校 5 特選
亀川 諭 沖縄県 久松小学校 5 特選
伊東結丸 沖縄県 久松小学校 6 特選
占部璃音 沖縄県 久松小学校 6 特選
砂川陽麻莉 沖縄県 久松小学校 6 特選
仲間美里 沖縄県 久松小学校 6 特選
新垣遥琉 沖縄県 久松小学校 6 特選
櫻井 華 沖縄県 久松小学校 6 特選
比嘉海吏 沖縄県 久松小学校 6 特選
武富栄寿 沖縄県 久松小学校 3 特選
松原桃花 沖縄県 久松小学校 5 特選
元　裕璃 東京都 東京朝鮮第一初中級学校 2 特選
鈴木　将大 宮城県 女川町立女川小学校 1 特選
菅原　萌珂 宮城県 女川町立女川小学校 4 特選
菊池優杏 広島県 福山市立水吞小学校 5 特選
岡崎菜優 広島県 福山市立水吞小学校 5 特選
藤井颯万 広島県 福山市立髙島小学校 5 特選
西内凛音 広島県 三原市立中之島小学校 5 特選
北村優衣 広島県 福山市立熊野小学校 6 特選
佐藤愛莉 広島県 福山市立熊野小学校 6 特選
池田結海 東京都 品川区立浜川小学校 1 特選
小野伶弥 東京都 江戸川区立一乃江小学校 2 特選
福岡芽樹 東京都 品川区立浜川小学校 3 特選
溝上周作 東京都 江戸川区立一之江小学校 5 特選
岡安めぐ美 東京都 江戸川区立一之江小学校 6 特選



岡田悠道 東京都 江戸川区立一之江小学校 6 特選
坂場未来 東京都 区立桜町小 2 特選
赤尾泉妃 東京都 洗足学園小 3 特選
常永大誠 東京都 東京都市大学付属小 4 特選
田中優梨 東京都 区立深沢小 5 特選
古川真帆 東京都 区立松丘小 5 特選
豊田ゆめ 埼玉県 砂原小学校 6 特選
髙橋夏月 宮城県 大衡小学校 3 特選
澤口倖之祐 宮城県 富谷小学校 3 特選
川嶋想和来 宮城県 吉岡小学校 4 特選
山下玄也 宮城県 東向陽台小学校 5 特選
大畑心春 宮城県 富谷小学校 6 特選
秋藤花菜子 宮城県 小野小学校 6 特選
中島悠樹 宮城県 吉岡小学校 6 特選
奥原瑞希 広島県 呉市立阿賀小学校 6 特選
佐藤望愛 広島県 呉市立阿賀小学校 6 特選
山下史織 広島県 呉市立阿賀小学校 6 特選
岩城愛花 広島県 呉市立広小学校 3 特選
松浦匡人 広島県 呉市立横路小学校 1 特選
友利　華 沖縄県 上野小学校 5 特選
三好真央 東京都 日野市立東光寺小学校 5 特選
砂川るり 沖縄県 平一小学校 3 特選
真壁ゆの 沖縄県 平一小学校 3 特選
下地結心 沖縄県 平一小学校 6 特選
長安哲慈 兵庫県 伊丹市立鴻池小学校 1 特選
西平有伽 愛媛県 道後小学校 5 特選
前里唯乃 沖縄県 西城小 3 特選
友利美玲 沖縄県 東小 5 特選
伊波かなの 沖縄県 城辺小 5 特選
砂川夏凛 沖縄県 東小 6 特選
かんださあや 沖縄県 鏡原小学校 2 特選
さくだひなた 沖縄県 鏡原小学校 2 特選
松長光良 沖縄県 鏡原小学校 4 特選
下地慶和 沖縄県 鏡原小学校 6 特選
佐々木蒼斗 福島県 南相馬市立大甕小学校 3 特選
板橋玲奈 福島県 南相馬市立太田小学校 6 特選
平良爽輔 沖縄県 兼城小学校 2 特選
下地飛右馬 沖縄県 南小学校 5 特選


