
名前 県名 学校名 学年 成績
花田秀草 福岡県 一般 入選
狩俣　圭 沖縄県 一般 入選
池田吾歌子 沖縄県 一般 入選
青木恵子 沖縄県 一般 入選
本永恭子 沖縄県 一般 入選
八杉美千代 香川県 一般 入選
白井陽子 山口県 一般 入選
下方米和 大阪府 一般 入選
山吉ひろ子 東京都 一般 入選
山吉ひろ子 東京都 一般 入選
立川明彦 広島県 一般 入選
平良恵儀 沖縄県 一般 入選
佐久川哲子 沖縄県 一般 入選
長濱洋子 沖縄県 一般 入選
譜久島道子 沖縄県 一般 入選
上地恵美子 沖縄県 一般 入選
池間加代子 沖縄県 一般 入選
山里賀徳 沖縄県 一般 入選
池原とみ 沖縄県 一般 入選
池原とみ 沖縄県 一般 入選
桑名佐枝枝 神奈川県 一般 入選
杉本紀子 神奈川県 一般 入選
新里喜美子 沖縄県 一般 入選
源河サダ 沖縄県 一般 入選
下地幸子 沖縄県 一般 入選
與那城キク 沖縄県 一般 入選
川満芳子 沖縄県 一般 入選
砂川キク 沖縄県 一般 入選
恩川政徳 沖縄県 一般 入選
根間マツ 沖縄県 一般 入選
梅田しおり 埼玉県 一般 入選
鈴木大樹 埼玉県 一般 入選
松本広幸 埼玉県 一般 入選
嘉陽田倫子 埼玉県 一般 入選
池間隆子 沖縄県 一般 入選
長濱直史 沖縄県 一般 入選
下地洋一 沖縄県 一般 入選
下地ユカリ 沖縄県 一般 入選
下吹越智也 長野県 一般 入選
新井雅司 長野県 一般 入選
塚原照臣 長野県 一般 入選
水木　将 長野県 一般 入選
村國春峯 東京都 一般 入選
北條逸聲 長野県 一般 入選
吉澤一華 長野県 一般 入選
赤木まき子 長野県 一般 入選
田中湖春 長野県 一般 入選
奥原渉子 長野県 一般 入選
村田悦一 埼玉県 一般 入選
福岡青楊 東京都 一般 入選
山崎紅華 埼玉県 一般 入選
萩原 春美 神奈川県 一般 入選
赤柴 美重子 神奈川県 一般 入選
滝坂理琴 東京都 一般 入選
小林恵琴 東京都 一般 入選
工藤新琴 東京都 一般 入選
北島英琴 東京都 一般 入選
板垣和生 東京都 一般 入選
佐藤フサコ 広島県 一般 入選
田頭末子 広島県 一般 入選
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松井玉恵 広島県 一般 入選
西田マサ子 広島県 一般 入選
青山禎子 広島県 一般 入選
今井温子 広島県 一般 入選
魚谷妙子 広島県 一般 入選
杉原清登 広島県 一般 入選
小畠久子 広島県 一般 入選
原田清子 広島県 一般 入選
門田珀翠 広島県 一般 入選
中川天翔 広島県 一般 入選
井上和翔 広島県 一般 入選
眞田紅樹 広島県 一般 入選
本井蘭径 広島県 一般 入選
青山晋也 広島県 一般 入選
楳田早苗 広島県 一般 入選
谷川トキ子 広島県 一般 入選
小畠淳邦 広島県 一般 入選
栗本華苗 広島県 一般 入選
藤井和良 広島県 一般 入選
髙野ひとみ 広島県 一般 入選
米谷勝子 東京都 一般 入選
鈴木　稔 東京都 一般 入選
根岸彩風 東京都 一般 入選
SUSA・GARUCIA・VALDEPENA 東京都 一般 入選
齋藤松子 東京都 一般 入選
福田淳子 東京都 一般 入選
根岸芳宏 東京都 一般 入選
竹本　瞳 東京都 一般 入選
根岸章子 東京都 一般 入選
根岸芳美 東京都 一般 入選
CRISTIAN・GARCIA・VALDEPENA 東京都 一般 入選
福田晴香 東京都 一般 入選
福田麻子 東京都 一般 入選
岡崎育史 奈良県 一般 入選
奈良伯月 埼玉県 一般 入選
奈良伯月 埼玉県 一般 入選
嘉島朝子 沖縄県 一般 入選
玉田　健 広島県 一般 入選
大西春風 広島県 一般 入選
中村栄華 広島県 一般 入選
髙﨑亜希子 広島県 一般 入選
秦　かおり 広島県 一般 入選
萩原祥子 広島県 一般 入選
村谷美砂子 広島県 一般 入選
大久保希香 広島県 一般 入選
藤原チヨ子 広島県 一般 入選
長谷茉樹 広島県 一般 入選
小原津由子 広島県 一般 入選
上地千恵美 沖縄県 一般 入選
下地漁子 沖縄県 一般 入選
静　慈圓 和歌山県 一般 入選
静　慈圓 和歌山県 一般 入選
比嘉亜里紗 沖縄県 一般 入選
比嘉亜里紗 沖縄県 一般 入選
下里万智子 沖縄県 一般 入選
伊東桜華 茨城県 一般 入選
白倉莉那 大阪府 一般 入選
永倉久美代 埼玉県 一般 入選
櫻井原代 埼玉県 一般 入選
青木せい子 埼玉県 一般 入選
金子雅代 埼玉県 一般 入選
佐藤裕子 埼玉県 一般 入選
細野智遥 長野県 一般 入選
細野智遥 長野県 一般 入選



砂川純一 沖縄県 一般 入選
堤　玲子 兵庫県 一般 入選
𠮷元　薫 兵庫県 一般 入選
須田松枝 千葉県 一般 入選
河野はつゑ 山梨県 一般 入選
今村きくゑ 山梨県 一般 入選
船津生樹 埼玉県 一般 入選
大内直美 東京都 一般 入選
大内直美 東京都 一般 入選
佐久田理紗 沖縄県 一般 入選
赤嶺弘子 沖縄県 一般 入選
野代薫流 埼玉県 一般 入選
野代薫流 埼玉県 一般 入選
古賀麻沙代 東京都 一般 入選
竹田美保 東京都 一般 入選
中山里美 東京都 一般 入選
今井悠貴 神奈川県 一般 入選
越地弥生 東京都 一般 入選
佐籐 理 東京都 一般 入選
平元陽子 東京都 一般 入選
鈴木秀臣 東京都 一般 入選
香川　緑 広島県 一般 入選
武田加代 広島県 一般 入選
宮本　誠 広島県 一般 入選
伊木一雄 広島県 一般 入選
古屋敷千代江 広島県 一般 入選
厚井知子 広島県 一般 入選
菅沼友実 広島県 一般 入選
池本京子 広島県 一般 入選
小田紀子 広島県 一般 入選
竹中香織 広島県 一般 入選
江田典子 広島県 一般 入選
越水美枝子 広島県 一般 入選
越水利恵 広島県 一般 入選
森藤みつゑ 岐阜県 一般 入選
佐藤紀久子 東京都 一般 入選
風間麗子 埼玉県 一般 入選
佐久田敏子 沖縄県 一般 入選
佐久田敏子 沖縄県 一般 入選
漢那里奈 沖縄県 一般 入選
西里恵子 沖縄県 一般 入選
合澤正郎 埼玉県 一般 入選
合澤正郎 埼玉県 一般 入選
髙野明美 東京都 一般 入選
関　幸代 東京都 一般 入選
友松愛子 東京都 一般 入選
上原瑠華 沖縄県 一般 入選
玉寄妃那子 沖縄県 一般 入選
増田あゆ美 沖縄県 一般 入選
仲座亮子 沖縄県 一般 入選
金城博子 沖縄県 一般 入選
東黒島久代 沖縄県 一般 入選
高見莉月 沖縄県 一般 入選
具志堅宗城 沖縄県 一般 入選
大村佳代子 沖縄県 一般 入選
ガボダン祐子 海外 一般 入選
ベルトラン　ガボダン 海外 一般 入選
宍戸雲水 宮城県 一般 入選
ドニ・ペロン 海外 一般 入選
ジョアナ・ペロン 海外 一般 入選
ニコラ・ユエ 海外 一般 入選
ジェレ・ディアンヌ 海外 一般 入選
ロー・サヴァル・ラブルニ 海外 一般 入選
セリーヌ・ガボダン 海外 一般 入選



アルバロ・アエモド 海外 一般 入選
サラ・ベンコラン 海外 一般 入選
カリマ・ディナー 海外 一般 入選
ジャンマーク・ジラール 海外 一般 入選
ジャン・ジャック・ウルヴォイ 海外 一般 入選
レンカ・ウタコヴァ 海外 一般 入選
ミレナ・デルピエール 海外 一般 入選
ジョルダニ・カミーユ 海外 一般 入選
深澤麻美 海外 一般 入選
パトリス 海外 一般 入選
クローディンヌ・ジルベール 海外 一般 入選
マチュー・ラントス 海外 一般 入選
ノリウム・ラントス 海外 一般 入選
トーマ・レオラ 海外 一般 入選
アルノ・ジャルダン 海外 一般 入選
橋本美里夫 海外 一般 入選
バンジャマン・ガボダン 海外 一般 入選
アーチュー・ガボダン 海外 一般 入選
磯部暖楓 富山県 富山県立高岡南高等学校 2 入選
田名田泰生 富山県 富山県立高岡南高等学校 2 入選
北川志緒莉 富山県 富山県立高岡南高等学校 2 入選
山﨑明花 富山県 富山県立高岡南高等学校 2 入選
佐脇朱莉 富山県 富山県立高岡南高等学校 2 入選
平野智也 富山県 富山県立高岡南高等学校 2 入選
森村拓真 富山県 富山県立高岡南高等学校 2 入選
片桐未羽 富山県 富山県立高岡南高等学校 2 入選
松島和泉 富山県 富山県立高岡工芸高等学校 1 入選
宮津博睦 富山県 高岡第一高等学校 2 入選
砂川彩華 沖縄県 県立泊高校通信制課程宮古校 3 入選
高江洲虹海 沖縄県 県立泊高校通信制課程宮古校 2 入選
小河内永海 沖縄県 県立宮古高校 1 入選
伊藤百葉 東京都 目白研心高等学校 1 入選
高野里衣 東京都 東京都立井草高校 1 入選
小川晃歩 東京都 錦城高校 2 入選
岡本遥那 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 3 入選
喜多村凜冬 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 3 入選
堤　大悟 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 3 入選
橋本佳奈 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 3 入選
泉　愛葉 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
上山敦士 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
後北陽南子 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
河野萌杏 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
居石佳宣 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
竹村健吾 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
谷口栞章 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
田丸勇希 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
中原結衣 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
西久保　彩 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
横家　亘 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
尾下花音 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
河合惺也 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
小林　心 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
笹部祐也 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
谷本俊輔 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
鉄島光陽 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
野原伊織 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
濱田侑希 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
森田　暖 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
吉川　翠 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
大橋尚矢 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
岡本梨愛 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
加藤椋惺 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
田淵優羽 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
西村裕美 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選



前川　連 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
宮本昌太郎 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
安田照生 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
大喜多未咲 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
岡田悠吾 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
萩原　柊 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
嘉戸柊人 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
相馬一茉里 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
元永遥斗 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
吉田光希 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
内山智奈月 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
黒木千美 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
三枝祐士 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
髙村和花 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
田村隼人 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
千葉桃佳 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
長瀬寛宝 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
藤原　涼 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
掘尾遥奈 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
東　恒希 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
猪口萌夏 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
上松由里子 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
岡本尚樹 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
金子雄大 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
新倉廉人 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
新家心海 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
藤川遥史 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
米谷佳納 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
上中優実 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 1 入選
三國　隼 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
藤木渚央 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
成田大洋 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
吉田黎美 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
小山田優那 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
藤本杏奈 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
中村楓詩 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
丸谷菜々 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
髙松海邦 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
笹森小夏 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
千葉　朱 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
澤田宙藍 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
小笠原生桜 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
山田十輝 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
中村　蓮 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
濱谷悠大 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
三国華穂 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
中川莉湖 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
長島優星 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
田浦日葵 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
中山ひより 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
滝口菜花 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
若佐美空 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
北本結羽 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
佐藤千紘 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
梅森紘菜 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
伊勢田遥菜 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
飯田海希 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
平尾那智 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
小野隼太 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
高田七海 青森県 青森県立大湊高等学校 1 入選
横山佳那 埼玉県 淑徳高校 1 入選
酒井舞子 埼玉県 浦和実業学園高等学校 2 入選
安良城龍虎 沖縄県 宮古高等学校 1 入選
恩河芽李 沖縄県 宮古高等学校 1 入選



川根一香 沖縄県 宮古高等学校 1 入選
平良正太朗 沖縄県 宮古高等学校 1 入選
源河智喜 沖縄県 宮古高等学校 1 入選
武島一希 沖縄県 宮古高等学校 1 入選
渡久山倫夢 沖縄県 宮古高等学校 1 入選
友利聖奈 沖縄県 宮古高等学校 1 入選
下地美沙希 沖縄県 宮古高等学校 1 入選
髙木　丞 沖縄県 宮古高等学校 1 入選
友利　翔 沖縄県 宮古高等学校 1 入選
友利祐也 沖縄県 宮古高等学校 1 入選
座喜味玖巴 沖縄県 宮古高等学校 1 入選
砂川美佳 沖縄県 宮古高等学校 1 入選
國仲飛成 沖縄県 宮古高等学校 2 入選
下地智也 沖縄県 宮古高等学校 2 入選
山城寿喜也 沖縄県 宮古高等学校 2 入選
上原凜星 沖縄県 宮古高等学校 2 入選
大内柚衣 沖縄県 宮古高等学校 2 入選
新里桜奈 沖縄県 宮古高等学校 2 入選
友利　楓 沖縄県 宮古高等学校 2 入選
友利洸星 沖縄県 宮古高等学校 2 入選
前里響生 沖縄県 宮古高等学校 2 入選
大村純輝 沖縄県 宮古高等学校 2 入選
下地佑京 沖縄県 宮古高等学校 2 入選
砂川總思 沖縄県 宮古高等学校 2 入選
川根心真 沖縄県 宮古高等学校 2 入選
長嶺蘭愛 沖縄県 宮古高等学校 2 入選
森本菜々美 兵庫県 神戸甲北高等学校 3 入選
尾﨑桜楽 兵庫県 神戸甲北高等学校 3 入選
里中友香 兵庫県 神戸甲北高等学校 3 入選
西岡涼香 兵庫県 神戸甲北高等学校 3 入選
大江佳歩 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 入選
大島輝斗 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 入選
大竹　翔 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 入選
平林拓士 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 入選
村井柊太 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 入選
井藤光介 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 入選
植田幸咲 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 入選
玉置和希 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 入選
岡田紗奈 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 入選
組藤三奈 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 入選
中田芽育 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 入選
森下　花 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 入選
正田美優 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 入選
臼杵楓太 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 入選
坂口　匠 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 入選
平野結蘭 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 入選
堀　晶大 兵庫県 神戸甲北高等学校 2 入選
今村　陸 兵庫県 神戸甲北高等学校 1 入選
大上　舞 兵庫県 神戸甲北高等学校 1 入選
大東亮太 兵庫県 神戸甲北高等学校 1 入選
加藤詢貴 兵庫県 神戸甲北高等学校 1 入選
木下翔太 兵庫県 神戸甲北高等学校 1 入選
益岡なごみ 兵庫県 神戸甲北高等学校 1 入選
松田征也 兵庫県 神戸甲北高等学校 1 入選
百井こころ 兵庫県 神戸甲北高等学校 1 入選
有村涼佑 兵庫県 神戸甲北高等学校 1 入選
河本光輝 兵庫県 神戸甲北高等学校 1 入選
中村瑞希 兵庫県 神戸甲北高等学校 1 入選
南部誠人 兵庫県 神戸甲北高等学校 1 入選
西川汰翼 兵庫県 神戸甲北高等学校 1 入選
西脇未結 兵庫県 神戸甲北高等学校 1 入選
東　太陽 兵庫県 神戸甲北高等学校 1 入選
松田芽依 兵庫県 神戸甲北高等学校 1 入選
稗田朱里 大分県 福徳学院高等学校 3 入選



宮成裕菜 大分県 福徳学院高等学校 2 入選
園田紗也 大分県 福徳学院高等学校 1 入選
渡部ちほ 大分県 福徳学院高等学校 1 入選
池田桜菜 大分県 明治学園高等学校 1 入選
関本智也 東京都 都立王子特別支援学校 1 入選
濱　龍之介 東京都 都立王子特別支援学校 1 入選
三好慶太 東京都 都立王子特別支援学校 1 入選
土井拓郎 東京都 都立王子特別支援学校 2 入選
照内実歩 東京都 都立王子特別支援学校 3 入選
宮崎花楓 東京都 八雲学園高等学校 1 入選
山手咲良 東京都 慶應義塾女子高等学校 1 入選
鈴木双葉 宮城県 黒川高校 3 入選
根來芳賢 宮城県 富谷高校 1 入選
伊藤莉乃 宮城県 泉松陵高校 1 入選
伊禮輝南 沖縄県 宮古総合実業高等学校 3 入選
宮國萌生 沖縄県 宮古総合実業高等学校 3 入選
奥平一優 沖縄県 宮古総合実業高等学校 3 入選
與那覇康聖 沖縄県 宮古総合実業高等学校 3 入選
五ノ井　翔 沖縄県 宮古総合実業高等学校 3 入選
仲宗根愛香 沖縄県 宮古総合実業高等学校 3 入選
知念晃乃介 沖縄県 宮古総合実業高等学校 3 入選
下地杏樹 沖縄県 宮古総合実業高等学校 2 入選
伊佐愛夏 沖縄県 宮古総合実業高等学校 2 入選
与那覇せいな 沖縄県 宮古総合実業高等学校 2 入選
石垣美空 沖縄県 宮古総合実業高等学校 2 入選
友利真世 沖縄県 宮古総合実業高等学校 2 入選
羽地香晴 沖縄県 宮古総合実業高等学校 2 入選
島尻愛未 沖縄県 宮古総合実業高等学校 2 入選
山城　空 沖縄県 宮古総合実業高等学校 2 入選
上原史心史 沖縄県 宮古総合実業高等学校 2 入選
友利一紗 沖縄県 宮古総合実業高等学校 2 入選
砂川隆真 沖縄県 宮古総合実業高等学校 2 入選
下地優花 沖縄県 宮古高校 1 入選
井上可南子 東京都 私立明星高校 1 入選
井上宥可子 東京都 私立明星高校 2 入選
齋藤優依 東京都 私立拓殖大学第一高校 3 入選
長谷川　凜 東京都 私立片倉高校 3 入選
髙原佳人 兵庫県 洛南高等学校 3 入選
與那覇健真 沖縄県 宮古高校 1 入選
山田知奈 滋賀県 滋賀県立甲西高等学校 1 入選
林　野々花 岐阜県 県立本巣松陽高校 3 入選
谷口　遼 富山県 北海道おといねっぷ美術工芸高校 1 入選
今西　花 大阪府 東大阪市立日新高等学校 2 入選
北島那菜 大阪府 東大阪市立日新高等学校 2 入選
竹田華乃音 大阪府 東大阪市立日新高等学校 2 入選
林　百々花 大阪府 東大阪市立日新高等学校 2 入選
宮地望渚 大阪府 東大阪市立日新高等学校 2 入選
大井咲来 大阪府 東大阪市立日新高等学校 3 入選
澤　佑香 大阪府 東大阪市立日新高等学校 3 入選
宮本華乃 大阪府 東大阪市立日新高等学校 3 入選
山野莉音 大阪府 東大阪市立日新高等学校 3 入選
豊里恵真 沖縄県 泊高等学校通信制課程 1 入選
宮城孝行 沖縄県 泊高等学校通信制課程 1 入選
狩俣涼上 沖縄県 泊高等学校通信制課程 2 入選
高良夏光 沖縄県 泊高等学校通信制課程 2 入選
大城しのぶ 沖縄県 泊高等学校通信制課程（５５才） 2 入選
比嘉麻優佳 沖縄県 泊高等学校通信制課程 2 入選
銘苅弘子 沖縄県 泊高等学校通信制課程（70才） 2 入選
新垣　恵 沖縄県 泊高等学校定時制課程夜間部 2 入選
志良堂裕太 沖縄県 泊高等学校定時制課程夜間部 2 入選
稲福　優 沖縄県 泊高等学校定時制課程夜間部 3 入選
高良杏莉 沖縄県 泊高等学校定時制課程夜間部 3 入選
仲村渠亮輝 沖縄県 泊高等学校定時制課程夜間部 3 入選
赤嶺　潤 沖縄県 泊高等学校定時制課程夜間部 3 入選



正木真心 沖縄県 泊高等学校定時制課程夜間部 3 入選
渡口聖也 沖縄県 泊高等学校定時制課程夜間部 4 入選
宮田愛海 沖縄県 泊高等学校定時制課程夜間部 4 入選
山本美桜 沖縄県 泊高等学校定時制課程夜間部 4 入選
諸喜田陽斗 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
知花健汰 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
謝花小夏 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
山里優貴 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
牧門海空 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
ジョンソ　ンジョセフ　ウエイン 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
床並日菜 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
目取眞愛喜 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
下地愛美 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
饒波慶大 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
仲尾悠人 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
宮国輝一佑 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
福本美優 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
髙宮城理恩 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
喜友名　快 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
野原幸将 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
新屋　彈 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
又吉晨紀 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
大庭優芽 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
仲本遥紀 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
有馬奈々美 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
東浜芽美 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
大城幸花 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
長浜空叶 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
仲原吏香 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
塗矢音羽 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
仲宗根仁奈 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
森田惺仁 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
森根京哉 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
赤平東一朗 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
兼城怜治 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
長谷川滉人 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
山内柊斗 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
宮里歩希 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
上門怜央 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
又吉要澄 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
仲松　帝 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
金城瑠喜哉 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
大城怜來 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
大城耀士 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 入選
石川清士 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
仲田光汰 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
宮城羚空琉 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
安里風有夏 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
浦崎和果 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
田中利乃 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
松井真都 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
新屋あいら 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
祖堅塁朴 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
前盛　佑 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
川上心愛 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
又吉希龍 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
比嘉小夏 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
上地敦大 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
赤平有聡 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
大山琥珀 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
知花幸誠 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
砂辺紀宏 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
新垣慎之介 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
前徳晴輝 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選



天川想和 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
仲田優心 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
徳比嘉実希 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
仲宗根寛斗 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
高江洲優剛 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
名護妃冬 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
鈴木ノア皇雅 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 1 入選
大石　隼也 東京都 私立東京高等学校 2 入選
山本　翔瑚 東京都 私立東京高等学校 2 入選
中澤　優 東京都 私立東京高等学校 2 入選
枝松　倖太郎 東京都 私立東京高等学校 2 入選
辻　航海 東京都 私立東京高等学校 2 入選
小嶋　咲希 東京都 私立東京高等学校 2 入選
奥西　杏 東京都 私立東京高等学校 2 入選
濵田　陽菜 東京都 私立東京高等学校 2 入選
黒﨑　理子 東京都 私立東京高等学校 2 入選
黒澤　彩乃 東京都 私立東京高等学校 2 入選
木村　亮汰 東京都 私立東京高等学校 2 入選
平野　大知 東京都 私立東京高等学校 2 入選
福田　凌介 東京都 私立東京高等学校 2 入選
鈴木　崚介 東京都 私立東京高等学校 2 入選
鈴木　歩 東京都 私立東京高等学校 2 入選
五十嵐　星海 東京都 私立東京高等学校 2 入選
高本　海 東京都 私立東京高等学校 2 入選
小笠原　大知 東京都 私立東京高等学校 2 入選
下地　蓮音 東京都 私立東京高等学校 2 入選
荻野　仁 東京都 私立東京高等学校 2 入選
小沢　嘉月 東京都 私立東京高等学校 2 入選
桑島　拓也 東京都 私立東京高等学校 2 入選
丸井　耀司 東京都 私立東京高等学校 2 入選
松本　大和 東京都 私立東京高等学校 2 入選
桜庭　道彦 東京都 私立東京高等学校 2 入選
宮川　由 東京都 私立東京高等学校 2 入選
小野 煌太 兵庫県 白陵高等学校 2 入選
金井 颯良 兵庫県 白陵高等学校 2 入選
金井 晴琉 兵庫県 白陵高等学校 2 入選
岸本 大徹 兵庫県 白陵高等学校 2 入選
木曽 颯翔 兵庫県 白陵高等学校 2 入選
髙田 壮真 兵庫県 白陵高等学校 2 入選
永安 絢香 兵庫県 白陵高等学校 2 入選
尾関 航 兵庫県 白陵高等学校 2 入選
酒井 勝行 兵庫県 白陵高等学校 2 入選
隅野 太陽 兵庫県 白陵高等学校 2 入選
朴 相朱 兵庫県 白陵高等学校 2 入選
堀 真司 兵庫県 白陵高等学校 2 入選
藤井 勇翔 兵庫県 白陵高等学校 2 入選
今林 祐斗 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
江藤 巧馬 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
大塚 夢叶 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
小谷 健一郎 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
柴田 彩音 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
平 遥仁 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
千竃 心菜 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
津田 桂奈子 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
中林 宏人 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
村瀬 純一 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
安福 大智 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
山下 紗奈 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
安達 優菜 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
乾 陽恭 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
柿本 航佑 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
加藤 藍梨 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
瓦田 優太 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
坪田 陸玖 兵庫県 白陵高等学校 1 入選



正木 吏陽 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
丸山 凌生 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
山﨑 心寧 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
吉田 真 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
金澤 愛 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
河合 優樹 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
神﨑 圭 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
五明 直己 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
佐々木 健輔 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
篠原 聡介 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
竹中 友基 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
田中 里奈 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
津田 翔矢 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
殿元 寛太 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
中野 恵介 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
平野 優 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
南 和貴 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
井上 恭紀 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
井本 圭香 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
樫本 晋太朗 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
金澤 宗吾 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
小山 英真 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
竹林 優里 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
辰田 一真 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
辰巳 愛佳 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
谷上 翔哉 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
野中 稜太 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
春山 天誠 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
正井 貴子 兵庫県 白陵高等学校 1 入選
荒木美帆 兵庫県 学校法人広島山陽学園　山陽高等学校 3 入選
荒木理結 兵庫県 学校法人広島山陽学園　山陽高等学校 3 入選
今田美咲 兵庫県 学校法人広島山陽学園　山陽高等学校 3 入選
江原華穂 兵庫県 学校法人広島山陽学園　山陽高等学校 3 入選
小田直緒 兵庫県 学校法人広島山陽学園　山陽高等学校 3 入選
川村璃菜 兵庫県 学校法人広島山陽学園　山陽高等学校 3 入選
佐々木 美夢 兵庫県 学校法人広島山陽学園　山陽高等学校 3 入選
新中朋菜 兵庫県 学校法人広島山陽学園　山陽高等学校 3 入選
菅　彩圭 兵庫県 学校法人広島山陽学園　山陽高等学校 3 入選
田邉心優 兵庫県 学校法人広島山陽学園　山陽高等学校 3 入選
塚前希秋 兵庫県 学校法人広島山陽学園　山陽高等学校 3 入選
細見桃花 兵庫県 学校法人広島山陽学園　山陽高等学校 3 入選
堀川日菜多 兵庫県 学校法人広島山陽学園　山陽高等学校 3 入選
堀田美麗 兵庫県 学校法人広島山陽学園　山陽高等学校 3 入選
前田楓和 兵庫県 学校法人広島山陽学園　山陽高等学校 3 入選
前野保咲 兵庫県 学校法人広島山陽学園　山陽高等学校 3 入選
吉和そよ 兵庫県 学校法人広島山陽学園　山陽高等学校 3 入選
山内彩愛 広島県 鹿島朝日高校 2 入選
武田萌々栞 広島県 日本航空高校 3 入選
中村亮輔 鹿児島県 鹿児島第一高等学校 2 入選
大浦月人 沖縄県 宮古高等学校 2 入選
石嶺要芽 沖縄県 宮古高等学校 2 入選
砂川駿弥 沖縄県 宮古高等学校 3 入選
新城帆野佳 沖縄県 宮古高等学校 1 入選
古波蔵琉希 沖縄県 宮古高等学校 1 入選
小倉紗榎 沖縄県 宮古高等学校 1 入選
ユリス・孝 海外 高校 2 入選
橋本美智子 海外 高校 2 入選
ユリス・孝 海外 高校 2 入選
レリア・ペロン 海外 高校 2 入選
ギャスパー・コーヌ・デイメ 海外 高校 3 入選
アヴァ・フェルベルボーム 海外 高校 3 入選
佐久田愛純 沖縄県 城東中 1 入選
本永さくら 沖縄県 城東中 2 入選
金田　和華 香川県 氷見市立西條中学校 1 入選



上田　絵麻 香川県 氷見市立北部中学校 2 入選
岩田　伊織 香川県 氷見市立西條中学校 3 入選
金谷　剛汰 香川県 氷見市立北部中学校 2 入選
杉野　凱士 香川県 高岡市立芳野中学校 2 入選
室谷　和花 香川県 高岡市立芳野中学校 1 入選
源田　空來 香川県 高岡市立芳野中学校 1 入選
池田　　葵 香川県 射水市立大門中学校 1 入選
津田　雪乃 香川県 小矢部市立石動中学校 1 入選
白井誠人 山口県 周南市立周陽中学校 1 入選
出田麻緒 熊本県 力合中学校 1 入選
川嶋くるみ 熊本県 城南中学校 1 入選
中村　勇志 東京都 西東京市立田無第二中学校 1 入選
吉田　裕司 東京都 練馬区立大泉西中学校 1 入選
滝本　至哉 東京都 武蔵野東学園中学校 1 入選
越路　陽太 東京都 西東京市立保谷中学校 1 入選
村山　栞 東京都 西東京市立保谷中学校 1 入選
松本　紗英 東京都 西東京市立保谷中学校 1 入選
髙橋　彩巴 東京都 東久留米市立東中学校 1 入選
伊藤　和奏 東京都 西東京市立保谷中学校 1 入選
吉武　柚希 東京都 西東京市立明保中学校 1 入選
今井　萌々華 東京都 新座市立第三中学校 2 入選
谷田川　愛美 東京都 西東京市立田無第二中学校 2 入選
門脇　英恵 東京都 新座市立第六中学校 2 入選
鈴木　くるみ 東京都 西東京市立保谷中学校 2 入選
金子　広美 東京都 西東京市立田無第二中学校 2 入選
鈴木　華怜 東京都 西東京市立保谷中学校 2 入選
西村　聡太 東京都 西東京市立田無第二中学校 2 入選
岩田　菜羽 東京都 西東京市立田無第二中学校 2 入選
舘岡　美結 東京都 西東京市立青嵐中学校 2 入選
笠原　悠希 東京都 練馬区立石神井西中学校 2 入選
見越　渉 東京都 西東京市立保谷中学校 2 入選
龍　明希 東京都 創価中学校 2 入選
滝本　花笑 東京都 吉祥女子中学校 3 入選
越口　仁 東京都 西東京市立保谷中学校 3 入選
城戸　駿星 東京都 西東京市立明保中学校 3 入選
尾崎　翔哉 東京都 西東京市立青嵐中学校 3 入選
金子　える 東京都 新座市立第五中学校 3 入選
佐藤優羽 埼玉県 新曽中学校 1 入選
高延優果 埼玉県 新曽中学校 1 入選
渡辺あかり 埼玉県 新曽中学校 1 入選
宮﨑結 埼玉県 新曽中学校 1 入選
髙橋沙羅 埼玉県 笹目中学校 1 入選
宮本咲良 埼玉県 新曽中学校 1 入選
國生幹太 埼玉県 新曽中学校 1 入選
梅田宗士郎 埼玉県 新曽中学校 1 入選
穴井咲妃 埼玉県 新曽中学校 3 入選
砂川歩世 沖縄県 平良中学校 3 入選
多々見恭佑 広島県 福山市立向丘中学校 1 入選
皿谷修也 広島県 福山市立向丘中学校 1 入選
高橋歓汰 広島県 福山市立至誠中学校 3 入選
中西幸志 広島県 福山市立至誠中学校 3 入選
皿谷　誉 広島県 福山市立向丘中学校 3 入選
水森三晴 広島県 福山市立向丘中学校 3 入選
永野原夕佳 東京都 品川区立浜川中学校 1 入選
正木苺花 東京都 江戸川区立松江第五中学校 1 入選
元谷煌泰 東京都 江戸川区立松江第五中学校 1 入選
根岸緋里 東京都 千代田区立麹町中学校 1 入選
鈴木基央 東京都 私立品川翔英中学校 2 入選
古藤千実 東京都 品川区立鈴ヶ森中学校 2 入選
萩原愛理沙 東京都 江戸川区立松江第五中学校 2 入選
與田くらら 東京都 聖心女子学院中 1 入選
内藤隆恕 東京都 区立深沢中 1 入選
下田優衣 東京都 田園調布雙葉中 1 入選
四宮香穂 東京都 昭和女子大付属中 1 入選



新井田幸代 東京都 聖心女子学院中 2 入選
星野百香 東京都 区立駒沢中 2 入選
二戸若菜 東京都 区立深沢中 2 入選
林　融希 東京都 東京農大第一高等学校中等部 3 入選
宮﨑花月 東京都 区立瀬田中 3 入選
大谷菜望花 東京都 青山学院中等部 3 入選
五味健太 東京都 聖光学院 3 入選
川野愛莉 埼玉県 幸手中学校 1 入選
佐藤結愛 埼玉県 幸手中学校 2 入選
塩田莉未 埼玉県 幸手中学校 2 入選
吉田睦希 埼玉県 幸手西中学校 1 入選
早坂優那 宮城県 大和中学校 1 入選
佐々木琴音 宮城県 大和中学校 1 入選
筑前　茜 宮城県 東向陽台中学校 1 入選
伊藤隼人 宮城県 東向陽台中学校 1 入選
橋本璃子 宮城県 富谷中学校 2 入選
鈴木芽衣 宮城県 富谷中学校 2 入選
伊藤愛瑠 宮城県 富谷中学校 2 入選
勝然尊斗 宮城県 東向陽台中学校 3 入選
筑前日和 宮城県 東向陽台中学校 3 入選
伊藤優羽 宮城県 東向陽台中学校 3 入選
面　愛瑠 広島県 呉市立阿賀中学校 3 入選
髙﨑夕未 広島県 呉市立阿賀中学校 1 入選
宮國翔生 沖縄県 上野中学校 2 入選
狩俣安里沙 沖縄県 上野中学校 3 入選
阿部胡桃 東京都 日野市立日野第一中学校 1 入選
中川　碧 東京都 日野市立日野第一中学校 1 入選
小野結菜 東京都 日野市立日野第一中学校 1 入選
松島のどか 東京都 日野市立大坂上中学校 2 入選
落合心希 東京都 日野市立大坂上中学校 2 入選
長谷川　漣 東京都 日野市立大坂上中学校 2 入選
市川良基 東京都 相模原市立相模丘中学校 2 入選
市川叶香 東京都 相模原市立相模丘中学校 3 入選
竹中ひかり 大阪府 守口市立さつき学園 1 入選
戸髙心永 大阪府 守口市立第一中学校 1 入選
都筑美希 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
喜納莟海 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
松井菜奈 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
村山　毅 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
尾野隆輝 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
森　励起 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
持田泰志 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
赤木優斗 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
八里颯真 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
松成維音 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
宮田璃子 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
吉本息吹 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
北埜留衣 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
河端蹴斗 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
中嶋瑠唯 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
細見奏仁 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
津守誠也 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
梅井那菜子 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
汪　婧蛤 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
松井隼人 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
斎藤悠真 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
澤井都樹 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
半田璃々愛 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
長野陸都 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
寺西大惺 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
脇　悠人 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
山口涼春 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
河田　廉 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
山岡結大 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選



清田竜生 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
今井大翔 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
西村泰成 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
小野優空 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
金澤賢和 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
武　唯 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
張　欣楽 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
寺西　結 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
村田蒼空 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
山下正太郎 兵庫県 大阪市立長吉大反中学校 2 入選
砂川　響 沖縄県 宮古島市立平良中学校 3 入選
大城鈴花 沖縄県 うるま市立伊波中学校 1 入選
松尾咲良 愛媛県 済美平成中等教育学校 1 入選
松田　尚 兵庫県 白陵中学校 1 入選
井原虎太郎 広島県 熊野中学校 1 入選
竹中帆夏 広島県 熊野東中学校 3 入選
山本五十鈴 沖縄県 北中 1 入選
松川侑聖 沖縄県 城東中 1 入選
砂川尋弥 沖縄県 上野中 1 入選
上園夏鈴 沖縄県 北中 2 入選
新城寿人 沖縄県 城東中 2 入選
翁長みつき 沖縄県 鏡原中学校 2 入選
香川南琉 沖縄県 鏡原中学校 2 入選
下地季佳 沖縄県 鏡原中学校 2 入選
大城芽生 沖縄県 鏡原中学校 3 入選
下地帆夏 沖縄県 鏡原中学校 3 入選
下地佳歩 沖縄県 鏡原中学校 3 入選
齋藤翔大 福島県 南相馬市立原町第三中学校 1 入選
喜納兼人 沖縄県 潮平中学校 1 入選
上地航生 沖縄県 潮平中学校 1 入選
濱川琳久 沖縄県 兼城中学校 2 入選
國場玲紀 沖縄県 潮平中学校 2 入選
池原蒼咲 沖縄県 兼城中学校 3 入選
あらいもれあ 海外 中学校 1 入選
梅屋龍一 海外 中学校 3 入選
アリス・グラグリア 海外 フランス・パリ 1 入選
アーチュー・ラブルニ 海外 フランス・パリ 1 入選
アドリアナ・ペロン 海外 フランス・パリ 1 入選
アナエル・ローゼンバーグ 海外 フランス・パリ 1 入選
アドリアナ・ペロン 海外 フランス・パリ 1 入選
カワウソ 海外 フランス・パリ 2 入選
ヴェクラン・ジュプリス 海外 フランス・パリ 2 入選
エリンヌ 海外 フランス・パリ 2 入選
エリンヌ・ガボダン 海外 フランス・パリ 2 入選
テオ・ルイ 海外 フランス・パリ 3 入選
イリエス・ゼマウイ 海外 フランス・パリ 3 入選
かりまたさえ 沖縄県 南小学校 1 入選
かわみつあみ 沖縄県 久松小学校 1 入選
池田知史 沖縄県 南小学校 2 入選
かわみつえみ 沖縄県 久松小学校 2 入選
平田吏嘉左 富山県 氷見市立窪小学校 5 入選
萩野　　智 富山県 氷見市立窪小学校 5 入選
金谷　柚亜 富山県 氷見市立比美乃江小学校 5 入選
山本　悠輝 富山県 高岡市立野村小学校 3 入選
河合　玲亜 富山県 高岡市立西条小学校 4 入選
川村　ゆうと 富山県 高岡市立下関小学校 2 入選
中西　翔琉 富山県 高岡市立戸出西部小学校 6 入選
室谷　昇吾 富山県 高岡市立二塚小学校 2 入選
後藤　愛奈 富山県 高岡市立二塚小学校 3 入選
谷内　志帆 富山県 高岡市立下関小学校 2 入選
菅野　真琴 富山県 高岡市立高陵小学校 1 入選
宮森那奈未 富山県 高岡市立下関小学校 5 入選
林　　　さら 富山県 高岡市立野村小学校 4 入選
松田　琴未 富山県 高岡市立高陵小学校 5 入選



田畑　慎也 富山県 高岡市立二塚小学校 4 入選
川村　美佳 富山県 高岡市立下関小学校 6 入選
杉野　奈音 富山県 高岡市立野村小学校 6 入選
菅野　有紗 富山県 高岡市立高陵小学校 4 入選
石坂　音寧 富山県 高岡市立下関小学校 5 入選
後藤　彩乃 富山県 高岡市立二塚小学校 1 入選
池田　　 陽 富山県 射水市立大門小学校 2 入選
木田　萌花 富山県 高岡市立博労小学校 5 入選
山本　  煌 富山県 高岡市立能町小学校 3 入選
谷内口　　翔 富山県 高岡市立五位小学校 2 入選
細江悠太郎 富山県 高岡市立高陵小学校 5 入選
細江　孝輔 富山県 高岡市立高陵小学校 2 入選
白井智美 山口県 周南市立桜木小学校 1 入選
山田光騎 山口県 周南市立桜木小学校 1 入選
白井聡美 山口県 周南市立桜木小学校 3 入選
泉こと美 山口県 周南市立桜木小学校 3 入選
谷田絃巴 山口県 周南市立桜木小学校 3 入選
岩崎美海 山口県 周南市立桜木小学校 3 入選
江原莉杏 埼玉県 春日部市立幸松小学校 3 入選
稲葉菜月 埼玉県 春日部市立幸松小学校 4 入選
齋藤理桜 埼玉県 春日部市立幸松小学校 6 入選
出田俊輔 熊本県 力合西小学校 2 入選
尾花優伍 熊本県 砂取小学校 2 入選
みうらほのか 熊本県 飽田西小学校 1 入選
堀川花菜子 熊本県 宇土小学校 2 入選
尾花優衣 熊本県 砂取小学校 4 入選
城ケ野紗菜 熊本県 川尻小学校 4 入選
吉田好花 熊本県 城南小学校 6 入選
田端ひまり 熊本県 川尻小学校 6 入選
中島芽生 熊本県 富合小学校 4 入選
村上しずく 熊本県 小島小学校 3 入選
川嶋創太 熊本県 城南小学校 5 入選
与那嶺利織 沖縄県 伊良部島小学校 4 入選
久貝シーナ 沖縄県 伊良部島小学校 4 入選
岸本来亜 沖縄県 伊良部島小学校 4 入選
池間珠詩 沖縄県 伊良部島小学校 5 入選
伊志嶺孝介 沖縄県 伊良部島小学校 5 入選
前泊祐晟 沖縄県 伊良部島小学校 5 入選
善平　嵐 沖縄県 伊良部島小学校 5 入選
垣花吏珠輝 沖縄県 伊良部島小学校 6 入選
長嶺　蘭 沖縄県 平一小学校 1 入選
島尻咲那 沖縄県 平一小学校 3 入選
新城鈴音 沖縄県 平一小学校 3 入選
長嶺向日葵 沖縄県 平一小学校 3 入選
上地真帆 沖縄県 鏡原小学校 4 入選
砂川創志 沖縄県 平一小学校 6 入選
山口慶介 宮崎県 日之影町立日之影小学校 3 入選
若杉優次郎 宮崎県 日之影町立日之影小学校 3 入選
若杉瞭多郎 宮崎県 日之影町立日之影小学校 4 入選
寺尾悠希 宮崎県 日之影町立日之影小学校 4 入選
羽賀光亮 宮崎県 日之影町立日之影小学校 4 入選
甲斐　翔 宮崎県 日之影町立日之影小学校 5 入選
大村心乃 宮崎県 日之影町立日之影小学校 5 入選
春田永遠 宮崎県 日之影町立日之影小学校 5 入選
若杉一花 宮崎県 日之影町立日之影小学校 6 入選
黒川萌子 宮崎県 日之影町立日之影小学校 6 入選
羽賀結織 宮崎県 日之影町立日之影小学校 6 入選
吉崎凛々子 東京都 練馬区立大泉西小学校 1 入選
谷口瑠香 東京都 西東京市立保谷小学校 1 入選
伊藤　駿斗 東京都 学校法人聖徳学園小学校 1 入選
山中　菜緒 東京都 早稲田実業学校初等部 1 入選
安藤　優利 東京都 西東京市立保谷小学校 2 入選
坂本　瑛美 東京都 西東京市立谷戸第二小学校 2 入選
森西　二葉 東京都 西東京市立本町小学校 2 入選



内村　大輝 東京都 西東京市立東小学校 2 入選
佐藤　咲月 東京都 西東京市立保谷小学校 2 入選
神野　瑛伶菜 東京都 西東京市立田無小学校 2 入選
久富　圭悟 東京都 武蔵野市立大野田小学校 2 入選
久富　淳平 東京都 武蔵野市立大野田小学校 2 入選
糸井　菜月 東京都 東久留米市立第二小学校 3 入選
設楽　明日美 東京都 東久留米市立神保小学校 3 入選
橋本　晋作 東京都 西東京市立保谷小学校 3 入選
岩崎　盛斗 東京都 西東京市立住吉小学校 3 入選
大塚　雅広 東京都 西東京市立中原小学校 3 入選
山中　千緒 東京都 早稲田実業学校初等部 3 入選
今井 彩華 東京都 新座市立片山小学校 3 入選
小川　偉琉 東京都 東久留米市立第三小学校 3 入選
座安　清春 東京都 東久留米市立南町小学校 3 入選
川田　衣織 東京都 練馬区立大泉第六小学校 3 入選
中溝　笑里 東京都 西東京市立中原小学校 3 入選
塚越　一花 東京都 西東京市立けやき小学校 3 入選
中須賀　悠太 東京都 西東京市立柳沢小学校 3 入選
太田　有紀 東京都 西東京市立谷戸第二小学校 3 入選
吉田　統真 東京都 練馬区立大泉西小学校 3 入選
山本　晴也 東京都 西東京市立東伏見小学校 4 入選
小山　実月 東京都 西東京市立本町小学校 4 入選
高橋　結希 東京都 西東京市立谷戸第二小学校 4 入選
滝本　悠至 東京都 武蔵野東学園小学校 4 入選
小出　いちか 東京都 西東京市立住吉小学校 4 入選
久富　陽介 東京都 武蔵野市立大野田小学校 4 入選
横山　心温 東京都 西東京市立谷戸第二小学校 4 入選
石津　智基 東京都 西東京市立本町小学校 4 入選
坪崎　蒼空 東京都 新座市立野寺小学校 4 入選
黒田　拓聖 東京都 西東京市立本町小学校 4 入選
後藤　心々美 東京都 西東京市立保谷小学校 4 入選
寺澤　和志 東京都 西東京市立本町小学校 4 入選
岩田　采羽 東京都 西東京市立谷戸第二小学校 4 入選
遠藤　智恵 東京都 西東京市立谷戸第二小学校 4 入選
佐藤　琴 東京都 立教女子学院小学校 4 入選
山本　侑果 東京都 西東京市立保谷小学校 4 入選
西舘　舜 東京都 練馬区立関町小学校 4 入選
三富　千桜 東京都 西東京市立田無小学校 4 入選
児玉　俊介 東京都 西東京市立栄小学校 4 入選
鈴木　輝人 東京都 西東京市立本町小学校 5 入選
深井　慶司 東京都 西東京市立住吉小学校 5 入選
佐藤　星来 東京都 練馬区立大泉第二小学校 5 入選
吉武　陽也 東京都 西東京市立東小学校 5 入選
中沢　夕陽 東京都 西東京市立東伏見小学校 5 入選
安江　萌 東京都 西東京市立碧山小学校 5 入選
小川　琉那 東京都 東久留米市立第三小学校 5 入選
横井　大雅 東京都 西東京市立芝久保小学校 5 入選
高橋　唯織 東京都 新座市立野寺小学校 5 入選
長島　采良 東京都 西東京市立保谷小学校 5 入選
北川　大喜 東京都 西東京市立保谷小学校 5 入選
神野　依瑠 東京都 西東京市立田無小学校 5 入選
加藤　由菜 東京都 西東京市立保谷小学校 5 入選
中藤　良太 東京都 西東京市立谷戸第二小学校 5 入選
中須賀　健太 東京都 西東京市立柳沢小学校 6 入選
吉田　陽音 東京都 練馬区立大泉西小学校 6 入選
大久保　瑛人 東京都 東久留米市立神宝小学校 6 入選
今地　美遥 東京都 西東京市立保谷小学校 6 入選
吉﨑　桃子 東京都 練馬区立大泉西小学校 6 入選
白土　京子 東京都 練馬区立関町北小学校 6 入選
野口　桜希 東京都 西東京市立保谷小学校 6 入選
安西　柊子 東京都 西東京市立保谷小学校 6 入選
遠藤　朔磨 東京都 西東京市立保谷小学校 6 入選
斎藤　璃々 東京都 東久留米市立第三小学校 6 入選
新井　悠冴 東京都 西東京市立保谷小学校 6 入選



小笠原桜華 埼玉県 新曽北小学校 1 入選
長瀬仁志 埼玉県 戸田第一小学校 1 入選
秋吉悠成 埼玉県 蕨市立中央小学校 1 入選
佐藤優奈 埼玉県 新曽北小学校 1 入選
岩元朝陽 埼玉県 新曽北小学校 1 入選
遠藤花 埼玉県 戸田第一小学校 1 入選
庭山優奈 埼玉県 笹目東小学校 2 入選
柿元喬介 埼玉県 芦原小学校 2 入選
松山颯太 埼玉県 蕨市立西小学校 2 入選
高橋知史 埼玉県 芦原小学校 2 入選
萩原くみこ 埼玉県 戸田第一小学校 2 入選
前迫留里花 埼玉県 戸田第一小学校 2 入選
秋吉桃羽 埼玉県 蕨市中央小学校 3 入選
阿部陽茉莉 埼玉県 笹目東小学校 3 入選
三坂篤人 埼玉県 蕨市立西小学校 3 入選
嘉陽田愛子 埼玉県 芦原小学校 3 入選
高砂美佑 埼玉県 芦原小学校 4 入選
菊地真聡 埼玉県 芦原小学校 4 入選
柿元瑠璃子 埼玉県 芦原小学校 4 入選
尾﨑まい 埼玉県 さいたま市立西浦和小学校 4 入選
高橋凛々子 埼玉県 戸田南小学校 4 入選
松山晴太 埼玉県 蕨市立西小学校 4 入選
榎本小鈴 埼玉県 戸田第一小学校 4 入選
山本健生 埼玉県 新曽小学校 4 入選
小笠原碧翔 埼玉県 新曽小学校 4 入選
船戸美咲 埼玉県 新曽北小学校 4 入選
梶冴衣 埼玉県 戸田第一小学校 4 入選
保田健翔 埼玉県 新曽北小学校 4 入選
田中杏樹 埼玉県 芦原小学校 4 入選
鳥山蒼世 埼玉県 新曽北小学校 5 入選
陳楽涵 埼玉県 芦原小学校 5 入選
山根諒祐 埼玉県 芦原小学校 5 入選
小川遼真　 埼玉県 芦原小学校 5 入選
海老原吟之甫 埼玉県 さいたま市立影沼小学校 6 入選
傳田喜一 埼玉県 新曽北小学校 6 入選
田中天馬 埼玉県 芦原小学校 6 入選
上地りりあ 沖縄県 南小学校 1 入選
盛島けんいちろう 沖縄県 下地小学校 2 入選
上地好華 沖縄県 下地小学校 3 入選
新田苺穂 沖縄県 下地小学校 4 入選
盛島小百合 沖縄県 下地小学校 5 入選
土方美稲 沖縄県 久松小学校 5 入選
上地優徳 沖縄県 南小学校 5 入選
上里陸渡 沖縄県 南小学校 6 入選
あずま　ふみたか 沖縄県 久松小学校 1 入選
おおわん こはな 沖縄県 久松小学校 1 入選
おかだ みな 沖縄県 久松小学校 1 入選
宮崎花楓 沖縄県 八雲学園高等学校 1 入選
山手咲良 沖縄県 慶應義塾女子高等学校 1 入選
さいとう あき 沖縄県 久松小学校 1 入選
さわだ うるは 沖縄県 久松小学校 1 入選
すなかわ まい 沖縄県 久松小学校 1 入選
すなかわ りょうすけ 沖縄県 久松小学校 1 入選
せそこ りの 沖縄県 久松小学校 1 入選
たにぐち じゅん 沖縄県 久松小学校 1 入選
つるまち あらた 沖縄県 久松小学校 1 入選
とくなが こたろう 沖縄県 久松小学校 1 入選
ともり　みはる 沖縄県 久松小学校 1 入選
にかどり ゆい 沖縄県 久松小学校 1 入選
にしひら ゆいと 沖縄県 久松小学校 1 入選
はんだ けんせい 沖縄県 久松小学校 1 入選
ひらど しおう 沖縄県 久松小学校 1 入選
みやぎ あおい 沖縄県 久松小学校 1 入選
もり ゆうき 沖縄県 久松小学校 1 入選



よな しゅんすけ 沖縄県 久松小学校 1 入選
よなは きほ 沖縄県 久松小学校 1 入選
たなか　あおい 沖縄県 久松小学校 1 入選
あだにや えいた 沖縄県 久松小学校 1 入選
いらぶ るうく 沖縄県 久松小学校 1 入選
えんどう けいた 沖縄県 久松小学校 1 入選
かしま なぎさ 沖縄県 久松小学校 1 入選
かねしま えな 沖縄県 久松小学校 1 入選
かわみつ みつき 沖縄県 久松小学校 1 入選
きのした さくら 沖縄県 久松小学校 1 入選
ぐしけん さな 沖縄県 久松小学校 1 入選
さわだ あみ 沖縄県 久松小学校 1 入選
しもじ ともはる 沖縄県 久松小学校 1 入選
しんじょう ゆづき 沖縄県 久松小学校 1 入選
すながわ さくや 沖縄県 久松小学校 1 入選
たいら しょうり 沖縄県 久松小学校 1 入選
ねま しょうた 沖縄県 久松小学校 1 入選
はまがわ せな 沖縄県 久松小学校 1 入選
はらみょう さら 沖縄県 久松小学校 1 入選
ふぉーりー じゅん 沖縄県 久松小学校 1 入選
ふくもと あおい 沖縄県 久松小学校 1 入選
ふちだ にじ 沖縄県 久松小学校 1 入選
ふちだ はれ 沖縄県 久松小学校 1 入選
ほった　あさひ 沖縄県 久松小学校 1 入選
もとなが まな 沖縄県 久松小学校 1 入選
もりもと めい 沖縄県 久松小学校 1 入選
いけはら あみ 沖縄県 久松小学校 2 入選
いしみね ひろと 沖縄県 久松小学校 2 入選
うえはら りおな 沖縄県 久松小学校 2 入選
うるま ひろ 沖縄県 久松小学校 2 入選
かわみつ　もえ 沖縄県 久松小学校 2 入選
かわみつ ことな 沖縄県 久松小学校 2 入選
くしげ なお 沖縄県 久松小学校 2 入選
さかい じょう 沖縄県 久松小学校 2 入選
せとだ だい 沖縄県 久松小学校 2 入選
たいら しゅり 沖縄県 久松小学校 2 入選
たかさと ゆう 沖縄県 久松小学校 2 入選
たばた ひな 沖縄県 久松小学校 2 入選
とくやま めいや 沖縄県 久松小学校 2 入選
ながさき ゆいり 沖縄県 久松小学校 2 入選
ながはま りあ 沖縄県 久松小学校 2 入選
にしかわ しあん 沖縄県 久松小学校 2 入選
にしひら ようた 沖縄県 久松小学校 2 入選
のはら すず 沖縄県 久松小学校 2 入選
はせがわ のあ 沖縄県 久松小学校 2 入選
ふくだ こうき 沖縄県 久松小学校 2 入選
まえどまり わこ 沖縄県 久松小学校 2 入選
いまむら いぶき 沖縄県 久松小学校 2 入選
かさい きひろ 沖縄県 久松小学校 2 入選
かねもと れな 沖縄県 久松小学校 2 入選
きしもと かえら 沖縄県 久松小学校 2 入選
きしもと しんば 沖縄県 久松小学校 2 入選
さいとう みお 沖縄県 久松小学校 2 入選
さかもと はな 沖縄県 久松小学校 2 入選
さわだ みお 沖縄県 久松小学校 2 入選
しもじ ゆいな 沖縄県 久松小学校 2 入選
すなかわ せいら 沖縄県 久松小学校 2 入選
すま くうじゅ 沖縄県 久松小学校 2 入選
たなか こうき 沖縄県 久松小学校 2 入選
つじ そうすけ 沖縄県 久松小学校 2 入選
とくやま こうが 沖縄県 久松小学校 2 入選
にしざと ふうか 沖縄県 久松小学校 2 入選
ねぎ ひなこ 沖縄県 久松小学校 2 入選
はまがわ るき 沖縄県 久松小学校 2 入選



まつもと　ひりゅう 沖縄県 久松小学校 2 入選
みやざと ゆうきょう 沖縄県 久松小学校 2 入選
やまぐち みのり 沖縄県 久松小学校 2 入選
よしだ りり 沖縄県 久松小学校 2 入選
赤崎栞奈 沖縄県 久松小学校 3 入選
池田栄希 沖縄県 久松小学校 3 入選
内間姫愛 沖縄県 久松小学校 3 入選
岡田七海 沖縄県 久松小学校 3 入選
岸本結心花 沖縄県 久松小学校 3 入選
塩川雄大 沖縄県 久松小学校 3 入選
下重陽花 沖縄県 久松小学校 3 入選
下地球太 沖縄県 久松小学校 3 入選
下地晃誠 沖縄県 久松小学校 3 入選
新城瑠琉 沖縄県 久松小学校 3 入選
平良勝平 沖縄県 久松小学校 3 入選
渡真利叶星 沖縄県 久松小学校 3 入選
友利拓真 沖縄県 久松小学校 3 入選
友利結愛 沖縄県 久松小学校 3 入選
長濱莉朗 沖縄県 久松小学校 3 入選
西銘千歌 沖縄県 久松小学校 3 入選
野原颯太 沖縄県 久松小学校 3 入選
濱川 翔 沖縄県 久松小学校 3 入選
濱川陽莉 沖縄県 久松小学校 3 入選
松岡幸輝 沖縄県 久松小学校 3 入選
宮國夏空 沖縄県 久松小学校 3 入選
宮平豊大 沖縄県 久松小学校 3 入選
宮本大輝 沖縄県 久松小学校 3 入選
屋比久 椿 沖縄県 久松小学校 3 入選
渡壁快崇 沖縄県 久松小学校 3 入選
安谷屋甚太 沖縄県 久松小学校 3 入選
安谷屋璃月 沖縄県 久松小学校 3 入選
池間琉奈 沖縄県 久松小学校 3 入選
伊東蒼希 沖縄県 久松小学校 3 入選
糸数志乃 沖縄県 久松小学校 3 入選
上地来希 沖縄県 久松小学校 3 入選
大石悠真 沖縄県 久松小学校 3 入選
沖 陽真 沖縄県 久松小学校 3 入選
小祿雄斗 沖縄県 久松小学校 3 入選
嘉陽圭真 沖縄県 久松小学校 3 入選
川滿英翔 沖縄県 久松小学校 3 入選
栗山 花 沖縄県 久松小学校 3 入選
具志堅仁香 沖縄県 久松小学校 3 入選
坂口 碧 沖縄県 久松小学校 3 入選
佐和田琥把 沖縄県 久松小学校 3 入選
塩川三由 沖縄県 久松小学校 3 入選
濱川笑菜 沖縄県 久松小学校 3 入選
松岡勇志 沖縄県 久松小学校 3 入選
松原希歩 沖縄県 久松小学校 3 入選
目黒優羽愛 沖縄県 久松小学校 3 入選
吉浜こいか 沖縄県 久松小学校 3 入選
田中　扶 沖縄県 久松小学校 3 入選
松山航征 沖縄県 久松小学校 3 入選
新垣良磨 沖縄県 久松小学校 4 入選
伊佐柑南 沖縄県 久松小学校 4 入選
岩切仁祐 沖縄県 久松小学校 4 入選
小川 杏 沖縄県 久松小学校 4 入選
鹿島 翼 沖縄県 久松小学校 4 入選
川満小澄 沖縄県 久松小学校 4 入選
久貝百彩 沖縄県 久松小学校 4 入選
塩川翔大 沖縄県 久松小学校 4 入選
高江洲蕗来 沖縄県 久松小学校 4 入選
西平菜穂 沖縄県 久松小学校 4 入選
半田優成 沖縄県 久松小学校 4 入選
安井颯辰 沖縄県 久松小学校 4 入選



與那覇心結 沖縄県 久松小学校 4 入選
上原美桜 沖縄県 久松小学校 4 入選
閏間瑛斗 沖縄県 久松小学校 4 入選
大浦駿汰 沖縄県 久松小学校 4 入選
大瀬戸龍之介 沖縄県 久松小学校 4 入選
大渕芽依 沖縄県 久松小学校 4 入選
垣花海菜 沖縄県 久松小学校 4 入選
國吉心海 沖縄県 久松小学校 4 入選
齋藤史織 沖縄県 久松小学校 4 入選
佐喜眞隆登 沖縄県 久松小学校 4 入選
澁田芽空 沖縄県 久松小学校 4 入選
下地 咲 沖縄県 久松小学校 4 入選
下地龍樹 沖縄県 久松小学校 4 入選
新里諒仁 沖縄県 久松小学校 4 入選
杉山陽葵 沖縄県 久松小学校 4 入選
玉寄結香 沖縄県 久松小学校 4 入選
当真羽奈 沖縄県 久松小学校 4 入選
渡久山莉愛 沖縄県 久松小学校 4 入選
仲村結心 沖縄県 久松小学校 4 入選
福田雄大 沖縄県 久松小学校 4 入選
宮川瑞季 沖縄県 久松小学校 4 入選
與那覇和輝 沖縄県 久松小学校 4 入選
赤崎皓斗 沖縄県 久松小学校 5 入選
池田芽愛 沖縄県 久松小学校 5 入選
石嶺佳子 沖縄県 久松小学校 5 入選
岩崎采奈 沖縄県 久松小学校 5 入選
大渕楓斗 沖縄県 久松小学校 5 入選
奥濱真平 沖縄県 久松小学校 5 入選
嘉陽宏星 沖縄県 久松小学校 5 入選
黒木日々音 沖縄県 久松小学校 5 入選
具志堅忠仁 沖縄県 久松小学校 5 入選
佐和田美海 沖縄県 久松小学校 5 入選
下地菜々美 沖縄県 久松小学校 5 入選
下地向日葵 沖縄県 久松小学校 5 入選
洲﨑絢斗 沖縄県 久松小学校 5 入選
友利悠大 沖縄県 久松小学校 5 入選
仲里みなみ 沖縄県 久松小学校 5 入選
仲里柚姫 沖縄県 久松小学校 5 入選
仲間悠乃 沖縄県 久松小学校 5 入選
根間玄心 沖縄県 久松小学校 5 入選
濱川陽南 沖縄県 久松小学校 5 入選
平戸敦己 沖縄県 久松小学校 5 入選
星野穂希 沖縄県 久松小学校 5 入選
森 夏夢偉 沖縄県 久松小学校 5 入選
森根凜和 沖縄県 久松小学校 5 入選
屋比久崇斗 沖縄県 久松小学校 5 入選
池間瑛太 沖縄県 久松小学校 5 入選
川満茉愛紗 沖縄県 久松小学校 5 入選
久貝真叶 沖縄県 久松小学校 5 入選
國吉 丈 沖縄県 久松小学校 5 入選
下地琉音 沖縄県 久松小学校 5 入選
洲﨑琳斗 沖縄県 久松小学校 5 入選
大久愛空 沖縄県 久松小学校 5 入選
玉寄結愛 沖縄県 久松小学校 5 入選
西里 凛 沖縄県 久松小学校 5 入選
西銘航平 沖縄県 久松小学校 5 入選
濱川仁衣菜 沖縄県 久松小学校 5 入選
フォーリー ジミ 沖縄県 久松小学校 5 入選
前泊 京 沖縄県 久松小学校 5 入選
山野媛花 沖縄県 久松小学校 5 入選
与儀恒葵 沖縄県 久松小学校 5 入選
吉濱瑠波 沖縄県 久松小学校 5 入選
池間優亜希 沖縄県 久松小学校 6 入選
井上舜聖 沖縄県 久松小学校 6 入選



岩佐 岳 沖縄県 久松小学校 6 入選
大坪優弥 沖縄県 久松小学校 6 入選
嘉手苅 錬 沖縄県 久松小学校 6 入選
新城乃瑛瑠 沖縄県 久松小学校 6 入選
平良嘉規 沖縄県 久松小学校 6 入選
髙辻有右乃 沖縄県 久松小学校 6 入選
辻 康太郎 沖縄県 久松小学校 6 入選
友利鈴愛 沖縄県 久松小学校 6 入選
饒平名梨琴 沖縄県 久松小学校 6 入選
半田実咲 沖縄県 久松小学校 6 入選
宮國陽向 沖縄県 久松小学校 6 入選
宮本涼太 沖縄県 久松小学校 6 入選
森本和光 沖縄県 久松小学校 6 入選
與那覇結真 沖縄県 久松小学校 6 入選
石井来人 沖縄県 久松小学校 6 入選
岩瀬友希 沖縄県 久松小学校 6 入選
沖 奏汰 沖縄県 久松小学校 6 入選
垣花真凜 沖縄県 久松小学校 6 入選
川満ミイナ 沖縄県 久松小学校 6 入選
川滿未宙 沖縄県 久松小学校 6 入選
川満梨愛 沖縄県 久松小学校 6 入選
漢那真紀乃 沖縄県 久松小学校 6 入選
久重東洋 沖縄県 久松小学校 6 入選
新里颯一朗 沖縄県 久松小学校 6 入選
走川藍龍 沖縄県 久松小学校 6 入選
田中舜一 沖縄県 久松小学校 6 入選
寺町紗季 沖縄県 久松小学校 6 入選
根間祐里亜 沖縄県 久松小学校 6 入選
水野橙子 沖縄県 久松小学校 6 入選
吉浜めいみ 沖縄県 久松小学校 6 入選
与那覇心菜 沖縄県 久松小学校 6 入選
澤井蒔人 沖縄県 久松小学校 3 入選
豊見山珂壮 沖縄県 久松小学校 4 入選
漢那芽依 沖縄県 久松小学校 4 入選
砂川太希 沖縄県 久松小学校 5 入選
下地英輔 沖縄県 久松小学校 1 入選
平良隆之介 沖縄県 久松小学校 6 入選
砂川瑠音 沖縄県 久松小学校 3 入選
饒平名陸斗 沖縄県 久松小学校 4 入選
長濱優人 沖縄県 久松小学校 6 入選
郭　建宏 東京都 北区立浮間小学校 3 入選
菅野　渚 東京都 北区立西浮間小学校 3 入選
出口あさひ 東京都 北区立西浮間小学校 3 入選
宮澤優亜 東京都 北区立西浮間小学校 4 入選
津幡心陽 東京都 北区立浮間小学校 5 入選
赤間　晴仁 宮城県 女川町立女川小学校 1 入選
宮坂　鈴珠 宮城県 女川町立女川小学校 1 入選
阿部　陽華 宮城県 女川町立女川小学校 3 入選
髙橋　正亮 宮城県 女川町立女川小学校 4 入選
河内環奈 広島県 福山市立水吞小学校 1 入選
小林紗良 広島県 福山市立水吞小学校 1 入選
川口琥鉄 広島県 福山市立熊野小学校 1 入選
廣川佳悟 広島県 福山市立熊野小学校 1 入選
緒方橙希 広島県 福山市立水吞小学校 2 入選
遊免　駿 広島県 福山市立水吞小学校 2 入選
青山伶奈 広島県 福山市立水吞小学校 2 入選
北村悠翔 広島県 福山市立水吞小学校 2 入選
康　馨藝 広島県 福山市立水吞小学校 2 入選
殿山志朋 広島県 福山市立新涯小学校 2 入選
河内稀衣 広島県 福山市立水吞小学校 3 入選
渡辺結香 広島県 福山市立水吞小学校 3 入選
三輪優夏 広島県 福山市立水吞小学校 3 入選
三谷侑芽香 広島県 福山市立熊野小学校 3 入選
田中詩穏 広島県 福山市立水吞小学校 4 入選



草場煌大 広島県 福山市立水吞小学校 4 入選
村上琉晟 広島県 福山市立水吞小学校 4 入選
緒方希衣 広島県 福山市立水吞小学校 5 入選
佐藤公香 広島県 福山市立水吞小学校 5 入選
林内勘太郎 広島県 福山市立水吞小学校 5 入選
藤井太雅 広島県 福山市立髙島小学校 5 入選
村上紗弥 広島県 福山市立熊野小学校 5 入選
三井瑠莉 広島県 福山市立熊野小学校 6 入選
鈴木仁愛 広島県 福山市立水吞小学校 6 入選
草場惺斗 広島県 福山市立水吞小学校 6 入選
栗本修司 広島県 福山市立駅家小学校 5 入選
林　陽菜 東京都 品川区立浜川小学校 1 入選
松田夏奈 東京都 品川区立浜川小学校 1 入選
安川奈都 東京都 品川区立浜川小学校 1 入選
西田颯希 東京都 品川区立浜川小学校 1 入選
清水文乃 東京都 品川区立八潮学園 1 入選
石野莉帆 東京都 品川区立鈴ケ森小学校 1 入選
義村泉季 東京都 品川区立鮫浜小学校 1 入選
梅原宜明 東京都 品川区立鈴ケ森小学校 2 入選
長尾遥真 東京都 品川区立浜川小学校 2 入選
畑　帆乃香 東京都 江戸川区立一乃江小学校 3 入選
坂田将真 東京都 江戸川区立一乃江小学校 3 入選
楠目優斗 東京都 江戸川区立一乃江小学校 3 入選
岡田昊大 東京都 江戸川区立一乃江小学校 3 入選
伊藤帆夏 東京都 品川区立浜川小学校 3 入選
藤井　凜 東京都 品川区立浜川小学校 3 入選
甲斐日和莉 東京都 品川区立浜川小学校 3 入選
和氣優真 東京都 品川区立浜川小学校 3 入選
安川愛栞 東京都 品川区立浜川小学校 3 入選
巴　美琴 東京都 品川区立浜川小学校 4 入選
平野　楓 東京都 品川区立浜川小学校 4 入選
竹安　葵 東京都 品川区立浜川小学校 4 入選
西田美咲 東京都 品川区立浜川小学校 4 入選
和氣愛佳 東京都 品川区立浜川小学校 4 入選
天本葵彩 東京都 江戸川区立新塀小学校 4 入選
福見　浬 東京都 江戸川区立一之江小学校 4 入選
元谷泰晟 東京都 江戸川区立一之江小学校 4 入選
石川菜々花 東京都 江戸川区立一之江小学校 5 入選
阿部結人 東京都 江戸川区立一之江小学校 5 入選
宮　武之介 東京都 江戸川区立一之江小学校 5 入選
坂田優衣 東京都 江戸川区立一之江小学校 5 入選
藤本翔馬 東京都 江戸川区立一之江小学校 5 入選
中村梨衣 東京都 江戸川区立一之江小学校 5 入選
細川璃子 東京都 江戸川区立一之江小学校 5 入選
田中　愛 東京都 江戸川区立一之江小学校 5 入選
有馬　舞 東京都 江戸川区立一之江小学校 5 入選
石野華帆 東京都 江戸川区立一之江小学校 5 入選
古藤慧士 東京都 江戸川区立一之江小学校 5 入選
長尾咲良 東京都 江戸川区立一之江小学校 6 入選
薄田里咲 東京都 江戸川区立篠崎小学校 6 入選
小林紗奈 東京都 区立弦巻小 1 入選
佐藤陽弥 東京都 区立深沢小 2 入選
鎌野迦蓮 東京都 区立京西小 2 入選
藤田紗良 東京都 聖心女子学院初等科 2 入選
沼沢英恵 東京都 成城学園初等科 2 入選
濱四津麻畝 東京都 学芸大学附属世田谷小 2 入選
日高みれあ 東京都 区立桜町小 2 入選
久保田詩菜 東京都 区立京西小 2 入選
常永悠斗 東京都 東京都市大学附属小 2 入選
川畑清陽 東京都 区立桜町小 3 入選
小室　陽 東京都 成城学園初等科 3 入選
竹川　凌 東京都 区立松丘小 3 入選
橘　俊成 東京都 区立桜町小 3 入選
金子陽葵 東京都 区立桜町小 3 入選



黒澤璃子 東京都 東洋英和女学院小学部 3 入選
溝口優奈 東京都 区立桜町小 3 入選
山田陽平 東京都 区立京西小 3 入選
平野惺哉 東京都 区立松丘小 3 入選
佐野良真 東京都 東京農業大学附属稲花小 3 入選
稲垣ふゆ芽 東京都 区立東深沢小 3 入選
天野結月 東京都 東京都市大学付属小 3 入選
川野結愛 東京都 区立弦巻小 3 入選
花村優之介 東京都 森村小 3 入選
森　恵莉花 東京都 東京都市大学付属小 3 入選
松野朱寿珈 東京都 慶應義塾横浜初等部 4 入選
秋葉陽人 東京都 区立松丘小 4 入選
植田　凜 東京都 区立弦巻小 4 入選
藤田紗瑛 東京都 聖心女子学院初等科 4 入選
民秋良空 東京都 学芸大学付属世田谷小 4 入選
洞下真希 東京都 区立松丘小 4 入選
森木結菜 東京都 区立弦巻小 4 入選
小林梨夏 東京都 区立弦巻小 4 入選
川辺士紋 東京都 区立松丘小 4 入選
早﨑　聡 東京都 慶應義塾横浜初等部 5 入選
新井田大河 東京都 区立深沢小 5 入選
菊地　諒 東京都 区立京西小 5 入選
青木董子 東京都 区立桜町小 6 入選
大江琉聖 東京都 筑波大学付属小 6 入選
田中　葵 埼玉県 栗橋南小学校 4 入選
石塚千耀 埼玉県 さくら小学校 6 入選
竹之下柚乃 埼玉県 さくら小学校 5 入選
田中彩美 埼玉県 さくら小学校 4 入選
佐伯　瞳 埼玉県 幸手小学校 4 入選
野本せつ 埼玉県 幸手小学校 5 入選
豊田うらら 埼玉県 砂原小学校 4 入選
関口愛浬 埼玉県 青毛小学校 5 入選
佐伯穂波 埼玉県 幸手小学校 1 入選
井藤優翔 埼玉県 幸手小学校 4 入選
遠山もも 埼玉県 長倉小学校 5 入選
新垣花心 沖縄県 浦添市立当山小学校 6 入選
比嘉こうめ 沖縄県 浦添市立当山小学校 4 入選
柴田けいじ 宮城県 日吉台小学校 1 入選
大友來愛 宮城県 富谷小学校 2 入選
三浦琴々 宮城県 東向陽台小学校 2 入選
竹ケ原凛愛 宮城県 吉岡小学校 3 入選
大庄司心亜 宮城県 富谷小学校 3 入選
伊藤あんじ 宮城県 小野小学校 3 入選
伊藤　凪 宮城県 小野小学校 3 入選
佐藤香朋 宮城県 東向陽台小学校 3 入選
山下侑夕 宮城県 東向陽台小学校 3 入選
富樫寿羽 宮城県 東向陽台小学校 3 入選
勝然璃音 宮城県 東向陽台小学校 3 入選
阿部柚希 宮城県 東向陽台小学校 3 入選
保坂　渚 宮城県 日吉台小学校 4 入選
岡沼華杏 宮城県 日吉台小学校 4 入選
清水望百花 宮城県 吉岡小学校 4 入選
安田煌一朗 宮城県 吉岡小学校 4 入選
白鳥由唯斗 宮城県 小野小学校 4 入選
北目優季菜 宮城県 富谷小学校 4 入選
中橋莉音 宮城県 富谷小学校 4 入選
大友優徠 宮城県 富谷小学校 4 入選
柴田美宇 宮城県 日吉台小学校 4 入選
鈴木心春 宮城県 日吉台小学校 4 入選
齋藤　光 宮城県 小野小学校 5 入選
斎藤　凛 宮城県 日吉台小学校 5 入選
安田陽日子 宮城県 吉岡小学校 5 入選
佐々木鈴音 宮城県 吉岡小学校 5 入選
髙橋心愛 宮城県 吉岡小学校 5 入選



河内心実 宮城県 東向陽台小学校 5 入選
神山瑛汰 宮城県 東向陽台小学校 5 入選
富本夏芽 宮城県 東向陽台小学校 5 入選
廣瀬心優 宮城県 東向陽台小学校 5 入選
庄司怜太 宮城県 富谷小学校 6 入選
三浦椛暖 宮城県 東向陽台小学校 6 入選
大友優月 宮城県 鶴巣小学校 6 入選
佐々木麻衣 宮城県 小野小学校 6 入選
只野心春 宮城県 小野小学校 6 入選
大内里紗 宮城県 小野小学校 6 入選
早坂史央 宮城県 小野小学校 6 入選
本田莉夢 宮城県 吉岡小学校 6 入選
飯野愛奈 宮城県 吉岡小学校 6 入選
赤城奏音 宮城県 吉岡小学校 6 入選
佐藤愛桜 広島県 呉市立阿賀小学校 6 入選
横畠　碧 広島県 呉市立阿賀小学校 5 入選
岩城優咲 広島県 呉市立広小学校 5 入選
村谷桃香 広島県 呉市立阿賀小学校 5 入選
松浦菜音 広島県 呉市立横路小学校 4 入選
上川和奏 広島県 呉市立広小学校 4 入選
中島陽妃 広島県 呉市立阿賀小学校 4 入選
濱本　雅 広島県 呉市立阿賀小学校 4 入選
富澤芽依 広島県 呉市立横路小学校 4 入選
高田彩帆 広島県 呉市立阿賀小学校 4 入選
増田莉瑚 広島県 呉市立阿賀小学校 4 入選
西川遥斗 広島県 呉市立阿賀小学校 4 入選
大佛綾香 広島県 呉市立阿賀小学校 4 入選
吉田一哉 広島県 呉市立広小学校 4 入選
新家陽音 広島県 呉市立広小学校 4 入選
畑中麻優 広島県 呉市立阿賀小学校 4 入選
山根璃皇 広島県 東広島市立八本松小学校 4 入選
川崎四季 広島県 呉市立広小学校 3 入選
礒本大晴 広島県 呉市立阿賀小学校 3 入選
陶山　菫 広島県 呉市立阿賀小学校 3 入選
藤岡新汰 広島県 呉市立阿賀小学校 3 入選
藤原海輝 広島県 呉市立白岳小学校 3 入選
石橋紀代子 広島県 呉市立横路小学校 2 入選
髙﨑麻未 広島県 呉市立阿賀小学校 2 入選
得田結瑞 広島県 呉市立阿賀小学校 2 入選
森脇陸太 広島県 呉市立広小学校 2 入選
新家百々花 広島県 呉市立広小学校 2 入選
吉田多恵 広島県 呉市立広小学校 2 入選
山根美空 広島県 東広島市立八本松小学校 2 入選
高見める 広島県 東広島市立八本松小学校 2 入選
宮国江麻 沖縄県 平一小学校 1 入選
きらやま　すばる 沖縄県 上野小学校 1 入選
あらかき　ようた 沖縄県 上野小学校 1 入選
もとむら　たいち 沖縄県 上野小学校 1 入選
下地はお 沖縄県 上野小学校 2 入選
根間文美 沖縄県 平一小学校 2 入選
川満星奈 沖縄県 上野小学校 3 入選
三浦胡桃 沖縄県 上野小学校 4 入選
今村柚季 沖縄県 上野小学校 4 入選
桑鶴紗希 沖縄県 上野小学校 4 入選
渡真利美寿 沖縄県 上野小学校 4 入選
宮国凛生 沖縄県 上野小学校 5 入選
下地叶望 沖縄県 上野小学校 5 入選
温井　優 東京都 日野第一小学校 4 入選
小野凌牙 東京都 日野第一小学校 4 入選
小山大翔 東京都 日野第一小学校 5 入選
石垣れんと 沖縄県 東小学校 1 入選
伊計ねいろ 沖縄県 東小学校 1 入選
重田みさき 沖縄県 東小学校 1 入選
謝敷まこ 沖縄県 東小学校 1 入選



新城はると 沖縄県 東小学校 1 入選
砂川こはく 沖縄県 平一小学校 1 入選
山内りく 沖縄県 東小学校 1 入選
下地けいご 沖縄県 平一小学校 2 入選
新崎あおい 沖縄県 東小学校 4 入選
砂川美桜 沖縄県 東小学校 4 入選
大城羽琉 沖縄県 北小学校 4 入選
上里彪仁 沖縄県 平一小学校 4 入選
奥原双大 沖縄県 平一小学校 4 入選
戸髙光絆 大阪府 守口市立守口小学校 5 入選
岸本花暖 大阪府 大阪市立清水小学校 4 入選
奥村光莉 大阪府 守口市立守口小学校 3 入選
汐崎裕志 大阪府 守口市立守口小学校 3 入選
竹田ゆあ 大阪府 守口市立守口小学校 3 入選
上野優月 大阪府 守口市立守口小学校 3 入選
木馬亮宏 兵庫県 豊中市立桜塚小学校 5 入選
水野花音 兵庫県 豊中市立豊島小学校 5 入選
與那覇けいご 沖縄県 鏡原小学校 1 入選
與那覇遥成 沖縄県 鏡原小学校 4 入選
砂川　咲 沖縄県 南小学校 4 入選
福井美織 大分県 大分市立田尻小学校 2 入選
酒井寛士郎 神奈川県 大野北小学校 6 入選
酒井悠之介 神奈川県 大野北小学校 4 入選
船津桃花 埼玉県 大宮小学校 6 入選
大内結太 東京都 葛飾区立半田小学校 5 入選
鈴木瑛士 東京都 葛飾区立半田小学校 5 入選
小野寺愛衣 東京都 葛飾区立半田小学校 5 入選
中村心奏 東京都 葛飾区立半田小学校 5 入選
大内咲楽 東京都 葛飾区立半田小学校 4 入選
わたなべりおな 東京都 葛飾区立半田小学校 4 入選
小野寺俐乃 東京都 葛飾区立半田小学校 3 入選
亀田琴未 東京都 葛飾区立半田小学校 3 入選
吉松蒼真 東京都 葛飾区立東金町小学校 2 入選
濱野水希 東京都 葛飾区立原田小学校 1 入選
工藤大雅 東京都 八潮市立八条北小学校 1 入選
亀田ゆず奈 沖縄県 那覇市立城西小学校 2 入選
佐渡山　愛 沖縄県 浦添市立浦城小学校 3 入選
佐久川結衣 沖縄県 浦添市立港川小学校 5 入選
大城麗花 沖縄県 うるま市立伊波小学校 6 入選
浜野純衣 愛知県 豊橋市立八町小学校 3 入選
清水菜那 愛媛県 道後小学校 1 入選
苗村亜耶 愛媛県 愛媛大学教育学部附属小学校 1 入選
藤井勝成 愛媛県 愛媛大学教育学部附属小学校 2 入選
松尾和香那 愛媛県 愛媛大学教育学部附属小学校 2 入選
片岡　愛 愛媛県 道後小学校 4 入選
清水優仁 愛媛県 道後小学校 4 入選
西平奈央 愛媛県 道後小学校 4 入選
斎藤一希 愛媛県 湯築小学校 6 入選
江田　陸 広島県 熊野第三小学校 3 入選
江田梨乃 広島県 熊野第三小学校 4 入選
竹中　源 広島県 熊野第四小学校 5 入選
もとながまな 沖縄県 久松小学校 1 入選
譜久原かいせい 沖縄県 東小学校 1 入選
譜久原旭飛 沖縄県 東小学校 3 入選
與那覇竜海 沖縄県 伊良部小学校 5 入選
宮国栄磨 沖縄県 西城小学校 5 入選
友利美晴 沖縄県 久松小 1 入選
新城沙羅 沖縄県 北小 1 入選
国吉悠愛 沖縄県 平一小 1 入選
砂川琉音 沖縄県 東小 1 入選
砂川桜寿 沖縄県 西辺小 1 入選
石垣亮河 沖縄県 西城小 1 入選
與那覇泰誠 沖縄県 西城小 1 入選
佐藤諒悟 沖縄県 東小 2 入選



上地結太 沖縄県 東小 2 入選
新城美穏 沖縄県 東小 2 入選
喜久川慎之介 沖縄県 城辺小 2 入選
與那覇有人 沖縄県 西城小 3 入選
勝連大葵 沖縄県 鏡原小 4 入選
安里基冶 沖縄県 西辺小 4 入選
仲地愛良 沖縄県 下地小 4 入選
佐藤敬悟 沖縄県 東小 4 入選
西里果倫 沖縄県 城辺小 4 入選
伊波那菜 沖縄県 西城小 4 入選
新城真愛 沖縄県 東小 5 入選
佐和田希成 沖縄県 東小 5 入選
佐和田　新 沖縄県 東小 5 入選
田多夏海 沖縄県 城辺小 5 入選
柴田　新 栃木県 小山市立乙女小学校 1 入選
広瀬　桃 栃木県 小山市立乙女小学校 2 入選
石川紗綾 栃木県 小山市立乙女小学校 3 入選
柴田　花 栃木県 小山市立乙女小学校 3 入選
松本和真 栃木県 小山市立間々田小学校 3 入選
関　陽弥 栃木県 小山市立大谷南小学校 3 入選
秋山知紗 栃木県 小山市立乙女小学校 6 入選
すなかわあいり 沖縄県 鏡原小学校 1 入選
かでかりまりん 沖縄県 鏡原小学校 2 入選
かわみつあいり 沖縄県 鏡原小学校 2 入選
知念柊磨 沖縄県 鏡原小学校 3 入選
友利光音 沖縄県 鏡原小学校 3 入選
伊良皆真白 沖縄県 鏡原小学校 3 入選
與那覇彩空 沖縄県 鏡原小学校 4 入選
安元絆夏 沖縄県 鏡原小学校 4 入選
野原くらら 沖縄県 鏡原小学校 4 入選
谷本友愛 沖縄県 鏡原小学校 4 入選
糸洲湊斗 沖縄県 鏡原小学校 5 入選
與那覇大地 沖縄県 鏡原小学校 5 入選
友利娃良 沖縄県 鏡原小学校 5 入選
下地亮太朗 沖縄県 鏡原小学校 5 入選
根間妙美 沖縄県 鏡原小学校 5 入選
松堂寛輯 沖縄県 鏡原小学校 6 入選
金村紗友梨 沖縄県 鏡原小学校 6 入選
垣花ゆう 沖縄県 鏡原小学校 6 入選
知念駿介 沖縄県 鏡原小学校 6 入選
村松大地 福島県 南相馬市立大甕小学校 3 入選
木幡夏帆 福島県 南相馬市立太田小学校 6 入選
原　麗翔 福島県 南相馬市立鹿島小学校 6 入選
湧川由愛 沖縄県 潮平小学校 2 入選
金城琉斗 沖縄県 潮平小学校 4 入選
島村　杏 沖縄県 高嶺小学校 5 入選
中村優吏亜 沖縄県 東風平小学校 5 入選
平良希妃 沖縄県 兼城小学校 6 入選
古橋真央 埼玉県 正善小学校 6 入選
安井茉恵里 海外 フランス　パリ 2 入選
吉田　蓮 海外 フランス　パリ 2 入選
深澤麻柊 海外 フランス　パリ 2 入選
りりか 海外 フランス　パリ 3 入選
ローゼングランアルト 海外 フランス　パリ 2 入選
早川　幸 海外 フランス　パリ 5 入選
ジュリアン 海外 フランス　パリ 1 入選
イネス・カブレイラ 海外 フランス　パリ 2 入選
アナイス・ディナー 海外 フランス　パリ 3 入選
サロメ・ラブルニ 海外 フランス　パリ 3 入選
レア・ブラガド 海外 フランス　パリ 3 入選
ふかさわ・マシュー 海外 フランス　パリ 3 入選
ヨアンヌ・カタブ 海外 フランス　パリ 4 入選
アダム・ランテス 海外 フランス　パリ 5 入選
ラン・ブラガド 海外 フランス　パリ 5 入選



アポリーヌ・オエザダ 海外 フランス　パリ 5 入選
ひがりく 沖縄県 南幼稚園 入選
矢次陽菜 山口県 和光保育園 入選
糸満めい 沖縄県 おおぞら南保育園 入選
下地ひらく 沖縄県 おおぞら南保育園 入選
垣花ゆうと 沖縄県 おおぞら南保育園 入選
長濱　さき 沖縄県 おおぞら南保育園 入選
豊見山あいら 沖縄県 おおぞら南保育園 入選
川満ふうわ 沖縄県 おおぞら南保育園 入選
上原えいめい 沖縄県 おおぞら南保育園 入選
奥平さきな 沖縄県 おおぞら南保育園 入選
金村ゆたか 沖縄県 おおぞら南保育園 入選
下里こうや 沖縄県 おおぞら南保育園 入選
下里るいと 沖縄県 おおぞら南保育園 入選
高橋　瑞希 東京都 入選
横山　ろあ 東京都 北原保育園 入選
有富　咲 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
石嶺真瑚 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
奥原　暖 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
鎌田蒼羽海 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
亀濱祐里 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
我部暖空 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
狩俣江里 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
川満楽士 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
小島志斗 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
櫻井椛愛 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
鈴木雅未 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
砂川陽凪 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
砂川蓮 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
玉寄リタ 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
渡真利咲菜 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
長嶺雄実澄 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
名幸　晴 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
藤田悠揮 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
村山哲都 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
盛島綾夏 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
安元瑛大 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
大城日咲喜 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
神里祐翔 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
川満真帆 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
大魚曜崇 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
平良裕雅 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
玉那覇泰理 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
玉寄翔之輔 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
知念蔵ノ伸 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
土橋章人 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
常戸寿唯 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
中園風花 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
荷川取心春 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
荷川取源泰 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
萩原咲舞 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
廣田百香 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
前川華瑠 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
松井のえ 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
野原一乃 沖縄県 はなぞのこどもえん 入選
金ケ江奏汰 埼玉県 戸田第二幼稚園 ５歳 入選
李承遠 埼玉県 笹目東保育園 ５歳 入選
石垣きほ 沖縄県 南幼稚園 5歳 入選
廣川雄介 広島県 福山市立熊野保育所 年中 入選
殿山彩恵 広島県 福山市立誠信幼稚園 年長 入選
西内楓華 広島県 私立みどり幼稚園 年長 入選
青木菜々子 埼玉県 白百合幼稚園 年中 入選
宇野美咲 広島県 延崎保育園 入選
福井美琴 大分県 ふじが丘幼稚園 年中 入選



濱野帆花 東京都 東京いずみ幼稚園 年長 入選
濱野心春 東京都 東京いずみ幼稚園 年長 入選
井本翔太 東京都 東京いずみ幼稚園 年長 入選
柴田陽史 東京都 東京いずみ幼稚園 年長 入選
工藤吉将 東京都 東京いずみ幼稚園 年長 入選
浜野楓生 愛知県 豊橋才能教育こども園 年中 入選
江田涼真 広島県 くまのみらい保育園 年少 入選
久貝直義 沖縄県 砂川幼稚園 入選
上総　葵 沖縄県 砂川幼稚園 入選
砂川小和 沖縄県 砂川幼稚園 入選
砂川正春 沖縄県 砂川幼稚園 入選
島袋桃百 沖縄県 砂川幼稚園 入選
友利心百 沖縄県 砂川幼稚園 入選
友利心百 沖縄県 砂川幼稚園 入選
砂川由和 沖縄県 砂川幼稚園 入選
砂川由和 沖縄県 砂川幼稚園 入選
仲松琉海 沖縄県 西城幼稚園 入選
下地美愛 沖縄県 西城幼稚園 入選
砂川令奈 沖縄県 西城幼稚園 入選
玉元心翔 沖縄県 城辺幼稚園 入選
玉元心翔 沖縄県 城辺幼稚園 入選
玉元心杏 沖縄県 城辺幼稚園 入選
根間琳愛 沖縄県 城辺幼稚園 入選
山本愛桜 沖縄県 城辺幼稚園 入選
砂川太輔 沖縄県 北幼稚園 入選
仲座　蓮 沖縄県 のびる保育園 年長 入選


