
名前 県名 学校名 学年 成績
大浦旨代 沖縄県 一般 佳作
真中裕子 神奈川県 一般 佳作
佐々木重子 青森県 一般 佳作
辻　道子 東京都 一般 佳作
土屋幸惠 東京都 一般 佳作
野中悦子 東京都 一般 佳作
増原宏子 東京都 一般 佳作
矢島華宵 埼玉県 一般 佳作
小林彩湖 長野県 一般 佳作
長谷川清翠 長野県 一般 佳作
飯田実佐子 長野県 一般 佳作
福岡青楊 東京都 一般 佳作
升田百合香 東京都 一般 佳作
松本千代子 兵庫県 一般 佳作
小野塚 ヒデ子 神奈川県 一般 佳作
福田麻子 東京都 一般 佳作
岡崎育史 奈良県 一般 佳作
吉武琴乃 福岡県 一般 佳作
西谷和行 兵庫県 一般 佳作
MOGRA 大阪府 一般 佳作
古賀麻沙代 東京都 一般 佳作
中山里美 東京都 一般 佳作
今井悠貴 神奈川県 一般 佳作
越地弥生 東京都 一般 佳作
平元陽子 東京都 一般 佳作
石渡禾逅 東京都 一般 佳作
漢那里奈 沖縄県 一般 佳作
石垣光枝 沖縄県 一般 佳作
瑞慶覧琉華 福岡県 一般 佳作
小林千晃 大阪府 港南造形高校 1 佳作
木沢叶映 富山県 富山県立高岡南高等学校 1 佳作
塚原絵吏 富山県 富山県立高岡南高等学校 2 佳作
中山慧羽 富山県 富山県立高岡南高等学校 2 佳作
伊東彩来 富山県 富山県立高岡南高等学校 2 佳作
金田華歩 富山県 富山県立氷見高等学校 1 佳作
濱井優奈 富山県 富山県立氷見高等学校 1 佳作
原屋百合 東京都 武蔵野大学高等学校 3 佳作
小林真裕 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 3 佳作
堀田菜葵 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 3 佳作
河津春依 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 佳作
村山実優 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 佳作
北出恵琳 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 佳作
山田彩世 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 佳作
木俣舞優 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 佳作
小西伊吹希 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 佳作
竹川隼人 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 佳作
林　里緒菜 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 佳作
原　圭汰 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 佳作
岡田壮弘 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 佳作
木村昭大 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 佳作
菰田智咲 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 佳作
中野温仁 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 佳作
板野結友 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 佳作
町田　仁 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 佳作
小松彩音 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 佳作
大芦真理愛 青森県 青森県立大湊高等学校 1 佳作
北　凜香 青森県 青森県立大湊高等学校 1 佳作
対馬　凜 青森県 青森県立大湊高等学校 1 佳作
高島朋希 青森県 青森県立大湊高等学校 1 佳作
鈴木咲良 青森県 青森県立大湊高等学校 1 佳作
工藤優作 青森県 青森県立大湊高等学校 1 佳作
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対馬溜夏 青森県 青森県立大湊高等学校 1 佳作
新山美羽 青森県 青森県立大湊高等学校 1 佳作
工藤堅晟 青森県 青森県立大湊高等学校 1 佳作
青木伶央 青森県 青森県立大湊高等学校 1 佳作
品田凜太郎 青森県 青森県立大湊高等学校 1 佳作
我那覇芽温 沖縄県 宮古高等学校 1 佳作
佐渡山結菜 沖縄県 宮古高等学校 1 佳作
友利心美 沖縄県 宮古高等学校 1 佳作
池村幹太 沖縄県 宮古高等学校 1 佳作
渡久山　凛 沖縄県 宮古高等学校 1 佳作
下地夢華 沖縄県 宮古高等学校 1 佳作
渡久山海斗 沖縄県 宮古高等学校 1 佳作
上地あん 沖縄県 宮古高等学校 2 佳作
新里亜依 沖縄県 宮古高等学校 2 佳作
新里夏帆 沖縄県 宮古高等学校 2 佳作
国吉　舞 沖縄県 宮古高等学校 2 佳作
根間蒼葉 沖縄県 宮古高等学校 2 佳作
下地力生 沖縄県 宮古高等学校 2 佳作
上村心寧 沖縄県 宮古高等学校 2 佳作
久貝乃愛 沖縄県 宮古高等学校 2 佳作
松山遥月 兵庫県 神戸甲北高等学校 3 佳作
朝飛唯菜 兵庫県 神戸甲北高等学校 3 佳作
田中美妃 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 佳作
水谷友愛香 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 佳作
ﾀﾞｵ ﾃｨ　ﾎﾝ ｳﾞｧﾝ 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 佳作
藤田愛結花 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 佳作
横山悠太 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 佳作
大榮稟乃 兵庫県 神戸甲北高等学校 1 佳作
小山　悠 兵庫県 神戸甲北高等学校 1 佳作
中谷莉子 兵庫県 神戸甲北高等学校 1 佳作
河井結久 兵庫県 神戸甲北高等学校 1 佳作
原結愛 大分県 福徳学院高等学校 2 佳作
秋元　健 東京都 都立王子特別支援学校 2 佳作
片岡由凛子 東京都 都立王子特別支援学校 2 佳作
多々見光咲 広島県 広島県立福山大門高校 1 佳作
村尾綾香 広島県 広島県立福山葦陽高校 2 佳作
砂川穂乃香 東京都 都立隅田川高校 1 佳作
齋川結衣 東京都 田園調布学園高等部 1 佳作
石母田莉紗 宮城県 富谷高校 1 佳作
佐藤真衣 宮城県 常盤木学園高校 1 佳作
狩俣樹音 沖縄県 宮古総合実業高等学校 3 佳作
洲鎌恋新 沖縄県 宮古総合実業高等学校 2 佳作
高橋あい 沖縄県 宮古総合実業高等学校 2 佳作
濱川李亜 沖縄県 宮古総合実業高等学校 2 佳作
西永海響 沖縄県 宮古総合実業高等学校 2 佳作
平良心美 沖縄県 宮古総合実業高等学校 2 佳作
国吉奏琉 沖縄県 宮古総合実業高等学校 1 佳作
石黒　紘 東京都 都立八王子東高校 1 佳作
中村優香 大阪府 東大阪市立日新高等学校 2 佳作
松村弥咲希 大阪府 東大阪市立日新高等学校 2 佳作
安達百々花 大阪府 東大阪市立日新高等学校 3 佳作
中渕帆風 大阪府 東大阪市立日新高等学校 3 佳作
城間義隆 沖縄県 泊高等学校通信制課程 1 佳作
大城夢花 沖縄県 泊高等学校通信制課程 3 佳作
平安座大河 沖縄県 泊高等学校通信制課程 3 佳作
波平大昇 沖縄県 泊高等学校定時制課程夜間部 2 佳作
兼城花菜 沖縄県 泊高等学校定時制課程夜間部 3 佳作
伊波橙子 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 佳作
新垣真彩 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 佳作
山田まひろ 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 佳作
浦崎直永 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 佳作
山城万奈 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 佳作
小濱未裕 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 佳作
大城美綺 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 佳作



東浜奏音 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 佳作
外間勝結 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 佳作
稲峰佳琳 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 佳作
外間美咲 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 佳作
眞鶴　凜 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 佳作
前堂羽南 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 佳作
小田英世 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 佳作
徳門ひより 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 佳作
大沼　日菜詩 東京都 私立東京高等学校 2 佳作
坂本　有優 東京都 私立東京高等学校 3 佳作
中山　奈理亜 東京都 私立東京高等学校 2 佳作
八道　律貴 東京都 私立東京高等学校 2 佳作
恒本　真唯 東京都 私立東京高等学校 2 佳作
石井　大和 東京都 私立東京高等学校 2 佳作
鮎川　大輝 東京都 私立東京高等学校 2 佳作
矢吹　結衣 東京都 私立東京高等学校 2 佳作
下地千幸 沖縄県 宮古高校 1 佳作
河本 悠里 兵庫県 白陵高等学校 2 佳作
酒井 祐維 兵庫県 白陵高等学校 2 佳作
吉水 覚 兵庫県 白陵高等学校 2 佳作
明珍 勇汰 兵庫県 白陵高等学校 2 佳作
橋本 陽慈 兵庫県 白陵高等学校 2 佳作
志方 帝元 兵庫県 白陵高等学校 2 佳作
真鍋 天馬 兵庫県 白陵高等学校 2 佳作
中谷 小杏 兵庫県 白陵高等学校 1 佳作
山下 ゆの 兵庫県 白陵高等学校 1 佳作
大塚 彩友奈 兵庫県 白陵高等学校 1 佳作
釜本 一花 兵庫県 白陵高等学校 1 佳作
河合 郁弥 兵庫県 白陵高等学校 1 佳作
冨岡 知真 兵庫県 白陵高等学校 1 佳作
山下 那奈 兵庫県 白陵高等学校 1 佳作
山名 絢女 兵庫県 白陵高等学校 1 佳作
岡田 麻秀 兵庫県 白陵高等学校 1 佳作
木田 ここ乃 兵庫県 白陵高等学校 1 佳作
本多 悠希 兵庫県 白陵高等学校 1 佳作
木下愛利 兵庫県 学校法人広島山陽学園　山陽高等学校 3 佳作
島津有望 兵庫県 学校法人広島山陽学園　山陽高等学校 3 佳作
高山　響 兵庫県 学校法人広島山陽学園　山陽高等学校 3 佳作
宮崎陽希 広島県 鹿島朝日高校 2 佳作
下江樹緒 広島県 日本航空高校 3 佳作
荒井美柚羽 北海道 札幌市立札幌開成中等教育学校 2 佳作
西里愛未 沖縄県 宮古高等学校 1 佳作
渡辺　翼 沖縄県 宮古高等学校 2 佳作
奥平美羽 沖縄県 宮古高等学校 1 佳作
越後　庚太 香川県 氷見市立西條中学校 1 佳作
上田　柚麻 香川県 氷見市立北部中学校 2 佳作
藤田　実優 香川県 氷見市立西條中学校 1 佳作
関根　柑奈 香川県 射水市立大門中学校 1 佳作
古松　和 埼玉県 春日部市立東中学校 3 佳作
嘉手苅希伍 沖縄県 城東中学校 3 佳作
児玉　慶一郎 東京都 西東京市立青嵐中学校 1 佳作
三垣　菜々美 東京都 西東京市立保谷中学校 1 佳作
川田　直太朗 東京都 練馬区立大泉中学校 1 佳作
北川　茉央 東京都 西東京市立保谷中学校 2 佳作
宮崎　レイ 東京都 西東京市立ひばりヶ丘中学校 2 佳作
百瀬　寛太 東京都 西東京市立保谷中学校 2 佳作
寺澤　里 東京都 西東京市立保谷中学校 2 佳作
鄭　賀源 東京都 西東京市立田無第二中学校 2 佳作
大橋宏一 埼玉県 新曽中学校 1 佳作
保田佳澄 埼玉県 新曽中学校 2 佳作
北浦志織 埼玉県 新曽中学校 2 佳作
酒井莉子 埼玉県 川口市立鳩谷中学校 3 佳作
坂下遥菜 沖縄県 平良中学校 1 佳作
下地　漣 沖縄県 平良中学校 1 佳作



友利琉月 沖縄県 城東中学校 3 佳作
藤岡優希菜 広島県 福山市立至誠中学校 2 佳作
三井海澄 広島県 福山市立福山中学校 2 佳作
吹本結苺 広島県 福山市立向丘中学校 3 佳作
南　美慧 東京都 江戸川区立葛西第二中学校 1 佳作
武藤琴音 東京都 江戸川区立松江第五中学校 1 佳作
野村大志 東京都 江戸川区立西葛西中学校 3 佳作
鈴木実咲姫 東京都 江戸川区立松江第五中学校 3 佳作
森田碧唯 東京都 江戸川区立松江第五中学校 3 佳作
渡辺　桜 東京都 江戸川区立松江第五中学校 3 佳作
白石瑠花 東京都 田園調布雙葉中 1 佳作
本間優佳 東京都 白百合学園中 2 佳作
菊地　凛 東京都 カリタス女子中 3 佳作
髙林優稟子 東京都 東京女学館中 3 佳作
間中　翼 埼玉県 幸手中学校 1 佳作
伊藤愛莉 埼玉県 幸手中学校 2 佳作
喜瀬友海 沖縄県 浦添市立浦西中学校 2 佳作
貝田愛花 宮城県 富谷中学校 2 佳作
金子　新 宮城県 富谷中学校 3 佳作
川満想亜 沖縄県 上野中学校 3 佳作
渡真利孔明 沖縄県 上野中学校 3 佳作
中川　翠 東京都 日野市立日野第一中学校 1 佳作
松本慧茉 東京都 日野市立日野第一中学校 1 佳作
塩見菜生 東京都 日野市立日野第一中学校 2 佳作
近藤珠有 大阪府 関西大学中等部 2 佳作
山田華蓮 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 佳作
盛田麗音 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 佳作
河野芙和 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 佳作
西村梨咲 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 佳作
交田育誠 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 佳作
前田琴袮 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 佳作
木場晴香 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 3 佳作
沖田樹音 東京都 渋谷教育学園渋谷中学校 3 佳作
佐久田愛理 沖縄県 平良中学校 1 佳作
荒木美和 兵庫県 白陵中学校 1 佳作
加藤　遥 兵庫県 白陵中学校 1 佳作
井原紗菜 広島県 熊野中学校 3 佳作
砂川陽菜向 沖縄県 北中 1 佳作
砂川うた 沖縄県 西辺中 1 佳作
佐和田莉李 沖縄県 北中 2 佳作
西里月葉 沖縄県 北中 2 佳作
本永さくら 沖縄県 城東中 2 佳作
前田みぞれ 沖縄県 城東中 2 佳作
砂川朋諒 沖縄県 上野中 3 佳作
友利紗彩 沖縄県 鏡原中学校 1 佳作
金村友奈 沖縄県 鏡原中学校 1 佳作
垣花万緒 沖縄県 鏡原中学校 3 佳作
齋藤煌希 福島県 南相馬市立原町第三中学校 3 佳作
喜納結花 沖縄県 潮平中学校 2 佳作
上原夕華 沖縄県 潮平中学校 2 佳作
鶴田玲海 沖縄県 潮平中学校 2 佳作
玉本巴琉 沖縄県 伊良部島小学校 3 佳作
西　真奈花 富山県 氷見市立朝日丘小学校 3 佳作
岩田　悠里 富山県 氷見市立窪小学校 2 佳作
辻井　凛華 富山県 氷見市立朝日丘小学校 5 佳作
源田　栞央 富山県 高岡市立野村小学校 3 佳作
谷内口　　洸 富山県 高岡市立五位小学校 4 佳作
坂林　聖斗 富山県 高岡市立野村小学校 3 佳作
昇　　小遥 富山県 高岡市立高陵小学校 5 佳作
林　　れり 富山県 射水市立大島小学校 6 佳作
松原ゆみな 山口県 周南市立桜木小学校 3 佳作
櫛渕心晴 埼玉県 春日部市立幸松小学校 2 佳作
古松一希 埼玉県 春日部市立幸松小学校 3 佳作
若林花笑 埼玉県 春日部市立幸松小学校 5 佳作



田端　葵 熊本県 川尻小学校 2 佳作
中島野乃花 熊本県 富合小学校 6 佳作
池間妃織 沖縄県 伊良部島小学校 6 佳作
新里仁菜 沖縄県 伊良部島小学校 6 佳作
伊波華菜 沖縄県 北小学校 3 佳作
平　彰仁 沖縄県 平一小学校 4 佳作
三田井　結 宮崎県 日之影町立日之影小学校 4 佳作
拔屋成美 宮崎県 日之影町立日之影小学校 6 佳作
細田　湊介 東京都 西東京市立本町小学校 2 佳作
五十川　朔 東京都 練馬区立大泉西小学校 2 佳作
奥富　紡 東京都 西東京市立保谷小学校 2 佳作
小室　淳平 東京都 東久留米市立第一小学校 2 佳作
登坂　豪 東京都 武蔵野東学園小学校 3 佳作
横井　柚月 東京都 西東京市立芝久保小学校 3 佳作
吉﨑　菜々子 東京都 練馬区立大泉西小学校 3 佳作
佐川　実凛 東京都 西東京市立東伏見小学校 3 佳作
原野　拓真 東京都 西東京市立東伏見小学校 3 佳作
名古屋　琴美 東京都 西東京市立保谷小学校 3 佳作
大塚　俊哉 東京都 西東京市立碧山小学校 3 佳作
越川　僚紀 東京都 武蔵野市立千川小学校 3 佳作
平川　蒼葉 東京都 学芸大附属大泉小学校 4 佳作
舘　那奈美 東京都 西東京市立保谷小学校 4 佳作
安藤　優心 東京都 西東京市立保谷小学校 4 佳作
城戸　恋奈 東京都 西東京市立住吉小学校 4 佳作
名古屋　夏凛 東京都 西東京市立保谷小学校 4 佳作
舟生　勇介 東京都 東京三育小学校 5 佳作
原田　綺心 東京都 新座市立野寺小学校 5 佳作
福田　絆 東京都 東京都市大学付属小学校 5 佳作
前田　心瑚 東京都 西東京市立保谷小学校 5 佳作
竹内　桃子 東京都 西東京市立保谷小学校 5 佳作
住山　優理香 東京都 西東京市立栄小学校 5 佳作
高橋　ひの 東京都 西東京市立保谷小学校 6 佳作
高橋希梨子 埼玉県 戸田南小学校 1 佳作
陳楽翔 埼玉県 芦原小学校 1 佳作
浜野知佳 埼玉県 さいたま市立辻南小学校 1 佳作
金ケ江絵斗 埼玉県 芦原小学校 2 佳作
永野亜輝士 埼玉県 芦原小学校 3 佳作
小林冴絵 埼玉県 芦原小学校 4 佳作
小峰碧月 埼玉県 戸田第一小学校 5 佳作
宮﨑心 埼玉県 芦原小学校 6 佳作
菊地咲花 埼玉県 芦原小学校 6 佳作
小笠原優愛 埼玉県 新曽小学校 6 佳作
中島芽衣 埼玉県 さいたま市立尾間木小学校 6 佳作
榎本心結 埼玉県 戸田第一小学校 6 佳作
狩俣さえ 沖縄県 南小学校 1 佳作
濱川はるき 沖縄県 南小学校 2 佳作
仲里優心 沖縄県 下地小学校 4 佳作
池間結友 沖縄県 平一小学校 5 佳作
冝保綾太朗 沖縄県 平一小学校 5 佳作
宮国凜々 沖縄県 久松小学校 5 佳作
齋川結衣 沖縄県 田園調布学園高等部 1 佳作
たかはし はるま 沖縄県 久松小学校 1 佳作
よなは あんり 沖縄県 久松小学校 1 佳作
いとかず こうや 沖縄県 久松小学校 1 佳作
いわさ れん 沖縄県 久松小学校 1 佳作
うえち こうすけ 沖縄県 久松小学校 1 佳作
しぶた くあ 沖縄県 久松小学校 1 佳作
みやがわ かいと 沖縄県 久松小学校 1 佳作
もとむら めい 沖縄県 久松小学校 2 佳作
いとかず だいや 沖縄県 久松小学校 2 佳作
いのうえ まさな 沖縄県 久松小学校 2 佳作
すなかわ なお 沖縄県 久松小学校 2 佳作
たいら ななみ 沖縄県 久松小学校 2 佳作
なかの るか 沖縄県 久松小学校 2 佳作



にかどり みゆ 沖縄県 久松小学校 2 佳作
𫝆村陽奈 沖縄県 久松小学校 3 佳作
髙辻旺右 沖縄県 久松小学校 3 佳作
岩瀬里咲 沖縄県 久松小学校 3 佳作
大槻颯志 沖縄県 久松小学校 3 佳作
川満一紘 沖縄県 久松小学校 3 佳作
高島糸玲七 沖縄県 久松小学校 3 佳作
仲田心春 沖縄県 久松小学校 3 佳作
宮城 海 沖縄県 久松小学校 3 佳作
狩俣ここみ 沖縄県 久松小学校 4 佳作
佐和田陽茉梨 沖縄県 久松小学校 4 佳作
玉寄結音 沖縄県 久松小学校 4 佳作
佐久川花暖 沖縄県 久松小学校 4 佳作
吉田琉莉 沖縄県 久松小学校 5 佳作
岸本花愛心 沖縄県 久松小学校 5 佳作
岸本俊生 沖縄県 久松小学校 5 佳作
島尻蒼生 沖縄県 久松小学校 5 佳作
高島己藍 沖縄県 久松小学校 5 佳作
濱川理乃 沖縄県 久松小学校 5 佳作
廣瀬茉衣 沖縄県 久松小学校 5 佳作
糸数啓汰 沖縄県 久松小学校 6 佳作
垣花瑚百 沖縄県 久松小学校 6 佳作
砂川蒼介 沖縄県 久松小学校 6 佳作
高江洲颯佑 沖縄県 久松小学校 6 佳作
谷口 翠 沖縄県 久松小学校 6 佳作
渡久山玲奈 沖縄県 久松小学校 6 佳作
安井心春 沖縄県 久松小学校 6 佳作
安谷屋瑛斗 沖縄県 久松小学校 6 佳作
伊佐琥伯 沖縄県 久松小学校 6 佳作
岩切琉心 沖縄県 久松小学校 6 佳作
中野渡匠舞 沖縄県 久松小学校 6 佳作
根間優聖 沖縄県 久松小学校 6 佳作
宮國 颯 沖縄県 久松小学校 6 佳作
宮平拓実 沖縄県 久松小学校 6 佳作
山下仁志 沖縄県 久松小学校 1 佳作
與那覇結翔 沖縄県 久松小学校 3 佳作
下地隆斗 沖縄県 久松小学校 5 佳作
東　伊桜里 東京都 北区立西浮間小学校 4 佳作
荒井優乃 東京都 北区立浮間小学校 4 佳作
福地花音 東京都 北区立浮間小学校 4 佳作
升田晴香 東京都 北区立浮間小学校 4 佳作
吉沢凛々 東京都 北区立浮間小学校 4 佳作
高倉羽斗 東京都 北区立西浮間小学校 4 佳作
鈴木　新大 宮城県 女川町立女川小学校 4 佳作
遠藤咲歩 宮城県 女川町立女川小学校 5 佳作
三輪凛夏 広島県 福山市立水吞小学校 1 佳作
北村藍子 広島県 福山市立熊野小学校 1 佳作
片岡勇翔 広島県 福山市立水吞小学校 2 佳作
三宅唯斗 広島県 福山市立髙島小学校 2 佳作
北村美結 広島県 福山市立水吞小学校 3 佳作
川口稀世 広島県 福山市立熊野小学校 3 佳作
北村舞彩 広島県 福山市立熊野小学校 3 佳作
中塚涼太 広島県 福山市立熊野小学校 4 佳作
三橋　暖 広島県 福山市立水吞小学校 4 佳作
池上しづか 広島県 福山市立水吞小学校 4 佳作
三宅里緒 広島県 福山市立髙島小学校 5 佳作
井上知也 広島県 福山市立水吞小学校 6 佳作
佐藤　心 東京都 品川区立八潮学園 1 佳作
明石英江 東京都 私立白百合学園小学校 2 佳作
近藤智幸 東京都 江戸川区立一乃江小学校 3 佳作
森　美佳子 東京都 江戸川区立一乃江小学校 3 佳作
青木莉那 東京都 枝川区立西一之江小学校 3 佳作
池田高志朗 東京都 品川区立浜川小学校 3 佳作
岡安柚季乃 東京都 品川区立鮫浜小学校 4 佳作



村上萌唯 東京都 江戸川区立一之江小学校 4 佳作
須田琴心 東京都 江戸川区立一之江小学校 5 佳作
甲斐陽葵 東京都 江戸川区立一之江小学校 6 佳作
西田柚希 東京都 江戸川区立一之江小学校 6 佳作
池田紗蘭 東京都 江戸川区立一之江小学校 6 佳作
天本実里 東京都 江戸川区立篠崎第四小学校 6 佳作
洞下　諒 東京都 区立松丘小 2 佳作
宮内優里杏 東京都 区立松丘小 3 佳作
田所礼依 東京都 区立松丘小 3 佳作
鴛海美音 東京都 東洋英和小 4 佳作
髙木莉那 東京都 お茶の水女子大学付属小 4 佳作
岸田ひかり 東京都 区立松丘小 4 佳作
小辻佳歩 東京都 区立深沢小 5 佳作
川村莉央奈 東京都 白百合学園小 5 佳作
日高さえら 東京都 区立桜町小 5 佳作
藪崎玲奈 埼玉県 さくら小学校 5 佳作
宮代悠里 埼玉県 長倉小学校 4 佳作
舘崎　凜 埼玉県 幸手小学校 6 佳作
小野寺真優菜 埼玉県 幸手小学校 3 佳作
新城穂果 沖縄県 浦添市立当山小学校 5 佳作
阿部希咲 宮城県 富谷小学校 2 佳作
神山結汰 宮城県 東向陽台小学校 2 佳作
佐藤瑛菜 宮城県 富谷小学校 3 佳作
根來亮賢 宮城県 富谷小学校 3 佳作
阿部瑞希 宮城県 東向陽台小学校 4 佳作
大友結衣 宮城県 鶴巣小学校 4 佳作
早坂英里 宮城県 吉岡小学校 4 佳作
五十嵐胡桃 宮城県 仙台白百合学園小学校 5 佳作
竹ケ原結愛 宮城県 吉岡小学校 5 佳作
小野綺花 宮城県 東向陽台小学校 6 佳作
鈴木　颯 宮城県 富谷小学校 6 佳作
山口来幸 広島県 呉市立阿賀小学校 6 佳作
新田夏愛 広島県 呉市立広小学校 6 佳作
砂本琳音 広島県 呉市立阿賀小学校 6 佳作
大本卯希 広島県 呉市立阿賀小学校 6 佳作
藤畝　奏 広島県 呉市立阿賀小学校 5 佳作
先城莉乃 広島県 呉市立阿賀小学校 5 佳作
森本翔太 広島県 呉市立安浦小学校 4 佳作
畝本　旭 広島県 呉市立阿賀小学校 3 佳作
杉岡由菜 広島県 呉市立阿賀小学校 3 佳作
藤原弥月 広島県 呉市立白岳小学校 3 佳作
生駒　楓 広島県 呉市立広小学校 2 佳作
小島里愛叶 広島県 呉市立白岳小学校 2 佳作
萩原杏子 広島県 呉市立阿賀小学校 1 佳作
大久保澄珠 広島県 呉市立阿賀小学校 1 佳作
上猶梨央 広島県 呉市立阿賀小学校 1 佳作
しげま　はな 沖縄県 上野小学校 1 佳作
三浦花梨 沖縄県 上野小学校 2 佳作
志慶真　結 沖縄県 上野小学校 3 佳作
新垣ゆう 沖縄県 上野小学校 4 佳作
新垣はな 沖縄県 上野小学校 5 佳作
渡真利迦南 沖縄県 上野小学校 6 佳作
小峯琉依 東京都 日野市立東光寺小学校 5 佳作
上地さくら 沖縄県 東小学校 1 佳作
下地虎阿 沖縄県 北小学校 3 佳作
大漁駿嵩 沖縄県 東小学校 3 佳作
謝敷絢介 沖縄県 東小学校 4 佳作
下地迩子 沖縄県 北小学校 5 佳作
汐崎千恵 大阪府 守口市立守口小学校 6 佳作
清水瑛太 大阪府 守口市立守口小学校 6 佳作
船津太聖 埼玉県 大宮小学校 3 佳作
金澤侑海 東京都 葛飾区立原田小学校 5 佳作
井本陽菜 東京都 葛飾区立半田小学校 4 佳作
大内芽衣 東京都 葛飾区立半田小学校 2 佳作



佐久川　　仁 沖縄県 浦添市立浦城小学校 6 佳作
大城莉珠 沖縄県 那覇市立安謝小学校 6 佳作
浜野桜衣 愛知県 豊橋市立八町小学校 5 佳作
藤堂海斗 愛媛県 道後小学校 3 佳作
舟橋沙優 愛媛県 愛媛大学教育学部附属小学校 5 佳作
鈴木　最才 東京都 中央区立京橋築地小学校 4 佳作
劉　晴櫻 神奈川県 横濱中華學院 2 佳作
親川　槙 沖縄県 伊良部島小学校 5 佳作
新城風卯璃 沖縄県 北小 1 佳作
砂川愛 沖縄県 北小 2 佳作
浦ゆうな 沖縄県 東小 2 佳作
長崎令愛 沖縄県 南小 2 佳作
佐久川陸太 沖縄県 城辺小 2 佳作
友利颯一郎 沖縄県 城辺小 2 佳作
赤嶺玲央 沖縄県 東小 3 佳作
仲間聖恵 沖縄県 城辺小 3 佳作
石垣遙乃 沖縄県 西城小 3 佳作
友利咲玖 沖縄県 東小 4 佳作
赤嶺佑枇 沖縄県 東小 4 佳作
濵元さくら 沖縄県 城辺小 4 佳作
狩俣有那 沖縄県 東小 5 佳作
下地虹歌 沖縄県 城辺小 6 佳作
砂川慶太 沖縄県 上野小 6 佳作
中川乃娃 栃木県 小山市立乙女小学校 3 佳作
日下田和奏 栃木県 小山市立間々田東小学校 6 佳作
しもざとえな 沖縄県 鏡原小学校 1 佳作
ねまそうが 沖縄県 鏡原小学校 2 佳作
ともりくらら 沖縄県 鏡原小学校 2 佳作
砂川優愛 沖縄県 鏡原小学校 3 佳作
垣花裕樹 沖縄県 鏡原小学校 4 佳作
川満志真 沖縄県 鏡原小学校 4 佳作
宮國朱璃 沖縄県 鏡原小学校 5 佳作
中本希歩 沖縄県 津嘉山小学校 5 佳作
知念結愛 沖縄県 鏡原小学校 5 佳作
川満秀星 沖縄県 鏡原小学校 6 佳作
佐々木莉菜 福島県 南相馬市立大甕小学校 5 佳作
柄本翔真 福島県 南相馬市立原町第一小学校 5 佳作
東黒島妃華 沖縄県 潮平小学校 1 佳作
金城　愛 沖縄県 東風平小学校 1 佳作
河野笑來 沖縄県 潮平小学校 5 佳作
仲川琉邦 沖縄県 白川小学校 6 佳作
島村水巴 沖縄県 高嶺小学校 6 佳作
原川愛子 山梨県 山梨大学教育学部附属小学校 4 佳作


