
学校区分 地域ブロック 学校名 学年 応募者氏名

大学・短大 北海道 公立はこだて未来大学大学院 1 中司智朱希
大学・短大 北海道 公立はこだて未来大学 4 五十嵐理子
大学・短大 北海道 公立はこだて未来大学 1 北田彩香
大学・短大 北海道 札幌国際大学 1 渡邉真帆
大学・短大 北海道 藤女子大学 3 田村澪
大学・短大 東北 山形大学 - 荘淑雲
大学・短大 東北 山形大学 - ビンセント
大学・短大 関東 茨城キリスト教大学 3 平根舞由
大学・短大 関東 茨城キリスト教大学 1 荒川海
大学・短大 関東 学習院女子大学 4 中村香奈子
大学・短大 関東 学習院女子大学 4 丸山美紗
大学・短大 関東 学習院女子大学 3 土方更紗
大学・短大 関東 学習院女子大学 3 鈴木しおり
大学・短大 関東 学習院女子大学 1 江尻はるみ
大学・短大 関東 学習院女子大学 1 山岡璃彩
大学・短大 関東 学習院大学 1 川邊早紀
大学・短大 関東 学習院大学 1 杉浦沙季子
大学・短大 関東 杏林大学 4 藤川香帆
大学・短大 関東 杏林大学 2 福島妙恵華
大学・短大 関東 杏林大学 2 五十嵐志奈
大学・短大 関東 慶應義塾大学 4 山本みずき
大学・短大 関東 筑波学院大学 - 李泰林
大学・短大 関東 日本女子大学 1 大村優佳
大学・短大 関東 横浜創英大学 4 永野沙友里
大学・短大 関東 関東学院大学 3 姜晩秋
大学・短大 関東 関東学院大学 3 羅炫柱
大学・短大 北陸・甲信越 富山国際大学 3 内島茉佑子
大学・短大 北陸・甲信越 山梨大学 4 秋葉祐里
大学・短大 東海 愛知淑徳大学 4 吉田有希
大学・短大 近畿 池坊短期大学 1 長尾有紗
大学・短大 近畿 池坊短期大学 1 髙木梨子
大学・短大 近畿 池坊短期大学 1 河村空
大学・短大 近畿 池坊短期大学 1 諸井もとめ
大学・短大 近畿 池坊短期大学 1 高畑咲希
大学・短大 近畿 池坊短期大学 1 原田流泉
大学・短大 近畿 京都外国語大学 3 笹山詞音
大学・短大 近畿 京都外国語大学 3 鈴木このみ
大学・短大 近畿 京都産業大学 4 小西史穂
大学・短大 近畿 京都産業大学 2 荒木かおり
大学・短大 近畿 京都産業大学 2 日比野杏香
大学・短大 近畿 京都産業大学 2 西岡愛莉
大学・短大 近畿 京都大学大学院 2 山室涼平
大学・短大 近畿 同志社大学 - ラング ディーリア
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大学・短大 近畿 同志社大学 - ディジョン リザ セリヌ アンドレ

大学・短大 近畿 白鳳短期大学 1 グェン ティ トウ ヒェン

大学・短大 近畿 龍谷大学 3 近藤麻衣
大学・短大 近畿 龍谷大学 3 澤本朱里
大学・短大 近畿 龍谷大学 2 黒岩果歩
大学・短大 中国・四国 愛媛大学 4 今西由季
大学・短大 中国・四国 川崎医療福祉大学 1 蘆原瑞穂
大学・短大 中国・四国 ノートルダム清心女子大学 1 鎌田美咲
大学・短大 中国・四国 広島大学 1 松苗響香
大学・短大 中国・四国 安田女子大学 1 森川絵怜菜
大学・短大 九州・沖縄 西南学院大学 2 福田千晶
大学・短大 九州・沖縄 中村学園大学　短期大学部 1 芹田佳奈
大学・短大 九州・沖縄 鹿児島純心女子大学 4 卜部有里奈
大学・短大 九州・沖縄 鹿児島純心女子大学 4 瀬治山南
大学・短大 九州・沖縄 鹿児島純心女子大学 3 谷口玲奈
大学・短大 九州・沖縄 鹿児島純心女子大学 3 迫田夏貴
大学・短大 九州・沖縄 鹿児島純心女子大学 3 富園由衣
大学・短大 九州・沖縄 鹿児島純心女子大学 3 齊野礼奈
大学・短大 九州・沖縄 東九州短期大学 1 福倉優佳
大学・短大 海外 輔仁大学 3 韓怡庭
専門学校 北海道 釧路工業高等専門学校 1 上本青空
専門学校 北海道 釧路市立高等看護学院 1 蓑嶋佳奈
専門学校 北海道 北海道文化服装専門学校 1 高橋叶
専門学校 北海道 北海道芸術デザイン専門学校 2 山本芽依
専門学校 北海道 北海道芸術デザイン専門学校 2 二俣俊貴
専門学校 北海道 北海道芸術デザイン専門学校 2 杉之原茉衣
専門学校 北海道 北海道芸術デザイン専門学校 2 国井菜摘
専門学校 北海道 北海道芸術デザイン専門学校 2 鎌田侑奈
専門学校 北海道 北海道芸術デザイン専門学校 2 小川麻衣
専門学校 北海道 北海道芸術デザイン専門学校 2 大嶽初桜里
専門学校 東北 郡山ビジネス公務員専門学校 2 佐藤聖
専門学校 東北 郡山ビジネス公務員専門学校 1 渡辺沙也奈
専門学校 東北 仙台ヘアメイク専門学校 2 野村由貴
専門学校 関東 専門学校ちば愛犬動物フラワー学園 2 横田七海
専門学校 関東 専門学校ちば愛犬動物フラワー学園 2 田中真由美
専門学校 近畿 京都医健専門学校 1 加藤昭宣
専門学校 近畿 京都医健専門学校 1 山口理華
専門学校 近畿 京都医健専門学校 1 松本和佳奈
専門学校 近畿 京都伝統工芸大学校 2 劉美儀
専門学校 近畿 奈良きもの芸術専門学校 1 鷺坂蒼
専門学校 中国・四国 愛媛医療センター附属看護学校 3 仙波響
専門学校 九州・沖縄 有明工業高等専門学校 5 富増弥希
専門学校 九州・沖縄 有明工業高等専門学校 4 福田晴菜
高等学校 北海道 札幌新陽高等学校 1 長口楓香
高等学校 北海道 藤女子高等学校 1 吉田春香
高等学校 北海道 北海道札幌国際情報高等学校 3 板東莉子
高等学校 北海道 北海道斜里高等学校 2 笹原万由子



高等学校 北海道 北海道千歳高等学校 1 伊藤蘭
高等学校 北海道 北海道美幌高等学校 1 橋川未羽
高等学校 北海道 北海道訓子府高等学校 2 石井舞
高等学校 北海道 北海道札幌北高等学校 3 矢川実紗
高等学校 北海道 北海道札幌北高等学校 3 坂口文香
高等学校 北海道 北海道札幌北高等学校 2 山川真由
高等学校 北海道 北海道札幌北高等学校 1 窪田絵理奈
高等学校 北海道 北海道札幌北高等学校 1 河合美歩
高等学校 東北 秋田県立横手城南高等学校 3 髙橋佑奈
高等学校 東北 秋田県立横手城南高等学校 2 斉藤くるみ
高等学校 東北 秋田県立横手城南高等学校 2 菅原百香
高等学校 東北 秋田県立横手城南高等学校 1 武田優美香
高等学校 東北 いわき秀英高等学校 1 伊藤桜子
高等学校 東北 岩手県立黒沢尻北高等学校 1 名須川蓮未
高等学校 東北 千葉学園高等学校 1 鈴木彩永
高等学校 東北 福島県立あさか開成高等学校 3 菅野遥菜
高等学校 東北 福島県立あさか開成高等学校 3 菅野沙弥
高等学校 東北 福島県立あさか開成高等学校 1 市村璃々子
高等学校 東北 福島県立あさか開成高等学校 1 日下部まや
高等学校 東北 福島県立安積黎明高等学校 2 鈴木光海
高等学校 東北 福島県立安積黎明高等学校 2 宗像笑
高等学校 東北 福島県立安積黎明高等学校 2 星理子
高等学校 東北 福島県立いわき海星高等学校 3 一重碧
高等学校 東北 福島県立いわき海星高等学校 2 山縣海都
高等学校 東北 福島県立いわき海星高等学校 1 山口輝
高等学校 東北 福島県立小高商業高等学校 1 鈴木愛音
高等学校 東北 福島県立小高商業高等学校 1 齋藤彩優
高等学校 東北 福島県立相馬農業高等学校 2 佐藤香絵
高等学校 東北 福島県立相馬農業高等学校 1 渡部安祐美
高等学校 東北 福島県立相馬農業高等学校 1 渡邉明香莉
高等学校 東北 福島県立福島明成高等学校 2 猪俣真美
高等学校 東北 宮城県涌谷高等学校 1 及川奈那弥
高等学校 東北 宮城県涌谷高等学校 1 舛野菜々
高等学校 東北 明成高等学校 3 朴澤紅蓮奈
高等学校 東北 山形学院高等学校 1 藤井洸海
高等学校 東北 岩手県立宮古高等学校 3 吉田美来
高等学校 東北 岩手県立宮古高等学校 3 坂本亜美
高等学校 東北 岩手県立宮古高等学校 3 松舘悠里
高等学校 東北 岩手県立宮古高等学校 1 阿部すみれ
高等学校 東北 岩手県立宮古高等学校 1 佐々木深音
高等学校 東北 秋田県立湯沢翔北高等学校 2 佐藤亜美
高等学校 東北 秋田県立湯沢翔北高等学校 1 宮原美温
高等学校 東北 秋田県立平成高等学校 3 髙橋伶奈
高等学校 東北 秋田県立平成高等学校 3 髙橋明日香
高等学校 東北 秋田県立平成高等学校 3 渡邉彩音
高等学校 東北 秋田県立平成高等学校 2 伊藤莉子
高等学校 東北 青森県立三本木高等学校 1 笠石梨緒



高等学校 東北 福島県立平工業高等学校 2 佐藤巧
高等学校 東北 福島県立梁川高等学校 3 今村香帆
高等学校 関東 茨城県立下妻第二高等学校 1 磯田未夢
高等学校 関東 茨城県立竹園高等学校 2 田中梨奈子
高等学校 関東 開智中学高等学校（高） 2 大竹菜々子
高等学校 関東 開智中学高等学校（高） 2 井上恵梨花
高等学校 関東 神奈川県立厚木高等学校 2 山田優花
高等学校 関東 神奈川県立厚木高等学校 2 野口奈桜
高等学校 関東 神奈川県立鶴嶺高等学校 3 山田麻也香
高等学校 関東 群馬県立伊勢崎商業高等学校 1 周藤萌歌
高等学校 関東 群馬県立桐生女子高等学校 2 小島那津子
高等学校 関東 群馬県立桐生女子高等学校 2 門井小春
高等学校 関東 群馬県立桐生女子高等学校 2 島田優里
高等学校 関東 群馬県立桐生女子高等学校 2 関屋ひかる
高等学校 関東 群馬県立桐生女子高等学校 2 阿佐美真美子
高等学校 関東 群馬県立桐生女子高等学校 1 谷口真衣
高等学校 関東 埼玉県立小川高等学校 1 竹内遥香
高等学校 関東 埼玉県立狭山経済高等学校 1 佐藤彩楓
高等学校 関東 埼玉県立所沢西高等学校 2 菊地かずさ
高等学校 関東 埼玉県立松山女子高等学校 2 岡野まゆみ
高等学校 関東 頌栄女子学院高等学校 3 大久保希美
高等学校 関東 頌栄女子学院高等学校 3 鈴木優花
高等学校 関東 頌栄女子学院高等学校 2 西森慧
高等学校 関東 常総学院高等学校 2 菊池彩華
高等学校 関東 湘南白百合学園高等学校 1 林悠花
高等学校 関東 専修大学附属高等学校 1 有賀唯
高等学校 関東 専修大学松戸高等学校 2 渡邉佳奈
高等学校 関東 専修大学松戸高等学校 2 坂口万生
高等学校 関東 専修大学松戸高等学校 2 伊藤春乃
高等学校 関東 千葉県立我孫子高等学校 3 永野あかり
高等学校 関東 千葉県立柏の葉高等学校 2 後藤紗香
高等学校 関東 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 2 小山安彌
高等学校 関東 千葉県立犢橋高等学校 3 伊藤紗蘭
高等学校 関東 千葉県立犢橋高等学校 2 平本緑
高等学校 関東 千葉県立犢橋高等学校 2 宇野由華
高等学校 関東 千葉県立犢橋高等学校 1 伊藤玲那
高等学校 関東 千葉県立犢橋高等学校 1 黒田来瞳
高等学校 関東 千葉県立犢橋高等学校 1 千葉花恵
高等学校 関東 千葉県立千城台高等学校 3 市原日南多
高等学校 関東 千葉県立千城台高等学校 1 今関愛里咲
高等学校 関東 千葉県立流山高等学校 2 市原桜々
高等学校 関東 千葉県立幕張総合高等学校 2 檜枝彩花
高等学校 関東 千葉市立稲毛高等学校 2 竹村彩希
高等学校 関東 千葉市立稲毛高等学校 1 森岡梨江
高等学校 関東 千葉市立千葉高等学校 2 森下涼帆
高等学校 関東 東海大学付属浦安高等学校 1 徳永梓
高等学校 関東 東京学館高等学校 3 岩田風音



高等学校 関東 東京学館高等学校 3 竹内博史
高等学校 関東 東京学館高等学校 2 酒井友海
高等学校 関東 東京都立農芸高等学校定時制 4 竹林侑羽
高等学校 関東 東京都立農芸高等学校定時制 3 増島雅仁
高等学校 関東 東京都立農芸高等学校定時制 3 松井聖奈
高等学校 関東 八王子実践高等学校 3 佐々木美夕
高等学校 関東 八王子実践高等学校 3 荒木崇文
高等学校 関東 埼玉県立鴻巣高等学校 2 榮和奏
高等学校 関東 埼玉県立新座総合技術高等学校 3 岡野朱由
高等学校 関東 埼玉県立新座総合技術高等学校 3 松本由稀恵
高等学校 関東 神奈川県立相模原総合高等学校 2 河野佑紀
高等学校 関東 千葉県立実籾高等学校 3 横山史華
高等学校 関東 千葉県立実籾高等学校 3 坂田天音
高等学校 関東 千葉県立実籾高等学校 3 伊藤菜摘
高等学校 関東 千葉県立実籾高等学校 2 川俣七夏海
高等学校 関東 千葉明徳高等学校 2 富井紫
高等学校 関東 東京都立国分寺高等学校 2 長坂祐希
高等学校 関東 東京都立六本木高等学校 3 殿村晶湖
高等学校 関東 東京都立六本木高等学校 3 安藤穂乃佳
高等学校 関東 朋優学院高等学校 2 山崎遥花
高等学校 北陸・甲信越 石川県立穴水高等学校 1 大森万祐加
高等学校 北陸・甲信越 石川県立小松明峰高等学校 2 佐伯友梨奈
高等学校 北陸・甲信越 敬和学園高等学校 2 栗原里実
高等学校 北陸・甲信越 小松市立高等学校 2 大友理菜
高等学校 北陸・甲信越 富山県立福岡高等学校 2 牛島美貴
高等学校 北陸・甲信越 長野県岡谷東高等学校 1 藤森晶羽
高等学校 北陸・甲信越 長野清泉女学院高等学校 2 佐藤直子
高等学校 北陸・甲信越 新潟県立佐渡高等学校 3 金子みなみ
高等学校 北陸・甲信越 新潟県立長岡大手高等学校 2 坂井菜々子
高等学校 北陸・甲信越 新潟県立長岡大手高等学校 1 片山薫
高等学校 北陸・甲信越 龍谷富山高等学校 3 田中彩香
高等学校 北陸・甲信越 新潟県立三条東高等学校 1 丸山莉子
高等学校 北陸・甲信越 星稜高等学校 1 小林正季
高等学校 北陸・甲信越 石川県立寺井高等学校 3 谷口理彩
高等学校 北陸・甲信越 石川県立寺井高等学校 1 佐藤愛瑠
高等学校 北陸・甲信越 長野県飯田風越高等学校 1 原実織
高等学校 北陸・甲信越 飯田女子高等学校 3 木村仁美
高等学校 東海 愛知県立旭野高等学校 1 岸村玲奈
高等学校 東海 愛知県立新城高等学校 1 栁原彩夏
高等学校 東海 愛知県立成章高等学校 1 夏目美咲
高等学校 東海 愛知県立成章高等学校 1 中村夏実
高等学校 東海 愛知県立成章高等学校 1 佐藤奈摘
高等学校 東海 愛知県立成章高等学校 1 宇野朱音
高等学校 東海 愛知県立成章高等学校 1 安部ひなた
高等学校 東海 愛知県立成章高等学校 1 木村紫音
高等学校 東海 愛知県立成章高等学校 1 島田優梨
高等学校 東海 愛知県立成章高等学校 1 伊藤優里



高等学校 東海 愛知県立知立高等学校 2 中野帆乃香
高等学校 東海 愛知県立豊田南高等学校 2 川貴余
高等学校 東海 愛知県立豊田南高等学校 2 山本絢菜
高等学校 東海 愛知県立豊田南高等学校 1 原衿花
高等学校 東海 愛知県立豊田南高等学校 1 渡邉みずき
高等学校 東海 岐阜県立揖斐高等学校 2 佐藤磨侑
高等学校 東海 岐阜県立可児高等学校 1 渡辺梨央奈
高等学校 東海 静岡県立伊東高等学校 2 山本夕奈
高等学校 東海 静岡県立駿河総合高等学校 2 山本あづさ
高等学校 東海 静岡県立富士東高等学校 3 岩﨑真里奈
高等学校 東海 高山西高等学校 3 橋本悠里
高等学校 東海 高山西高等学校 3 長尾美鈴
高等学校 東海 高山西高等学校 3 山之腰ひなり
高等学校 東海 高山西高等学校 1 中島姫爽
高等学校 東海 東海学園高等学校 1 福堂志保
高等学校 東海 東海大学付属静岡翔洋高等学校 3 石上海理
高等学校 東海 豊川高等学校 1 秋田紗英
高等学校 東海 豊川高等学校 1 石田有紀
高等学校 東海 藤枝順心高等学校 3 竹島ひかる
高等学校 東海 藤枝順心高等学校 3 鈴木伶奈
高等学校 東海 藤枝順心高等学校 2 大場さくら
高等学校 東海 藤枝順心高等学校 1 堀井まどか
高等学校 東海 藤枝順心高等学校 1 青木美依奈
高等学校 東海 富士市立高等学校 1 望月優花
高等学校 東海 三重県立志摩高等学校 3 濵口梨久
高等学校 東海 三重県立志摩高等学校 1 濱口あゆ
高等学校 東海 三重県立志摩高等学校 1 大山天樺
高等学校 東海 三重県立志摩高等学校 1 出口歩
高等学校 東海 三重県立津商業高等学校 3 加藤綾華
高等学校 東海 愛知県立時習館高等学校 2 松井慶一郎
高等学校 東海 愛知県立豊田東高等学校 3 室原歩実
高等学校 東海 愛知県立豊田東高等学校 2 福澤華
高等学校 東海 愛知県立豊田東高等学校 2 玉木友梨
高等学校 東海 愛知県立豊田東高等学校 2 山田莉帆
高等学校 東海 愛知県立豊田東高等学校 2 関　夏萌
高等学校 東海 愛知県立豊田北高等学校 3 筒井悠
高等学校 東海 愛知県立豊田北高等学校 2 山川恵実
高等学校 東海 愛知県立豊田北高等学校 2 中須絢女
高等学校 東海 愛知県立豊田北高等学校 2 浅野友花
高等学校 東海 愛知県立豊田北高等学校 1 小寺みづき
高等学校 東海 愛知県立豊田北高等学校 1 塚本菜々美
高等学校 東海 岐阜県立岐阜商業高等学校 3 松野由理
高等学校 東海 岐阜県立岐阜商業高等学校 3 藤田杏
高等学校 東海 岐阜県立岐阜商業高等学校 3 神谷真帆
高等学校 東海 岐阜県立岐阜商業高等学校 3 山口留加
高等学校 東海 岐阜県立岐阜商業高等学校 3 伏見真依
高等学校 東海 岐阜県立岐阜商業高等学校 3 横山文音



高等学校 東海 岐阜県立岐阜商業高等学校 1 久島悠香
高等学校 東海 岐阜県立大垣西高等学校 2 髙木美月
高等学校 東海 岐阜県立大垣西高等学校 1 山下祝佳
高等学校 東海 三重県立朝明高等学校 2 川﨑みなみ
高等学校 東海 静岡県立浜松湖南高等学校 2 宮木静玖
高等学校 東海 静岡県立浜松湖南高等学校 1 大石愛美
高等学校 東海 名城大学附属高等学校 2 平野花鈴
高等学校 東海 名城大学附属高等学校 2 青山瑠奈
高等学校 東海 名城大学附属高等学校 2 丹羽有彩
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 臼田陽
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 小林友梨
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 三由麗奈
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 山本未来
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 山本桃代
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 田仲夏葵
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 長島里沙
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 濵岡優華
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 山本梨央
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 今村陽奈
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 河野乃綾
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 戎井菜摘
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 岡内美結
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 川崎莉佳
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 高山愛美
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 馬場采子
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 上藤海臨
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 薗田綾香
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 赤木昌美
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 足立風歌
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 山之内花菜
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 壹岐うな
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 井門まとい
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 大西二千花
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 竹中千星
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 久川奈月
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 藤本明日香
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 山本伊蕗
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 加本祈愛
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 里胡翔菜
高等学校 近畿 大阪成蹊女子高等学校 1 山尾空
高等学校 近畿 大阪ビジネスフロンティア高等学校 1 遠藤茉由
高等学校 近畿 京都府立鴨沂高等学校 3 福田彩乃
高等学校 近畿 京都府立鴨沂高等学校 1 田中実緒
高等学校 近畿 京都府立鴨沂高等学校 1 吉田元春
高等学校 近畿 京都府立鴨沂高等学校 1 奥村梨紗子
高等学校 近畿 金蘭会高等学校 2 山之内七海
高等学校 近畿 金蘭会高等学校 2 西由里



高等学校 近畿 金蘭会高等学校 2 片山璃湖
高等学校 近畿 金蘭会高等学校 2 金戸遥
高等学校 近畿 金蘭会高等学校 2 安井美優
高等学校 近畿 金蘭会高等学校 2 出口七星
高等学校 近畿 金蘭会高等学校 2 藤元明日翔
高等学校 近畿 金蘭会高等学校 2 瀬﨑桃子
高等学校 近畿 金蘭会高等学校 2 小谷朱音
高等学校 近畿 金蘭会高等学校 2 小川実桜
高等学校 近畿 金蘭会高等学校 2 伊藤彩乃
高等学校 近畿 金蘭会高等学校 1 平木百々江
高等学校 近畿 滋賀県立膳所高等学校 2 小谷瑠莉那
高等学校 近畿 滋賀県立膳所高等学校 1 谷村真菜
高等学校 近畿 滋賀県立水口東高等学校 1 奥村日和
高等学校 近畿 神港学園神港高等学校 3 見村綾音
高等学校 近畿 奈良県立登美ヶ丘高等学校 3 柴田綾音
高等学校 近畿 ノートルダム女学院高等学校 1 北岡沙映
高等学校 近畿 比叡山高等学校 3 小林彩香
高等学校 近畿 比叡山高等学校 3 中村由芽
高等学校 近畿 兵庫県立香寺高等学校 2 中杉綾乃
高等学校 近畿 兵庫県立香寺高等学校 1 吉岡真優
高等学校 近畿 兵庫県立西脇高等学校 2 今中渚月
高等学校 近畿 兵庫県立西脇高等学校 2 寺根美羽
高等学校 近畿 兵庫県立兵庫高等学校 2 上田優花
高等学校 中国・四国 宇和島市立宇和島東高等学校 2 山口栞奈
高等学校 中国・四国 英明高等学校 3 十川実奈
高等学校 中国・四国 愛媛県立松山東高等学校 3 宮本佳奈
高等学校 中国・四国 岡山県美作高等学校 1 尾崎綾
高等学校 中国・四国 岡山県立岡山南高等学校 3 吉沢静香
高等学校 中国・四国 岡山県立岡山南高等学校 3 前田晴菜
高等学校 中国・四国 岡山県立岡山南高等学校 2 中島慶美
高等学校 中国・四国 岡山県立岡山南高等学校 1 野崎真矢
高等学校 中国・四国 香川誠陵高等学校 1 毛利桜子
高等学校 中国・四国 香川誠陵高等学校 1 宮原のん
高等学校 中国・四国 済美高等学校 1 武田志織
高等学校 中国・四国 山陽女子高等学校 2 岡本茉子
高等学校 中国・四国 新田青雲中等教育学校 2 城下里穏
高等学校 中国・四国 岡山県立瀬戸南高等学校 3 小坂一太
高等学校 中国・四国 岡山県立瀬戸南高等学校 3 佐藤水月
高等学校 中国・四国 岡山県立瀬戸南高等学校 1 近藤愛美
高等学校 中国・四国 広島県立広島商業高等学校 2 朝岡美希
高等学校 中国・四国 広島修道大学附属鈴峯女子高等学校 2 山本菜弥
高等学校 中国・四国 山口県桜ケ丘高等学校 1 坂本未晴
高等学校 中国・四国 島根県立横田高等学校 2 小林玲奈
高等学校 中国・四国 島根県立松江農林高等学校 3 門脇伊代
高等学校 九州・沖縄 鹿児島県立鹿児島南高等学校 3 上原綾香
高等学校 九州・沖縄 鹿児島県立鹿児島南高等学校 1 清水陽香
高等学校 九州・沖縄 鹿児島県立武岡台高等学校 2 大道奈菜



高等学校 九州・沖縄 鹿児島県立武岡台高等学校 2 山下遥
高等学校 九州・沖縄 鹿児島県立武岡台高等学校 1 竹下叶弥
高等学校 九州・沖縄 鹿児島県立武岡台高等学校 1 中村文香
高等学校 九州・沖縄 鹿児島県立武岡台高等学校 1 池田夏美
高等学校 九州・沖縄 鹿児島県立武岡台高等学校 1 日高亜佑美
高等学校 九州・沖縄 熊本県立済々黌高等学校 2 児玉暖子
高等学校 九州・沖縄 熊本県立済々黌高等学校 2 末次春花
高等学校 九州・沖縄 熊本県立済々黌高等学校 1 高橋莉菜
高等学校 九州・沖縄 佐賀県立伊万里高等学校 1 古川綾香
高等学校 九州・沖縄 佐賀県立伊万里高等学校 1 藤川絵理奈
高等学校 九州・沖縄 佐賀県立唐津南高等学校 1 池田遥虹
高等学校 九州・沖縄 佐賀県立唐津南高等学校 1 富永美一菜
高等学校 九州・沖縄 佐賀県立唐津南高等学校 1 井本彩乃
高等学校 九州・沖縄 佐賀県立唐津南高等学校 1 井上優香
高等学校 九州・沖縄 佐賀県立唐津南高等学校 1 小旗唯
高等学校 九州・沖縄 佐賀県立唐津南高等学校 1 田島優偉
高等学校 九州・沖縄 佐賀県立唐津南高等学校 1 千布真莉那
高等学校 九州・沖縄 東海大学付属熊本星翔高等学校 3 内田侑香
高等学校 九州・沖縄 東海大学付属熊本星翔高等学校 1 三苫有羽
高等学校 九州・沖縄 長崎県立長崎南高等学校 1 別所陽平
高等学校 九州・沖縄 博多高等学校 1 向井一華
高等学校 九州・沖縄 博多高等学校 1 宮本葵
高等学校 九州・沖縄 博多高等学校 1 宮井菜々花
高等学校 九州・沖縄 東筑紫学園高等学校 3 松本知子
高等学校 九州・沖縄 福岡県立稲築志耕館高等学校 2 豊田桜子
高等学校 九州・沖縄 福岡県立稲築志耕館高等学校 2 千々和美紅
高等学校 九州・沖縄 福岡県立浮羽究真館高等学校 3 鹿毛麻菜恵
高等学校 九州・沖縄 福岡県立浮羽工業高等学校 2 古賀新菜
高等学校 九州・沖縄 福岡市立福翔高等学校 1 白岩詩歩
高等学校 九州・沖縄 龍谷高等学校 2 松尾洸希
高等学校 九州・沖縄 龍谷高等学校 2 高原浩輔
高等学校 九州・沖縄 龍谷高等学校 2 藏戸史穂
高等学校 九州・沖縄 龍谷高等学校 1 龍彩香
高等学校 九州・沖縄 龍谷高等学校 1 小田彩乃
高等学校 九州・沖縄 早稲田大学系属早稲田佐賀高等学校 2 緒方禄
高等学校 九州・沖縄 久留米市立南筑高等学校 1 馬場日奈子
高等学校 九州・沖縄 熊本県立御船高等学校 3 髙森温
高等学校 九州・沖縄 熊本県立御船高等学校 3 髙田琴菜
高等学校 九州・沖縄 熊本県立南稜高等学校 3 山神あゆみ
高等学校 九州・沖縄 熊本県立南稜高等学校 3 大瀨葵
高等学校 九州・沖縄 熊本県立南稜高等学校 3 尾方愛梨
高等学校 九州・沖縄 熊本県立南稜高等学校 3 荒川蓮菜
高等学校 九州・沖縄 熊本県立南稜高等学校 3 寺薗明日香
高等学校 九州・沖縄 熊本県立南稜高等学校 3 山下夏実
高等学校 九州・沖縄 熊本中央高等学校 3 松下光
高等学校 九州・沖縄 熊本中央高等学校 3 中籔小有里
高等学校 九州・沖縄 鹿児島県立霧島高等学校 3 菊池未来



高等学校 九州・沖縄 鹿児島県立霧島高等学校 3 道場愛美
高等学校 九州・沖縄 鹿児島県立霧島高等学校 3 楠元友唯
高等学校 九州・沖縄 鹿児島県立霧島高等学校 3 山口美優
高等学校 九州・沖縄 鹿児島県立霧島高等学校 3 木佐貫澪
高等学校 九州・沖縄 鹿児島県立霧島高等学校 3 宮田真広
高等学校 九州・沖縄 鹿児島県立霧島高等学校 3 水田大樹
高等学校 九州・沖縄 鹿児島県立霧島高等学校 3 冨森淳史
高等学校 九州・沖縄 鹿児島県立霧島高等学校 3 川野姫華
高等学校 九州・沖縄 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 2 小濵桃乃
高等学校 九州・沖縄 美萩野女子高等学校 2 池﨑美奈
高等学校 九州・沖縄 美萩野女子高等学校 2 永井伶実
高等学校 九州・沖縄 福岡県立三池高等学校 2 橋本彩
高等学校 九州・沖縄 福岡県立三池高等学校 1 加藤夏海
中学校 北海道 旭川市立愛宕中学校 3 岸井萌香
中学校 北海道 旭川市立北門中学校 3 髙橋梨音
中学校 北海道 旭川市立明星中学校 3 松田留奈
中学校 北海道 札幌市立陵陽中学校 2 柴原寛大
中学校 北海道 苫小牧市立光洋中学校 1 髙橋杏
中学校 北海道 苫小牧市立光洋中学校 1 羽生綾夏
中学校 北海道 根室市立啓雲中学校 2 宍戸夏海
中学校 北海道 登別市立鷲別中学校 1 中田萌々音
中学校 東北 羽後町立羽後中学校 2 柴田千明
中学校 東北 福島市立第四中学校 1 國分日和
中学校 東北 古川学園中学校 2 後藤由佳
中学校 東北 美里町立小牛田中学校 1 中山心暖
中学校 東北 美里町立不動堂中学校 2 田島せいら
中学校 東北 宮城学院中学校 1 齋藤綾乃
中学校 東北 湯沢市立湯沢南中学校 1 滝沢采未
中学校 関東 朝霞市立朝霞第一中学校 3 長尾怜奈
中学校 関東 朝霞市立朝霞第一中学校 1 安藤有香
中学校 関東 海老名市立海西中学校 2 竹本夏海
中学校 関東 柏市立柏第二中学校 2 高橋芽生
中学校 関東 柏市立柏第二中学校 1 大橋潤也
中学校 関東 神奈川県立相模原中等教育学校 2 伊藤優希
中学校 関東 品川区立伊藤学園（中） 3 荒木愛美
中学校 関東 品川区立伊藤学園（中） 1 秦野綾菜
中学校 関東 淑徳SC中等部 2 齋藤優佳
中学校 関東 淑徳SC中等部 1 笹﨑有加
中学校 関東 昭和学院中学校 3 唐鎌里帆
中学校 関東 昭和学院中学校 3 佐々木菜摘
中学校 関東 墨田区立墨田中学校 3 大川まりあ
中学校 関東 墨田区立墨田中学校 2 小池由莉
中学校 関東 墨田区立墨田中学校 2 小山咲
中学校 関東 墨田区立墨田中学校 1 菅野光
中学校 関東 墨田区立墨田中学校 1 今村夏菜
中学校 関東 草加市立瀬崎中学校 3 吉田拓真
中学校 関東 茅ヶ崎市立松林中学校 1 岡田碧伊



中学校 関東 茅ヶ崎市立松林中学校 1 酒多華暖
中学校 関東 東海大学付属浦安高等学校中等部 3 古泉優里菜
中学校 関東 東海大学付属相模高等学校中等部 3 浦上厚子
中学校 関東 東海大学付属相模高等学校中等部 3 田尾愛華
中学校 関東 東海大学付属相模高等学校中等部 1 渡邊琴美
中学校 関東 東洋大学京北中学校 2 金田七海
中学校 関東 練馬区立上石神井中学校 2 知久七海
中学校 関東 練馬区立上石神井中学校 2 本橋玲奈
中学校 関東 練馬区立上石神井中学校 2 丸山柚子
中学校 関東 広尾学園中学校 3 岸澤麻鈴
中学校 関東 富士見市立富士見台中学校 1 大島宇咲美
中学校 関東 富士見市立本郷中学校 1 渡邊ちさと
中学校 関東 松戸市立河原塚中学校 1 柴﨑捺月
中学校 関東 松戸市立河原塚中学校 1 田中蒼
中学校 関東 松戸市立常盤平中学校 2 藤平優也
中学校 関東 八千代市立勝田台中学校 1 大山優芽
中学校 関東 茅ヶ崎市立松浪中学校 2 小沢彩羽
中学校 関東 茅ヶ崎市立松浪中学校 2 佐藤ひめな
中学校 関東 香蘭女学校中等科 3 前田麗
中学校 関東 香蘭女学校中等科 1 大石かれん
中学校 関東 府中市立府中第六中学校 2 長谷優衣
中学校 関東 府中市立府中第六中学校 1 安富野乃華
中学校 関東 府中市立府中第六中学校 1 池田彩華
中学校 関東 府中市立府中第六中学校 1 有賀芽
中学校 関東 立正大学付属立正中学校 2 竹内晴風
中学校 関東 立正大学付属立正中学校 1 伊藤実優
中学校 関東 頌栄女子学院中学校 3 清水芙美
中学校 関東 頌栄女子学院中学校 3 島田春花
中学校 関東 頌栄女子学院中学校 3 楠本奈々子
中学校 北陸・甲信越 飯田市立高陵中学校 1 金田幸穂
中学校 北陸・甲信越 飯田市立高陵中学校 1 西村琉花
中学校 北陸・甲信越 長野清泉女学院中学校 3 小林礼奈
中学校 北陸・甲信越 新潟市立上山中学校 2 森山実紅
中学校 北陸・甲信越 新潟市立白根北中学校 2 青木園果
中学校 北陸・甲信越 氷見市立西條中学校 3 林春奈
中学校 北陸・甲信越 氷見市立西條中学校 3 末上亜理沙
中学校 北陸・甲信越 氷見市立西條中学校 2 干場くるみ
中学校 北陸・甲信越 松川町立松川中学校 3 栗原萌花
中学校 東海 可児市立蘇南中学校 1 今井萌園
中学校 東海 北方町立北方中学校 1 石屋美紀
中学校 東海 静岡大学教育学部附属浜松中学校 1 遠藤青嶺
中学校 東海 静岡雙葉学園中学校 1 大石瑞稀
中学校 東海 知立市立知立中学校 3 久保田沙楽
中学校 東海 知立市立知立中学校 3 黒木舞佳
中学校 東海 豊川市立東部中学校 3 櫻井李穂
中学校 東海 名古屋市立大森中学校 2 松井初音
中学校 東海 名古屋市立津賀田中学校 3 並河杏奈



中学校 東海 名古屋市立津賀田中学校 2 田村鮎美
中学校 東海 山県市立高富中学校 3 富松みのり
中学校 近畿 大阪国際大和田中学校 3 中村わかな
中学校 近畿 河内長野市立美加の台中学校 2 町野綾音
中学校 近畿 京都市立西京高等学校附属中学校 2 徳持善太
中学校 近畿 金蘭会中学校 3 尾関里咲
中学校 近畿 金蘭会中学校 3 上武弘枝
中学校 近畿 金蘭会中学校 3 多田七海
中学校 近畿 金蘭会中学校 2 島田明歩
中学校 近畿 金蘭会中学校 1 上ノ薗真由
中学校 近畿 ノートルダム女学院中学校 3 藤原菜乃子
中学校 近畿 京都女子中学校 3 清水美帆
中学校 近畿 京都女子中学校 3 上野梨花子
中学校 近畿 京都女子中学校 3 田邊菖
中学校 近畿 京都女子中学校 3 西山聖夏
中学校 近畿 京都女子中学校 2 長田朋桃
中学校 近畿 京都女子中学校 2 森麗凪
中学校 近畿 京都女子中学校 2 守山ことみ
中学校 近畿 京都女子中学校 2 矢澤真生
中学校 近畿 京都女子中学校 1 浅井菜乃子
中学校 近畿 京都女子中学校 1 井上彩
中学校 近畿 京都女子中学校 1 名筋愛美
中学校 近畿 聖母の小さな学校（中） 3 濵路直透
中学校 中国・四国 岩国市立由宇中学校 3 多中陽香里
中学校 中国・四国 香川大学教育学部附属高松中学校 1 尾﨑向夏花
中学校 中国・四国 庄原市立東城中学校 2 小林陽菜
中学校 中国・四国 庄原市立東城中学校 2 松尾祥生
中学校 中国・四国 周防大島町立東和中学校 1 嶋津七夏海
中学校 中国・四国 瀬戸内市立牛窓中学校 3 小竹萌
中学校 中国・四国 瀬戸内市立牛窓中学校 1 渡邊桃
中学校 中国・四国 瀬戸内市立牛窓中学校 1 新井るみあ
中学校 中国・四国 瀬戸内市立牛窓中学校 1 山口乃愛
中学校 中国・四国 新居浜市立中萩中学校 2 仙波未唯
中学校 中国・四国 新居浜市立中萩中学校 1 白岡朱梨
中学校 中国・四国 福山市立福山中学校 3 丸岡容子
中学校 中国・四国 福山市立福山中学校 3 小原菜央
中学校 中国・四国 福山市立福山中学校 1 桒田智奈都
中学校 中国・四国 福山市立福山中学校 1 重本知里
中学校 中国・四国 福山市立福山中学校 1 本瓦綾音
中学校 中国・四国 福山市立福山中学校 1 山口蒼空
中学校 中国・四国 府中町立府中中学校 3 地造美由
中学校 中国・四国 府中町立府中中学校 2 有澄悠夏
中学校 中国・四国 府中町立府中中学校 1 山本萌未
中学校 中国・四国 松江市立東出雲中学校 2 山本みな美
中学校 中国・四国 愛媛県立宇和島南中等教育学校 (中) 2 鐘ヶ江輪胡
中学校 中国・四国 宇和島市立城北中学校 2 兵頭美心
中学校 中国・四国 光市立光井中学校 1 下川瑞帆



中学校 中国・四国 光市立光井中学校 1 滝本仁香
中学校 中国・四国 光市立光井中学校 1 原田渚冴
中学校 中国・四国 広島修道大学附属鈴峯女子中学校 1 青木七海
中学校 中国・四国 広島修道大学附属鈴峯女子中学校 1 塚前柊南
中学校 中国・四国 今治市立日吉中学校 3 山口美紅
中学校 中国・四国 真庭市立北房中学校 2 三村瑞希
中学校 中国・四国 西条市立西条北中学校 2 濱川彩乃
中学校 中国・四国 島根大学教育学部附属中学校 1 石倉李菜
中学校 九州・沖縄 宇美町立宇美中学校 1 平川粹
中学校 九州・沖縄 久留米信愛女学院中学校 3 矢ヶ部晃子
中学校 九州・沖縄 久留米信愛女学院中学校 2 藤村黎菜
中学校 九州・沖縄 久留米信愛女学院中学校 1 池田結理愛
中学校 九州・沖縄 福岡市立香椎第三中学校 3 岡村美咲
中学校 九州・沖縄 福岡県立宗像中学校 1 小舩愛賀
小学校 北海道 旭川市立永山西小学校 6 奥山夏美
小学校 北海道 旭川市立陵雲小学校 3 渡部るか
小学校 北海道 旭川市立陵雲小学校 3 高桑璃音
小学校 北海道 江別市立江別第一小学校 4 金澤夢来
小学校 北海道 江別市立江別第二小学校 5 畑日向子
小学校 北海道 音更町立木野東小学校 4 長尾果南
小学校 北海道 札幌市立新琴似小学校 5 横田七海
小学校 北海道 札幌市立屯田南小学校 2 籾山叶和
小学校 北海道 札幌市立西宮の沢小学校 1 松島祥太
小学校 北海道 苫小牧市立北星小学校 4 田中深愛
小学校 北海道 苫小牧市立北星小学校 3 鯉渕陽朱
小学校 北海道 苫小牧市立日新小学校 5 小田ありさ
小学校 北海道 苫小牧市立東小学校 4 谷崎佑磨
小学校 北海道 苫小牧市立緑小学校 4 伊藤小珀
小学校 北海道 苫小牧市立明徳小学校 5 小山藍
小学校 北海道 名寄市立名寄東小学校 3 齋藤詩月
小学校 北海道 根室市立北斗小学校 2 長口愛香
小学校 北海道 函館市立柏野小学校 4 作田樺音
小学校 北海道 函館市立中の沢小学校 5 大崎晴菜
小学校 北海道 函館市立万年橋小学校 3 鈴木花歩
小学校 北海道 東神楽町立東聖小学校 4 三浦友梗乃
小学校 北海道 旭川市立春光小学校 4 佐々木海帆
小学校 東北 いわき市立平第一小学校 6 関本咲希
小学校 東北 岩手大学教育学部附属小学校 4 藤原博斗
小学校 東北 羽後町立西馬音内小学校 2 伊藤優駿
小学校 東北 大郷町立大郷小学校 2 齋藤惇輝
小学校 東北 庄内町立余目第三小学校 4 佐藤優衣
小学校 東北 仙台市立上杉山通小学校 5 鈴木美菜
小学校 東北 藤里町立藤里小学校 4 佐藤心美
小学校 東北 美里町立小牛田小学校 6 野村莉那
小学校 東北 美里町立小牛田小学校 6 門間菜々美
小学校 東北 盛岡市立上田小学校 5 宮崎理奈子
小学校 東北 盛岡市立松園小学校 4 高橋虹瑚



小学校 東北 盛岡市立松園小学校 4 金子優衣
小学校 東北 遊佐町立遊佐小学校 6 金野彩葉
小学校 東北 湯沢市立山田小学校 6 宮原美渚
小学校 東北 湯沢市立湯沢西小学校 6 佐々木麗心
小学校 東北 湯沢市立湯沢西小学校 4 小林茉由
小学校 東北 湯沢市立湯沢東小学校 4 後藤雪葉
小学校 東北 涌谷町立月将館小学校 5 皆川泉
小学校 東北 涌谷町立涌谷第一小学校 5 松村佳奏
小学校 東北 涌谷町立涌谷第一小学校 5 秋山侑輝
小学校 東北 涌谷町立涌谷第一小学校 2 松田穂花
小学校 東北 青森市立新城中央小学校 6 野原湖澄
小学校 東北 能代市立渟城南小学校 5 小澤くるみ
小学校 東北 能代市立渟城南小学校 4 近藤汐莉
小学校 関東 厚木市立妻田小学校 5 井深ねね
小学校 関東 我孫子市立我孫子第三小学校 2 後藤ほのか
小学校 関東 茨城県立取手永山小学校 5 長塚愛可
小学校 関東 江戸川区立瑞江小学校 6 高山こはる
小学校 関東 江戸川区立瑞江小学校 3 高山ひより
小学校 関東 海老名市立海老名小学校 4 尾上玲菜
小学校 関東 大田区立馬込第二小学校 5 伊藤睦未
小学校 関東 小山市立城東小学校 3 塚越真椰
小学校 関東 柏市立柏第五小学校 3 髙田一花
小学校 関東 柏市立柏第五小学校 2 板橋拓海
小学校 関東 柏市立柏第五小学校 1 戸祭馨
小学校 関東 香取市立栗源小学校 5 八代佳保
小学校 関東 香取市立栗源小学校 1 宇野美咲
小学校 関東 香取市立福田小学校 3 香取佑己奈
小学校 関東 さいたま市立大谷場小学校 6 岡本駿佑
小学校 関東 品川区立伊藤学園（小） 6 小林日南
小学校 関東 杉並区立三谷小学校 6 大武祐美子
小学校 関東 杉並区立三谷小学校 3 佐藤珠紅
小学校 関東 墨田区立言問小学校 5 日下田仁香
小学校 関東 墨田区立言問小学校 4 橋本璃莉
小学校 関東 中央区立京橋築地小学校 6 江口真尚
小学校 関東 富士見市立つるせ台小学校 5 橋川亜美
小学校 関東 富士見市立つるせ台小学校 4 佐藤照泰
小学校 関東 府中市立府中第十小学校 6 榊原愛子
小学校 関東 府中市立府中第六小学校 5 大村穂果
小学校 関東 府中市立南白糸台小学校 3 下村伸子
小学校 関東 文京区立指ヶ谷小学校 5 鈴木楓
小学校 関東 文京区立礫川小学校 1 石井沙來
小学校 関東 松戸市立河原塚小学校 3 大川杏奈
小学校 関東 松戸市立新松戸西小学校 5 笠柳莉子
小学校 関東 松戸市立常盤平第三小学校 6 岩田祐輔
小学校 関東 松戸市立東松戸小学校 1 山田詩織
小学校 関東 三芳町立竹間沢小学校 5 植田結衣
小学校 関東 八千代市立勝田台小学校 6 瀧葵衣



小学校 関東 横浜市立宮谷小学校 2 金田ひなの
小学校 関東 伊勢崎市立境東小学校 5 フランシア・マリー
小学校 関東 横浜市立杉田小学校 1 鈴木心留
小学校 関東 杉並区立桃井第三小学校 5 水上恵愛
小学校 関東 千代田区立お茶の水小学校 5 梨本一花
小学校 北陸・甲信越 飯田市立丸山小学校 4 石井美月
小学校 北陸・甲信越 飯田市立丸山小学校 2 中島優里花
小学校 北陸・甲信越 柏崎市立枇杷島小学校 5 阿部陽菜
小学校 北陸・甲信越 小松市立稚松小学校 4 加藤桐
小学校 北陸・甲信越 小松市立稚松小学校 4 中村姫梨
小学校 北陸・甲信越 新発田市立荒橋小学校 5 小池美徠
小学校 北陸・甲信越 新発田市立住吉小学校 6 佐々木心和
小学校 北陸・甲信越 新発田市立外ヶ輪小学校 4 深田実来
小学校 北陸・甲信越 高岡市立野村小学校 6 中居ココ
小学校 北陸・甲信越 高岡市立野村小学校 6 澤本葵
小学校 北陸・甲信越 富山市立上滝小学校 4 吉田莉央
小学校 北陸・甲信越 富山市立草島小学校 6 折橋秀平
小学校 北陸・甲信越 長野小学校 6 松本夢叶
小学校 北陸・甲信越 長野市立城山小学校 6 二階堂こころ
小学校 北陸・甲信越 能登町立宇出津小学校 6 木引美里
小学校 北陸・甲信越 能登町立宇出津小学校 5 秋脇梨央
小学校 北陸・甲信越 白山市立美川小学校 5 湊谷妃捺
小学校 北陸・甲信越 白山市立美川小学校 5 鹿野乃愛
小学校 北陸・甲信越 白山市立美川小学校 5 佐久間未輝
小学校 北陸・甲信越 松本市立鎌田小学校 2 大川内玲奈
小学校 北陸・甲信越 松本市立波田小学校 6 忠地伊万里
小学校 北陸・甲信越 松本市立波田小学校 4 鈴木彩七
小学校 北陸・甲信越 箕輪町立箕輪北小学校 6 関原和
小学校 東海 稲沢市立大塚小学校 6 丹下結雅
小学校 東海 御前崎市立浜岡東小学校 1 榑林千紗
小学校 東海 各務原市立緑苑小学校 4 大井将義
小学校 東海 菊川市立横地小学校 5 内田敬斗
小学校 東海 神戸町立神戸小学校 2 石川茉旺
小学校 東海 津市立一身田小学校 5 川西優風
小学校 東海 津市立一身田小学校 4 藤井萌衣
小学校 東海 津市立南が丘小学校 4 前川咲良
小学校 東海 名古屋市立藤が丘小学校 4 松村香花
小学校 東海 名古屋市立藤が丘小学校 4 須増朋花
小学校 東海 名古屋市立八事小学校 4 隈部有理
小学校 東海 浜松市立与進小学校 4 長谷桜
小学校 東海 浜松市立追分小学校 4 神谷哲平
小学校 東海 東伊豆町立稲取小学校 4 栗田陽菜
小学校 東海 東伊豆町立稲取小学校 4 加瀬唯
小学校 東海 富士市立岩松北小学校 5 町田武優
小学校 東海 御嵩町立御嵩小学校 2 後藤亜弥香
小学校 東海 みよし市立天王小学校 3 黒住和紗
小学校 東海 みよし市立南部小学校 6 小野田愛叶



小学校 東海 みよし市立緑丘小学校 4 加藤咲弥
小学校 東海 明和町立斎宮小学校 5 羽根陽花
小学校 東海 四日市市立八郷小学校 5 太田理望
小学校 東海 可児市立今渡南小学校　 6 水田貴久子
小学校 東海 可児市立今渡南小学校　 6 橋口瑠佳
小学校 東海 可児市立今渡南小学校　 5 近藤瑠奈
小学校 東海 吉田町立住吉小学校 6 鈴木沙藍
小学校 東海 吉田町立住吉小学校 6 南優風妃
小学校 東海 吉田町立住吉小学校 6 水野綺子
小学校 東海 吉田町立住吉小学校 5 三輪衣吹
小学校 東海 吉田町立住吉小学校 5 池田桃奈
小学校 東海 美濃加茂市立古井小学校 4 荘加瑚乃
小学校 近畿 大阪市立生魂小学校 6 水落優花
小学校 近畿 大阪市立生魂小学校 6 畝田勇気
小学校 近畿 大阪市立生魂小学校 3 日置知康
小学校 近畿 大阪市立生魂小学校 3 北川裕梨
小学校 近畿 大阪市立晴明丘小学校 2 山﨑なつめ
小学校 近畿 大阪市立南田辺小学校 2 藤岡照我
小学校 近畿 大阪市立桃陽小学校 1 宮本結凪
小学校 近畿 大山崎町立大山崎小学校 5 池田澪紗
小学校 近畿 大山崎町立大山崎小学校 5 竹本有希
小学校 近畿 大山崎町立第二大山崎小学校 5 河原﨑空
小学校 近畿 亀岡市立千代川小学校 6 湯浅日揺里
小学校 近畿 河内長野市立加賀田小学校 3 米谷樹里
小学校 近畿 神戸市立有野小学校 5 福原心寧
小学校 近畿 滋賀大学教育学部附属小学校 4 西浦結菜
小学校 近畿 新宮市立王子ヶ浜小学校 1 福本愛
小学校 近畿 新宮市立神倉小学校 3 福岡沙弥
小学校 近畿 奈良女子大学附属小学校 6 本松桃
小学校 近畿 雲雀丘学園小学校 5 吉川友萌
小学校 近畿 舞鶴市立三笠小学校 4 塩谷真央
小学校 近畿 立命館小学校 5 木下彩葉
小学校 近畿 立命館小学校 3 西田衣里
小学校 近畿 立命館小学校 2 塩田奈央
小学校 近畿 聖母被昇天学院小学校 6 武田実莉
小学校 近畿 聖母被昇天学院小学校 5 呉英怜奈
小学校 近畿 舞鶴市立中筋小学校 4 山下心愛
小学校 中国・四国 愛南町立城辺小学校 1 宮岡愛譜
小学校 中国・四国 今治市立富田小学校 6 笠原瀧斗
小学校 中国・四国 岩国市立麻里布小学校 4 有馬史
小学校 中国・四国 岩国市立麻里布小学校 1 荒川明日香
小学校 中国・四国 岩国市立玖珂小学校 6 梅田遥
小学校 中国・四国 岩国市立玖珂小学校 6 岑穂花
小学校 中国・四国 岩国市立玖珂小学校 3 大田美咲
小学校 中国・四国 宇和島市立津島小学校 6 石丸陽菜
小学校 中国・四国 岡山市立甲浦小学校 6 井上美咲
小学校 中国・四国 尾道市立日比崎小学校 5 満原彩良



小学校 中国・四国 高知市立春野東小学校 3 西川真央
小学校 中国・四国 琴浦町立八橋小学校 5 田中響
小学校 中国・四国 下関市立岡枝小学校 6 久保彩花
小学校 中国・四国 下関市立岡枝小学校 4 金子知穂
小学校 中国・四国 下関市立岡枝小学校 3 髙山陽菜
小学校 中国・四国 下関市立岡枝小学校 2 橋本若奈
小学校 中国・四国 下関市立岡枝小学校 2 金子華暖
小学校 中国・四国 下関市立岡枝小学校 1 境田心遥
小学校 中国・四国 下関市立豊東小学校 3 稲村友美
小学校 中国・四国 周南市立岐山小学校 5 名郷実桜
小学校 中国・四国 周南市立岐山小学校 4 沖本陽菜
小学校 中国・四国 周南市立岐山小学校 4 林梨里香
小学校 中国・四国 周南市立桜木小学校 5 岩﨑芽生
小学校 中国・四国 周南市立桜木小学校 5 伊崎織香
小学校 中国・四国 周南市立桜木小学校 5 藤田菜都
小学校 中国・四国 周防大島町立城山小学校 6 西村知樹
小学校 中国・四国 周防大島町立城山小学校 6 行田凛
小学校 中国・四国 津山市立清泉小学校 2 井汲華蓮
小学校 中国・四国 津山市立新野小学校 2 松本陸
小学校 中国・四国 鳥取市立中ノ郷小学校 5 上原多実
小学校 中国・四国 鳥取市立中ノ郷小学校 2 植村心遥
小学校 中国・四国 東広島市立高屋東小学校 6 古倍澪生
小学校 中国・四国 東広島市立高屋東小学校 5 大月若葉
小学校 中国・四国 東広島市立高屋東小学校 5 西廣昭歩
小学校 中国・四国 東広島市立高屋東小学校 3 兼行ふわり
小学校 中国・四国 東広島市立造賀小学校 5 高橋園実
小学校 中国・四国 平生町立佐賀小学校 6 嶋中紅葉
小学校 中国・四国 平生町立佐賀小学校 3 下祢瑠季彩
小学校 中国・四国 平生町立佐賀小学校 2 清木果乃
小学校 中国・四国 防府市立勝間小学校 4 波多結菜
小学校 中国・四国 松江市立出雲郷小学校 6 山本菜々美
小学校 中国・四国 松江市立出雲郷小学校 3 農口由唯
小学校 中国・四国 松江市立出雲郷小学校 5 松崎菜珠
小学校 中国・四国 松山市立窪田小学校 5 山下真央
小学校 中国・四国 松山市立窪田小学校 4 原鉄太郎
小学校 中国・四国 松山市立窪田小学校 4 篠山香都
小学校 中国・四国 松山市立湯築小学校 1 渡部蒼唯
小学校 中国・四国 三朝町立西小学校 4 石原希光
小学校 中国・四国 三豊市立詫間小学校 5 尾﨑七海
小学校 中国・四国 三豊市立詫間小学校 4 安部陽太
小学校 中国・四国 米子市立弓ヶ浜小学校 2 井上瑠花
小学校 中国・四国 愛南町立船越小学校 6 竹田一海
小学校 中国・四国 愛南町立船越小学校 6 吉田七海
小学校 中国・四国 四国中央市立長津小学校 6 吉岡莉彩
小学校 中国・四国 四国中央市立長津小学校 4 橋本千愛
小学校 中国・四国 周南市立久米小学校 6 半明奈々花
小学校 中国・四国 出雲市立神戸川小学校 5 高見咲



小学校 中国・四国 庄原市立粟田小学校 6 小林海人
小学校 中国・四国 松江市立揖屋小学校 4 早川和花
小学校 中国・四国 倉吉市立明倫小学校 5 米澤秀青
小学校 中国・四国 倉吉市立明倫小学校 4 大口茜
小学校 中国・四国 鳥取市立美和小学校 6 藤原愛莉
小学校 九州・沖縄 鹿児島市立田上小学校 4 宇都陽音
小学校 九州・沖縄 唐津市立浜崎小学校 6 青木こころ
小学校 九州・沖縄 熊本市立高平台小学校 6 山口紗弥加
小学校 九州・沖縄 熊本市立北部東小学校 3 大越羽喜
小学校 九州・沖縄 熊本市立本荘小学校 4 笹倉京
小学校 九州・沖縄 熊本市立力合西小学校 4 宮崎真琴
小学校 九州・沖縄 久留米市立合川小学校 4 古賀愛梨
小学校 九州・沖縄 佐伯市立松浦小学校 4 後藤瑠愛
小学校 九州・沖縄 佐伯市立松浦小学校 4 田島ささら
小学校 九州・沖縄 福岡市立席田小学校 2 中園凛花
小学校 九州・沖縄 福岡市立老司小学校 2 弓削愛里
小学校 九州・沖縄 福岡雙葉小学校 4 関理惠
小学校 九州・沖縄 南島原市立口之津小学校 6 福田陽菜
小学校 九州・沖縄 南島原市立加津佐小学校 3 山﨑文華
小学校 九州・沖縄 南島原市立南有馬小学校 2 宮崎夢瑠
小学校 九州・沖縄 由布市立由布院小学校 4 奈須勘太

幼稚園・保育園 北海道 札幌百合が原幼稚園 年長 工藤ひめか
幼稚園・保育園 北海道 札幌百合が原幼稚園 年長 工藤ひなの
幼稚園・保育園 北海道 札幌百合が原幼稚園 年中 籾山小和
幼稚園・保育園 北海道 そうせい幼稚園 年長 山田興明
幼稚園・保育園 北海道 根室カトリック幼稚園 年長 クンワル・ニッソル
幼稚園・保育園 北海道 根室カトリック幼稚園 年長 秋葉遥
幼稚園・保育園 北海道 根室カトリック幼稚園 年長 日浦乃彩
幼稚園・保育園 北海道 根室カトリック幼稚園 年長 小川真瑶
幼稚園・保育園 北海道 根室カトリック幼稚園 年長 田澤ひなの
幼稚園・保育園 東北 あおぞらこども園 年長 阿部永和
幼稚園・保育園 東北 たんぽぽ保育園 4歳 菅野結愛
幼稚園・保育園 東北 盛岡白百合学園幼稚園 年長 昆栞里
幼稚園・保育園 関東 我孫子市立東あびこ保育園 年中 塩田菜花
幼稚園・保育園 関東 湘南インターナショナルスクール 年中 杉原菜々花
幼稚園・保育園 北陸・甲信越 自然ランド・バンバン 年少 城取華
幼稚園・保育園 北陸・甲信越 浪花認定こども園 5歳 佐久間敦史
幼稚園・保育園 北陸・甲信越 浪花認定こども園 5歳 平田光葉
幼稚園・保育園 東海 御前崎市立さくらこども園 年中 榑林寿哉
幼稚園・保育園 東海 美濃加茂市立下米田保育園 年長 安渡心春
幼稚園・保育園 東海 焼津市立大井川保育園 年長 竹下蘭
幼稚園・保育園 東海 焼津市立大井川保育園 年長 石間祐至
幼稚園・保育園 東海 焼津市立大井川保育園 年長 井上夾飛
幼稚園・保育園 東海 焼津市立大井川保育園 年長 小井菜緒
幼稚園・保育園 東海 剱正幼稚園 年長 野杁真由
幼稚園・保育園 近畿 京都きらら学園 年長 小川百々恵
幼稚園・保育園 近畿 京都きらら学園 年長 藤田彩友香



幼稚園・保育園 近畿 生長幼稚園 年中 藤岡蓮照
幼稚園・保育園 中国・四国 愛南町立城辺保育所 年長 高平結菜
幼稚園・保育園 中国・四国 愛南町立城辺保育所 年少 二神咲希
幼稚園・保育園 中国・四国 東広島市立郷田保育所 年長 川本創大
幼稚園・保育園 中国・四国 東広島市立郷田保育所 年長 竹信星吾
幼稚園・保育園 中国・四国 安来市立城谷保育所 6歳 近藤星奈
幼稚園・保育園 中国・四国 安来市立城谷保育所 5歳 吉川こゆき
幼稚園・保育園 中国・四国 安来市立城谷保育所 5歳 藤田美姫
幼稚園・保育園 九州・沖縄 荒江保育園 年長 手島陽奏
幼稚園・保育園 九州・沖縄 洗心保育園 年長 川井結愛
幼稚園・保育園 九州・沖縄 洗心保育園 年長 菅琉生斗
幼稚園・保育園 九州・沖縄 洗心保育園 年長 伊達脩稀
幼稚園・保育園 九州・沖縄 洗心保育園 年長 井川舞星
幼稚園・保育園 九州・沖縄 玉峰保育園 年長 ふくだふうか
幼稚園・保育園 九州・沖縄 玉峰保育園 年長 いむらまさと
幼稚園・保育園 九州・沖縄 ながた保育園 年長 中村華乃
幼稚園・保育園 九州・沖縄 ひかり保育園 年長 みやざきりのあ
幼稚園・保育園 九州・沖縄 清水ヶ丘保育園 年長 杉本咲


