
学校区分 ブロック 都道府県 学校名 学年 名前

大学・短大・大学院 北海道 北海道 旭川大学 1 松田　留奈

大学・短大・大学院 北海道 北海道 札幌国際大学 3 川井　木菜子

大学・短大・大学院 北海道 北海道 札幌国際大学 3 佐藤　沙耶

大学・短大・大学院 北海道 北海道 札幌国際大学 3 三上　華帆

大学・短大・大学院 北海道 北海道 札幌国際大学 3 中村　優芽

大学・短大・大学院 北海道 北海道 札幌国際大学 1 藤田　陽

大学・短大・大学院 北海道 北海道 札幌国際大学 1 秋葉　三佳

大学・短大・大学院 北海道 北海道 北海道武蔵女子短期大学 1 米村　友希

大学・短大・大学院 東北 青森 北里大学 獣医学部 3 角田 真実

大学・短大・大学院 東北 岩手 岩手大学 1 山下 怜奈

大学・短大・大学院 関東 茨城 茨城キリスト教大学 4 天賀谷　彩織

大学・短大・大学院 関東 茨城 筑波大学 3 駿河 くるみ

大学・短大・大学院 関東 茨城 筑波大学 3 村上 麻亜子

大学・短大・大学院 関東 埼玉 十文字学園女子大学 1 新井　日奈

大学・短大・大学院 関東 埼玉 十文字学園女子大学 1 新井　花菜

大学・短大・大学院 関東 東京 明治学院大学 3 青柳 汐織

大学・短大・大学院 関東 神奈川 上智大学短期大学部 2 長口　楓香

大学・短大・大学院 北陸・甲信越 新潟 新潟大学 1 畠山　美丹花

大学・短大・大学院 東海 愛知 名古屋造形大学 2 福堂　志保

大学・短大・大学院 近畿 京都 池坊短期大学 2 諸星 晴花

大学・短大・大学院 近畿 京都 池坊短期大学 2 小杉 秀樹

大学・短大・大学院 近畿 京都 池坊短期大学 2 宮原 のん

大学・短大・大学院 近畿 京都 池坊短期大学 1 岩根 かすみ

大学・短大・大学院 近畿 京都 池坊短期大学 1 劉 夢陶

大学・短大・大学院 近畿 京都 池坊短期大学 1 宇野 朝香

大学・短大・大学院 近畿 京都 池坊短期大学 1 多田 七海

大学・短大・大学院 中国・四国 愛媛 松山大学 1 野本　鈴夏

大学・短大・大学院 九州・沖縄 福岡 西南学院大学 2 古屋 ひかる

大学・短大・大学院 九州・沖縄 長崎 活水女子大学 4 野中 菜遠

大学・短大・大学院 九州・沖縄 大分 大分県立看護科学大学 2 岡田 純佳

大学・短大・大学院 海外 海外 國立屏東科技大學 2 徐　暄雯

大学・短大・大学院 海外 海外 台湾中国医薬大学 2 方 鈺萱

専門学校 北海道 北海道 旭川厚生看護専門学校 1 橋向　花奈

専門学校 北海道 北海道 北海道芸術デザイン専門学校 2 矢農 葵

専門学校 北海道 北海道 北海道芸術デザイン専門学校 2 山田 茜音

専門学校 北海道 北海道 北海道芸術デザイン専門学校 1 下尻 若葉

専門学校 関東 千葉 専門学校ちば愛犬動物フラワー学園 2 齊田　志織

専門学校 関東 東京 神田外語学院 2 徳永　梓　

専門学校 東海 愛知 慈恵歯科医療ファッション専門学校 1 岡田　空

専門学校 東海 愛知 慈恵歯科医療ファッション専門学校 2 太田　里奈

専門学校 近畿 奈良 奈良きもの芸術専門学校 1 深町　万里

専門学校 九州・沖縄 佐賀 佐賀歯科衛生専門学校 1 百武　歩美

専門学校 九州・沖縄 佐賀 佐賀歯科衛生専門学校 1 馬場　風歌
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高等学校 北海道 北海道 北海道旭川北高等学校 2 樋口 文太

高等学校 北海道 北海道 北海道帯広南商業高等学校 2 簑島　楓佳

高等学校 北海道 北海道 北海道帯広南商業高等学校 2 福永　一葉

高等学校 北海道 北海道 北海道帯広南商業高等学校 2 池田　夢萌

高等学校 北海道 北海道 北海道札幌北高等学校 1 澤本　有紗

高等学校 北海道 北海道 北海道札幌北高等学校 2 澤村 和奏

高等学校 北海道 北海道 北海道千歳高等学校 2 今 萌栞

高等学校 北海道 北海道 北海道根室高等学校 3 宍戸　夏海

高等学校 北海道 北海道 北海道羅臼高等学校 1 本間 結衣

高等学校 北海道 北海道 札幌第一高等学校 1 竹内 明日香

高等学校 北海道 北海道 市立札幌平岸高等学校 2 細川 奈々花

高等学校 北海道 北海道 市立札幌平岸高等学校 1 東 雛乃

高等学校 北海道 北海道 旭川工業高等専門学校 3 渡部　ことみ

高等学校 東北 青森 青森県立三本木高等学校 3 櫻田　愛華

高等学校 東北 青森 青森県立三本木高等学校 2 中村　咲

高等学校 東北 青森 青森県立三本木高等学校 1 福沢　幸姫

高等学校 東北 青森 青森県立三本木高等学校 1 荒町　美佳

高等学校 東北 青森 青森県立八戸西高等学校 1 中村 唄

高等学校 東北 岩手 岩手県立盛岡北高等学校 2 澤口　愛実

高等学校 東北 岩手 盛岡大学附属高等学校 3 渡部　里菜

高等学校 東北 秋田 秋田県立平成高等学校 3 貴俵 芙弥佳

高等学校 東北 秋田 秋田県立平成高等学校 3 小川 明璃

高等学校 東北 秋田 秋田県立平成高等学校 2 佐藤 綾香

高等学校 東北 秋田 秋田県立平成高等学校 2 大嶋 綾香

高等学校 東北 秋田 秋田県立平成高等学校 1 柿崎 海結

高等学校 東北 秋田 秋田県立増田高等学校 3 柴田　千明

高等学校 東北 秋田 秋田県立橫手城南高等学校 2 中川原 飛鳥

高等学校 東北 秋田 秋田県立橫手城南高等学校 3 平田 邑依

高等学校 東北 秋田 秋田市立秋田商業高等学校 2 佐々木　彩来

高等学校 東北 秋田 秋田市立秋田商業高等学校 1 大宮　涼花

高等学校 東北 秋田 秋田市立秋田商業高等学校 1 瀬野　彩奈

高等学校 東北 秋田 秋田市立秋田商業高等学校 1 平野　凛

高等学校 東北 山形 山形学院高等学校 2 髙取　未実

高等学校 東北 宮城 宮城県登米高等学校 2 山内 葵

高等学校 東北 宮城 宮城県涌谷高等学校 2 橋元　奈央

高等学校 東北 宮城 宮城県涌谷高等学校 2 平野　七星

高等学校 東北 宮城 仙台市立仙台商業高等学校 2 鈴木　沙季

高等学校 東北 宮城 仙台市立仙台商業高等学校 2 菅原　夢南

高等学校 東北 宮城 仙台市立仙台商業高等学校 3 熱海　桃羽

高等学校 東北 福島 福島県立あさか開成高等学校 1 鈴木　心結

高等学校 東北 福島 いわき秀英高等学校 2 安藤 里紗

高等学校 関東 茨城 茨城県立取手第二高等学校 2 滝田 大貴

高等学校 関東 茨城 茨城県立取手第二高等学校 2 木村 恵

高等学校 関東 茨城 茨城県立取手松陽高等学校 2 武田 華奈

高等学校 関東 茨城 茨城県立取手松陽高等学校 3 吉田 陽奈里

高等学校 関東 群馬 群馬県立伊勢崎高等学校 1 飯島　里沙

高等学校 関東 群馬 群馬県立桐生女子高等学校 2 金井　愛莉

高等学校 関東 埼玉 埼玉県立川越女子高等学校 2 高平　こよみ

高等学校 関東 千葉 千葉県立松戸向陽高等学校 2 高田　妃茉莉

高等学校 関東 千葉 千葉県立市川工業高学校 2 田中　蒼

高等学校 関東 千葉 千葉県立柏高等学校 2 生形　藍

高等学校 関東 千葉 千葉県立柏陵高等学校 2 久保　こころ

高等学校 関東 千葉 千葉県立柏陵高等学校 2 佐藤　里桜

高等学校 関東 千葉 千葉明徳高等学校 1 坂元　夏帆

高等学校 関東 千葉 専修大学松戸高等学校 2 田中　萌絵

高等学校 関東 千葉 中央高等学院 1 瀧　葵衣

高等学校 関東 千葉 二松學舍大学附属柏高等学校 2 岸田　ゆき乃

高等学校 関東 東京 蒲田女子高等学校 3 宮崎　和奏

高等学校 関東 東京 淑徳SC高等部 2 鈴木　愛佳

高等学校 関東 東京 東京都立晴海総合高等学校 2 向井　冬桜

高等学校 関東 東京 東京都立晴海総合高等学校 3 渡辺　真希

高等学校



高等学校 関東 東京 東京家政大学附属女子高等学校 1 飯塚　瑞輝

高等学校 関東 東京 東京家政大学附属女子高等学校 1 忍田　純夏

高等学校 関東 神奈川 高木学園女子高等学校 3 小野 杏香音

高等学校 関東 神奈川 高木学園女子高等学校 3 荻原 歩美

高等学校 関東 神奈川 英理女子学院高等学校 2 髙野 芽愛

高等学校 関東 神奈川 英理女子学院高等学校 1 谷垣 花怜

高等学校 関東 神奈川 神奈川県立相模原総合高等学校 3 鈴木　美咲

高等学校 関東 神奈川 神奈川県立相模原総合高等学校 2 齊藤　智穂子

高等学校 北陸・甲信越 新潟 新潟県立長岡大手高等学校 2 大橋　優芽花

高等学校 北陸・甲信越 新潟 新潟県立長岡大手高等学校 2 川畑　愛莉

高等学校 北陸・甲信越 新潟 学校法人KTC学園　屋久島おおぞら高等学校　新潟キャンパス 3 青木　園果

高等学校 北陸・甲信越 富山 富山県立小杉高等学校 1 澤本　葵

高等学校 北陸・甲信越 富山 富山県立福岡高等学校 1 酒井　美咲

高等学校 北陸・甲信越 富山 富山県立福岡高等学校 1 東　咲希

高等学校 北陸・甲信越 富山 龍谷富山高等学校 3 中尾 涼音

高等学校 北陸・甲信越 富山 龍谷富山高等学校 1 上田 愛菜

高等学校 北陸・甲信越 石川 石川県立小松高等学校 2 野﨑　佑衣

高等学校 北陸・甲信越 石川 石川県立小松高等学校 2 中村　彩乃

高等学校 北陸・甲信越 石川 石川県立小松高等学校 2 作田　叶子

高等学校 北陸・甲信越 石川 石川県立小松商業高等学校 1 國生　夏未

高等学校 北陸・甲信越 石川 石川県立小松明峰高等学校 2 米田　ほのか

高等学校 北陸・甲信越 福井 福井県立足羽高等学校 1 熊谷 仁那

高等学校 北陸・甲信越 福井 福井県立坂井高等学校 3 吉村　桜

高等学校 北陸・甲信越 福井 福井県立坂井高等学校 2 小川　春華

高等学校 北陸・甲信越 福井 福井県立坂井高等学校 1 谷畠　実佳

高等学校 北陸・甲信越 福井 福井県立ろう学校 3 相川　乃愛

高等学校 北陸・甲信越 福井 福井県立ろう学校 1 相川　風響

高等学校 北陸・甲信越 福井 福井県立若狭東高等学校 2 樋口　愛紗

高等学校 北陸・甲信越 長野 長野県伊那弥生ヶ丘高等学校 1 入谷 奏音

高等学校 北陸・甲信越 長野 長野県田川高等学校 2 小澤　和真

高等学校 北陸・甲信越 長野 長野県田川高等学校 2 山口 明日香

高等学校 北陸・甲信越 長野 長野県田川高等学校 2 松井　奈々美

高等学校 北陸・甲信越 長野 文化学園長野高等学校 1 髙橋　蒼姫

高等学校 北陸・甲信越 長野 文化学園長野高等学校 1 久保　日歌

高等学校 東海 静岡 静岡県立御殿場南高等学校 1 大蔵　結衣

高等学校 東海 静岡 静岡県立御殿場南高等学校 1 大沼　詩音

高等学校 東海 静岡 静岡県立御殿場南高等学校 1 日比野　百花

高等学校 東海 静岡 静岡県立御殿場南高等学校 1 三品　亮翔

高等学校 東海 静岡 静岡県立御殿場南高等学校 2 遊座　亜美花

高等学校 東海 静岡 静岡県立御殿場南高等学校 2 齊藤　茜

高等学校 東海 静岡 静岡県立駿河総合高等学校 2 森本 留美那

高等学校 東海 静岡 静岡県立駿河総合高等学校 2 榊 彩那

高等学校 東海 静岡 静岡県立駿河総合高等学校 3 望月 優那

高等学校 東海 静岡 静岡県立田方農業高等学校 1 渡辺　悠花

高等学校 東海 静岡 静岡県立田方農業高等学校 1 横田　和奏

高等学校 東海 静岡 静岡県立田方農業高等学校 1 池谷　華蓮

高等学校 東海 静岡 静岡県立田方農業高等学校 2 鈴木　心暖

高等学校 東海 静岡 静岡県立田方農業高等学校 3 芹澤　絢香

高等学校 東海 静岡 静岡県立浜松湖南高等学校 1 鈴木　成葉

高等学校 東海 静岡 静岡県立浜松湖南高等学校 1 上田　明日香

高等学校 東海 静岡 東海大学付属静岡翔洋高等学校 2 杉山　成美

高等学校 東海 静岡 浜松市立高等学校 1 大城　遥

高等学校 東海 静岡 富士市立高等学校 1 田原　萌夏

高等学校 東海 静岡 藤枝順心高等学校 2 鈴木　杏花

高等学校 東海 静岡 藤枝順心高等学校 2 望月　愛美

高等学校 東海 静岡 藤枝順心高等学校 1 髙野　秋

高等学校 東海 静岡 藤枝順心高等学校 1 小林　愛美

高等学校 東海 静岡 藤枝順心高等学校 1 横田　乃乃

高等学校 東海 愛知 愛知県立瀬戸西高等学校 2 花木　文香

高等学校 東海 愛知 愛知県立成章高等学校 1 井上　友良里

高等学校 東海 愛知 愛知県立新城有教館高等学校 1 嶺井　和花

高等学校 東海 愛知 愛知県立新城有教館高等学校 1 梶村　来希



高等学校 東海 愛知 愛知県立豊田北高等学校 2 丹沢　真子

高等学校 東海 愛知 愛知県立豊田北高等学校 3 光岡　響子

高等学校 東海 愛知 愛知県立豊田北高等学校 3 松田　京子

高等学校 東海 愛知 愛知県立豊田北高等学校 2 鈴木　万丈

高等学校 東海 愛知 愛知県立豊田北高等学校 1 成瀬　桃果

高等学校 東海 愛知 愛知県立豊田南高等学校 2 岡田 梨瑚

高等学校 東海 愛知 愛知県立豊田東高等学校 2 神戸 小夏

高等学校 東海 愛知 愛知県立豊田東高等学校 2 宮崎 果歩

高等学校 東海 愛知 愛知県立豊田東高等学校 2 石垣 唯

高等学校 東海 愛知 愛知県立豊田東高等学校 2 加藤 桜子

高等学校 東海 愛知 愛知県立豊田東高等学校 2 生田 水音

高等学校 東海 愛知 豊川高等学校 2 榊原　舞

高等学校 東海 愛知 豊川高等学校 2 山本　紋佳

高等学校 東海 愛知 豊川高等学校 1 伊藤　利奈

高等学校 東海 愛知 豊川高等学校 1 加藤　りく

高等学校 東海 愛知 光ヶ丘女子高等学校 2 沢口 萌々

高等学校 東海 愛知 光ヶ丘女子高等学校 2 松山 華音

高等学校 東海 愛知 光ヶ丘女子高等学校 2 吉家 琴和

高等学校 東海 岐阜 岐阜県立大垣西高等学校 3 杉野　未奈

高等学校 東海 岐阜 岐阜県立大垣西高等学校 2 所　亜沙美

高等学校 東海 岐阜 岐阜県立大垣東高等学校 1 近藤 優奈

高等学校 東海 岐阜 岐阜県立大垣東高等学校 1 内藤 七海

高等学校 東海 岐阜 岐阜県立加茂農林高等学校 2 今井　萌園

高等学校 東海 岐阜 岐阜県立岐阜商業高等学校 1 森　心愛

高等学校 東海 岐阜 岐阜県立岐阜商業高等学校 2 森 奈留美

高等学校 東海 岐阜 岐阜県立岐阜商業高等学校 3 太田　悠月

高等学校 東海 岐阜 岐阜県立岐阜商業高等学校 3 林　愛香

高等学校 東海 岐阜 岐阜県立岐阜商業高等学校 3 片桐　真妃

高等学校 東海 岐阜 岐阜県立岐阜商業高等学校 3 原田　愛加

高等学校 東海 岐阜 岐阜県立岐阜農林高等学校 3 河出　空

高等学校 東海 岐阜 鶯谷高等学校 2 松田　呼幸

高等学校 東海 岐阜 鶯谷高等学校 2 廣西　彩乃

高等学校 東海 岐阜 岐阜聖徳学園高等学校 3 椎葉　菜有

高等学校 東海 岐阜 岐阜聖徳学園高等学校 3 大江　美夢

高等学校 東海 岐阜 高山西高等学校 3 牧田　和葉

高等学校 東海 岐阜 高山西高等学校 3 橋詰　千都

高等学校 東海 岐阜 高山西高等学校 3 谷口　知菜

高等学校 東海 岐阜 高山西高等学校 3 大前　有里奈

高等学校 東海 岐阜 帝京大学可児高等学校 3 有賀　友実

高等学校 東海 三重 三重県立桑名西高等学校 3 田島　美咲

高等学校 東海 三重 三重県立桑名西高等学校 2 小森　早矢加

高等学校 東海 三重 三重県立志摩高等学校 2 助田 葵

高等学校 東海 三重 三重県立名張高等学校 2 佐藤 彩



高等学校 東海 三重 三重県立名張高等学校 3 吉岡 彩佳

高等学校 東海 三重 三重県立名張高等学校 3 田中 美凪

高等学校 近畿 滋賀 滋賀県立長浜北高等学校 2 武田　芽泉

高等学校 近畿 滋賀 滋賀県立長浜北高等学校 1 五島　緋葉里

高等学校 近畿 滋賀 比叡山高等学校 1 阿倍　仁湖

高等学校 近畿 京都 京都府立北桑田高等学校美山分校 2 円山　柚月

高等学校 近畿 京都 京都府立南丹高等学校 2 千埼　優馬

高等学校 近畿 京都 京都府立南丹高等学校 2 松岡　愛莉

高等学校 近畿 京都 京都市立西京高等学校 1 川口 世華

高等学校 近畿 京都 京都市立西京高等学校 1 科 真希

高等学校 近畿 京都 京都市立西京高等学校 1 有馬 怜利

高等学校 近畿 京都 京都市立西京高等学校 1 野田 怜愛

高等学校 近畿 京都 京都市立西京高等学校 1 西村 怜斗

高等学校 近畿 京都 京都市立西京高等学校 1 玉川 華菜

高等学校 近畿 京都 京都市立西京高等学校 1 前田 佳穂

高等学校 近畿 京都 京都共栄学園高等学校 1 畑中 優真

高等学校 近畿 京都 ノートルダム女学院高等学校 1 奥田　唯乃

高等学校 近畿 京都 ノートルダム女学院高等学校 2 田中　真友紀

高等学校 近畿 京都 ノートルダム女学院高等学校 3 中嶋　柚月

高等学校 近畿 京都 龍谷大学付属平安高等学校 1 小畠 由香里

高等学校 近畿 京都 龍谷大学付属平安高等学校 2 有地 優那

高等学校 近畿 大阪 大阪成蹊女子高等学校 1 西尾　めぐみ

高等学校 近畿 大阪 大阪成蹊女子高等学校 1 池野　純奈

高等学校 近畿 大阪 大阪成蹊女子高等学校 1 尾上　聖里夏

高等学校 近畿 大阪 大阪成蹊女子高等学校 1 三島　明莉

高等学校 近畿 大阪 大阪成蹊女子高等学校 1 中川　花菜

高等学校 近畿 大阪 大阪成蹊女子高等学校 1 中村　さくら

高等学校 近畿 大阪 大阪成蹊女子高等学校 1 谷岡　采音

高等学校 近畿 大阪 大阪成蹊女子高等学校 1 竹本　小菜美

高等学校 近畿 大阪 大阪成蹊女子高等学校 1 小泊　さら

高等学校 近畿 大阪 大阪成蹊女子高等学校 1 堤　愛海

高等学校 近畿 大阪 大阪成蹊女子高等学校 1 中村　咲彩

高等学校 近畿 大阪 大阪成蹊女子高等学校 1 高　美瑶

高等学校 近畿 大阪 大阪成蹊女子高等学校 1 奥平　英捺

高等学校 近畿 大阪 大阪成蹊女子高等学校 1 小野　愛永

高等学校 近畿 大阪 大阪成蹊女子高等学校 1 奥田　楓香

高等学校 近畿 大阪 大阪成蹊女子高等学校 1 白井　紀乃香

高等学校 近畿 大阪 大阪成蹊女子高等学校 1 峰松　祥子

高等学校 近畿 大阪 大阪成蹊女子高等学校 1 石井　陽菜

高等学校 近畿 大阪 金蘭会高等学校 2 廣瀬　瞳

高等学校 近畿 大阪 金蘭会高等学校 2 伊藤　絵里

高等学校 近畿 大阪 金蘭会高等学校 2 辻　咲帆

高等学校 近畿 大阪 金蘭会高等学校 2 菊池　芽

高等学校 近畿 大阪 金蘭会高等学校 2 塩崎　萌奈

高等学校 近畿 大阪 金蘭会高等学校 2 師玉　愛音

高等学校 近畿 大阪 金蘭会高等学校 1 友松　莉音

高等学校 近畿 兵庫 兵庫県立尼崎西高等学校 2 福本 ゆりあ

高等学校 近畿 兵庫 兵庫県立香寺高等学校 2 髙岡 美月

高等学校 近畿 兵庫 兵庫県立福崎高等学校 2 辻村　彩華

高等学校 近畿 兵庫 神港学園高等学校 2 坂田 美紅

高等学校 近畿 兵庫 神港学園高等学校 2 福田 悠太

高等学校 中国・四国 岡山 岡山県立瀬戸南高等学校 1 佐藤　つぐみ

高等学校 中国・四国 岡山 岡山県立瀬戸南高等学校 1 咲山　彩

高等学校 中国・四国 岡山 岡山県立瀬戸南高等学校 1 井内　彩賀

高等学校 中国・四国 岡山 岡山県立瀬戸南高等学校 1 松下　真由香

高等学校 中国・四国 岡山 岡山県立瀬戸南高等学校 1 森岡　捺希

高等学校 中国・四国 岡山 岡山県立瀬戸南高等学校 2 篠田　ありさ



高等学校 中国・四国 広島 広島県立戸手高等学校 2 池口 流香

高等学校 中国・四国 広島 広島県立広島商業高等学校 2 山田　千織

高等学校 中国・四国 広島 広島県立広島商業高等学校 3 浅田　結菜

高等学校 中国・四国 広島 広島市立基町高等学校 1 五十嵐 茜音

高等学校 中国・四国 広島 広島市立基町高等学校 2 山野 南美

高等学校 中国・四国 広島 広島市立基町高等学校 2 吉元 未来

高等学校 中国・四国 広島 福山市立福山高等学校 1 西谷　彩香

高等学校 中国・四国 広島 福山市立福山高等学校 2 本瓦　綾音

高等学校 中国・四国 広島 福山市立福山高等学校 1 土屋　裕里

高等学校 中国・四国 広島 尾道高等学校 3 天藤 陽世里

高等学校 中国・四国 島根 島根県立松江商業高等学校 2 持田　沙也加

高等学校 中国・四国 島根 島根県立松江商業高等学校 2 小谷　風香

高等学校 中国・四国 島根 島根県立松江商業高等学校 2 高松　あのん

高等学校 中国・四国 山口 山口県立防府商工高等学校 3 中西 早樹

高等学校 中国・四国 香川 香川県立笠田高等学校 3 今宮　彩葵

高等学校 中国・四国 愛媛 愛媛県立宇和高等学校 3 中廣　月紫

高等学校 中国・四国 愛媛 愛媛県立宇和高等学校 1 井上　陽香

高等学校 中国・四国 愛媛 愛媛県立東温高等学校 2 越智　ひなの

高等学校 中国・四国 愛媛 愛媛県立松山東高等学校 2 進藤 ひより

高等学校 中国・四国 愛媛 済美高等学校 3 高木　明果

高等学校 中国・四国 愛媛 松山城南高等学校 2 亀井　文香

高等学校 中国・四国 愛媛 学校法人KTC学園　屋久島おおぞら高等学校　松山キャンパス 2 坂本　茉由季

高等学校 九州・沖縄 福岡 福岡県立宇美商業高等学校 3 古川　秋穂

高等学校 九州・沖縄 福岡 福岡県立福岡魁誠高等学校 2 守田 雅捺

高等学校 九州・沖縄 福岡 福岡県立光陵高等学校 2 那須 美咲

高等学校 九州・沖縄 福岡 福岡県立三池高等学校 1 古川　正悟

高等学校 九州・沖縄 福岡 福岡県立三池高等学校 1 松尾　百花

高等学校 九州・沖縄 福岡 福岡県立三池高等学校 1 武宮　未侑

高等学校 九州・沖縄 福岡 福岡県立三池高等学校 1 前原　実咲

高等学校 九州・沖縄 福岡 福岡県立三池高等学校 2 池田　芽穂

高等学校 九州・沖縄 福岡 福岡県立三池高等学校 2 持丸　倫乃

高等学校 九州・沖縄 福岡 福岡県立京都高等学校 3 南 杏奈

高等学校 九州・沖縄 福岡 久留米市立久留米商業高等学校 3 末永　真穂

高等学校 九州・沖縄 福岡 有明工業高等専門学校 2 豊嶋　咲良

高等学校 九州・沖縄 佐賀 佐賀県立唐津南高等学校 3 小野 咲

高等学校 九州・沖縄 長崎 長崎県立長崎南高等学校 2 MUNIZ  ADRIANNE

高等学校 九州・沖縄 熊本 熊本県立済々黌高等学校 1 徳田 麻由香

高等学校 九州・沖縄 熊本 熊本県立玉名高等学校 2 山下 和納

高等学校 九州・沖縄 熊本 熊本県立南稜高等学校 2 黒木　ひな

高等学校 九州・沖縄 熊本 熊本県立南稜高等学校 3 片平　ちゆき

高等学校 九州・沖縄 熊本 熊本県立南稜高等学校 3 岩崎　千聖

高等学校 九州・沖縄 熊本 熊本県立南稜高等学校 3 白石　青空

高等学校 九州・沖縄 熊本 熊本県立御船高等学校 1 國定 虹美

高等学校 九州・沖縄 熊本 熊本県立御船高等学校 2 渡邉 茉奈

高等学校 九州・沖縄 熊本 熊本中央高等学校 3 志水　翔太

高等学校 九州・沖縄 熊本 熊本中央高等学校 3 和田　遥可

高等学校 九州・沖縄 鹿児島 鹿児島県立霧島高等学校 3 梶原　遥加

高等学校 九州・沖縄 鹿児島 鹿児島県立霧島高等学校 3 橋口　聖那

高等学校 九州・沖縄 鹿児島 鹿児島県立霧島高等学校 3 湯口　郁弥

高等学校 九州・沖縄 鹿児島 鹿児島県立武岡台高等学校 1 先成　侑那

高等学校 九州・沖縄 鹿児島 鹿児島県立武岡台高等学校 2 石田　愛香

高等学校 九州・沖縄 鹿児島 鹿児島県立武岡台高等学校 2 義原　愛珠

高等学校 九州・沖縄 鹿児島 鹿児島県立武岡台高等学校 3 石丸　梨乃



中学校 北海道 北海道 旭川市立広陵中学校 1 村山　冴羅

中学校 北海道 北海道 帯広市立第四中学校 1 竹原 莉乃

中学校 北海道 北海道 根室市立光洋中学校 2 盛本　蓮美

中学校 北海道 北海道 音更町立共栄中学校 1 泉谷 明生沙

中学校 北海道 北海道 音更町立緑南中学校 1 渡辺 かのん

中学校 北海道 北海道 音更町立緑南中学校 2 岡田 結菜

中学校 東北 岩手 盛岡中央高等学校附属中学校 2 阿部 央

中学校 東北 秋田 湯沢市立湯沢北中学校 1 高栁　美海

中学校 東北 山形 山県市立第九中学校 1 本沢　知大

中学校 東北 宮城 涌谷町立涌谷中学校 3 海上　琴美

中学校 東北 宮城 涌谷町立涌谷中学校 3 秋山　侑輝

中学校 東北 宮城 涌谷町立涌谷中学校 3 皆川　泉

中学校 関東 千葉 香取市立栗源中学校 1 宇野　愛花

中学校 関東 千葉 香取市立佐原中学校 1 岡沢　和奈

中学校 関東 千葉 柏市立柏第二中学校 2 戸祭　椿心

中学校 関東 東京 府中市立府中第六中学校 1 中野　柚希

中学校 関東 東京 板橋区立志村第二中学校 3 吉野　美羽

中学校 関東 東京 板橋区立志村第一中学校 2 板橋　快青

中学校 関東 東京 江戸川区立瑞江第二中学校 1 高山 ひより

中学校 関東 東京 江戸川区立瑞江第二中学校 1 高山 かえで

中学校 関東 東京 江東区立深川第三中学校 3 羽田 彩乃

中学校 関東 東京 渋谷区立上原中学校 1 小島　つつ美

中学校 関東 東京 渋谷区立上原中学校 2 前島 まや

中学校 関東 東京 杉並区立宮前中学校 2 髙橋　真歩

中学校 関東 東京 墨田区立墨田中学校 2 橋本　優羽

中学校 関東 東京 墨田区立墨田中学校 2 攝待　乃の佳

中学校 関東 東京 墨田区立墨田中学校 2 松村　玲

中学校 関東 東京 世田谷区立砧中学校 2 大堀 紗瑛

中学校 関東 東京 世田谷区立砧中学校 2 渡邊 美杏

中学校 関東 東京 練馬区立大泉中学校 2 神谷　茉那

中学校 関東 東京 大妻中野中学校 1 赤塚　蘭

中学校 関東 東京 香蘭女学校中等科 2 上田　碧季

中学校 北陸・甲信越 富山 氷見市立西條中学校 2 濵元　友那

中学校 北陸・甲信越 富山 氷見市立西條中学校 2 山下　結衣

中学校 北陸・甲信越 富山 氷見市立西條中学校 3 山田　捺樹

中学校 北陸・甲信越 富山 CrimsonGlobalAcademy 2 尾崎 さくら

中学校 北陸・甲信越 福井 福井市藤島中学校 3 伊部　成美

中学校 東海 静岡 御前崎市立浜岡中学校 3 長尾　玲捺

中学校 東海 静岡 浜松市立高台中学校 3 岩﨑　梨花

中学校 東海 静岡 浜松市立高台中学校 2 髙橋　結菜

中学校 東海 静岡 浜松市立高台中学校 1 中野　ひより

中学校 東海 静岡 浜松市立高台中学校 3 鈴木　成実

中学校 東海 静岡 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 3 大庭　彩漣

中学校 東海 静岡 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 2 平山　藍

中学校 東海 静岡 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 2 瀬川　桃世

中学校 東海 愛知 名古屋市立駒方中学校 2 隈部　有理

中学校 東海 愛知 名古屋市立津賀田中学校 2 坂東　佑香

中学校 東海 愛知 名古屋市立津賀田中学校 1 奥山　薫子

中学校 東海 岐阜 岐阜県美濃加茂市立東中学校 3 山田　千仁美

中学校 近畿 滋賀 比叡山中学校 1 川上　遥叶

中学校 近畿 滋賀 比叡山中学校 1 甲斐　万結

中学校 近畿 滋賀 比叡山中学校 1 髙谷　結海

中学校



中学校 近畿 京都 大山崎町立大山崎中学校 2 俣野　桜

中学校 近畿 京都 京丹後市立網野中学校 1 片西 陸朗

中学校 近畿 京都 京都教育大学附属京都小中学校 2 徳持 こはる

中学校 近畿 京都 京都女子中学校 3 魚永　珠聡

中学校 近畿 京都 京都女子中学校 3 甲田　千翔

中学校 近畿 京都 京都女子中学校 3 西村　歩帆

中学校 近畿 京都 京都女子中学校 3 冨士谷　雅

中学校 近畿 京都 京都女子中学校 3 吉田　志咲

中学校 近畿 京都 京都女子中学校 2 山梨　華奈

中学校 近畿 京都 京都女子中学校 1 大原　英

中学校 近畿 京都 京都女子中学校 1 木村　愛

中学校 近畿 京都 京都女子中学校 1 酒井　陽菜

中学校 近畿 京都 京都女子中学校 1 佐藤　夏恋

中学校 近畿 大阪 金蘭会中学校 2 松尾　彩希

中学校 近畿 大阪 大阪国際大和田中学校 2 三宅　穂香

中学校 近畿 大阪 大阪国際大和田中学校 3 勝野　あかり

中学校 近畿 兵庫 明石市立大蔵中学校 3 石崎　愛理紗

中学校 近畿 兵庫 明石市立大蔵中学校 3 菅原　陽穂

中学校 近畿 兵庫 明石市立大蔵中学校 3 瀧野　紗雪

中学校 近畿 兵庫 神戸市立有野北中学校 3 名塩 優姫

中学校 中国・四国 岡山 赤磐市立桜が丘中学校 2 矢部 紗也奈

中学校 中国・四国 広島 庄原市立東城中学校 2 村上 愛弥

中学校 中国・四国 広島 庄原市立東城中学校 2 松浦 亜真

中学校 中国・四国 広島 福山市立福山中学校 2 小川　穂果

中学校 中国・四国 広島 福山市立福山中学校 2 蓮井　陽向

中学校 中国・四国 広島 府中町立府中中学校 3 梶本　芭瑠

中学校 中国・四国 広島 府中町立府中中学校 2 重里　和花

中学校 中国・四国 島根 津和野町立津和野中学校 2 野地 優心

中学校 中国・四国 山口 山口市立二島中学校 1 嶋田　明浩

中学校 中国・四国 愛媛 宇和島市立城北中学校 2 上田　桂加

中学校 中国・四国 愛媛 宇和島市立城北中学校 2 兵頭　花怜

中学校 中国・四国 愛媛 西条市立丹原東中学校 1 安藤 春香

中学校 中国・四国 愛媛 西条市立丹原東中学校 1 藤田 ひなた

中学校 中国・四国 愛媛 松山市立南第二中学校 2 玉井　菜々星

中学校 中国・四国 愛媛 松山市立拓南中学校 2 野村　知波

中学校 中国・四国 愛媛 愛光中学校 3 瀬戸　梓未

中学校 九州・沖縄 福岡 飯塚市立飯塚第一中学校 1 横田 青澄

中学校 九州・沖縄 福岡 北九州市立田原中学校 2 新谷 茉央

中学校 九州・沖縄 福岡 北九州市立田原中学校 2 杉下 麻衣

中学校 九州・沖縄 福岡 北九州市立田原中学校 2 吉満 汐音

中学校 九州・沖縄 福岡 北九州市立田原中学校 1 杉本 心美

中学校 九州・沖縄 福岡 北九州市立田原中学校 1 井本 瑠菜

中学校 九州・沖縄 福岡 北九州市立田原中学校 1 山口 羽奏

中学校 九州・沖縄 福岡 北九州市立田原中学校 1 池田 美優来

中学校 九州・沖縄 福岡 北九州市立田原中学校 1 吉村 楓

中学校 九州・沖縄 福岡 北九州市立田原中学校 1 牧野 百花

中学校 九州・沖縄 福岡 北九州市立田原中学校 1 森 千穂

中学校 九州・沖縄 福岡 北九州市立田原中学校 1 中薗 優

中学校 九州・沖縄 福岡 北九州市立沼中学校 2 荒牧　世凪

中学校 九州・沖縄 福岡 北九州市立沼中学校 2 峯　和心

中学校 九州・沖縄 福岡 北九州市立沼中学校 3 阿倍　悠菜

中学校 九州・沖縄 福岡 筑紫野市立筑山中学校 1 鳥居 優姫音

中学校 九州・沖縄 福岡 粕谷町立粕谷中学校 1 竹岡 凛太郎

中学校 九州・沖縄 福岡 篠栗町立篠栗中学校 1 有隅 治貴

中学校 九州・沖縄 福岡 篠栗町立篠栗北中学校 2 綱崎 雅宗

中学校 九州・沖縄 福岡 久留米信愛中学校 3 南　彩天

中学校 九州・沖縄 熊本 九州学院中学校 1 知識　蒼音

中学校 九州・沖縄 長崎 聖和女子学院中学校 2 田中　希

中学校 九州・沖縄 福岡 福岡女学院中学校 2 藤 友梨子

中学校 九州・沖縄 佐賀 早稲田佐賀中学校 3 森部 華子



小学校 北海道 北海道 旭川市立春光小学校 4 庄司　苺花

小学校 北海道 北海道 帯広市立川西小学校 3 樋口 凛

小学校 北海道 北海道 帯広市立明星小学校 4 竹原 小雪

小学校 北海道 北海道 帯広市立光南小学校 6 村上 美月

小学校 北海道 北海道 札幌市立屯田南小学校 4 籾山　小和

小学校 北海道 北海道 苫小牧市立拓進小学校 3 山崎　柚花

小学校 北海道 北海道 苫小牧市立沼ノ端小学校 6 渡部　桜智花

小学校 北海道 北海道 苫小牧市立日新小学校 3 貞廣　柚乃

小学校 北海道 北海道 苫小牧市立清水小学校 1 佐藤　楓弥菜

小学校 北海道 北海道 苫小牧市立澄川小学校 3 松岡　さくら

小学校 北海道 北海道 苫小牧市立錦岡小学校 2 中村　博仁

小学校 北海道 北海道 函館市立中の沢小学校 4 折谷　遙都

小学校 北海道 北海道 函館市立中の沢小学校 5 佐々木　あかり

小学校 北海道 北海道 函館市立中の沢小学校 6 山本　紗聖

小学校 北海道 北海道 函館市立中の沢小学校 6 金田　あいら

小学校 北海道 北海道 函館市立深堀小学校 6 五十嵐　春菜

小学校 北海道 北海道 名寄市立東小学校 4 牛島　楓

小学校 北海道 北海道 根室市立北斗小学校 6 長口　愛香

小学校 北海道 北海道 当麻町立当麻小学校 6 石川　芽生子

小学校 北海道 北海道 当麻町立当麻小学校 1 石川　夏子

小学校 北海道 北海道 東神楽町立東聖小学校 3 大友　星空

小学校 北海道 北海道 音更町立木野東小学校 3 渡辺 環

小学校 北海道 北海道 音更町立木野東小学校 5 三井田 梨乃

小学校 北海道 北海道 幕別町立白人小学校 1 森 絢奈

小学校 東北 岩手 盛岡市立青山小学校 2 長澤　まどか

小学校 東北 岩手 盛岡市立松園小学校 4 齊藤　駿

小学校 東北 岩手 盛岡市立松園小学校 6 前川　寧音

小学校 東北 岩手 岩手大学教育学部付属小学校 3 土岐　未来

小学校 東北 岩手 岩手大学教育学部付属小学校 3 熊谷　心絆

小学校 東北 岩手 岩手大学教育学部付属小学校 1 渡部　桜旬

小学校 東北 秋田 能代市立渟城南小学校 3 伊藤　あゆみ

小学校 東北 秋田 能代市立向能代小学校 5 工藤　凛心

小学校 東北 秋田 能代市立向能代小学校 6 小林　和瑚

小学校 東北 秋田 能代市立向能代小学校 6 丹　彩羽

小学校 東北 秋田 湯沢市立川連小学校 3 石田　心花

小学校 東北 秋田 湯沢市立川連小学校 4 佐藤　仁

小学校 東北 秋田 湯沢市立湯沢東小学校 1 鈴木　優花

小学校 東北 秋田 湯沢市立湯沢東小学校 3 伊藤　美桜乃

小学校 東北 秋田 湯沢市立湯沢東小学校 4 米澤　美涼

小学校 東北 秋田 羽後町立西馬音内小学校 2 藤原　奈月

小学校 東北 秋田 羽後町立西馬音内小学校 3 野口　龍馬

小学校 東北 秋田 羽後町立三輪小学校 1 小野　一花

小学校 東北 秋田 羽後町立三輪小学校 5 桜田　莉沙

小学校 東北 秋田 藤里町立藤里小学校 5 東郷　星海

小学校 東北 宮城 仙台市立上杉山通小学校 4 鎌田　絢那

小学校 東北 宮城 仙台市立北中山小学校 3 福田　希

小学校 東北 宮城 美里町立小牛田小学校 6 藤崎　瑚々

小学校 東北 宮城 涌谷町立涌谷第１小学校 6 松田　穂花

小学校 東北 福島 郡山市立小原田小学校 5 佐々木　黎奈

小学校 東北 福島 郡山市立小原田小学校 6 佐々木　優奈

小学校



小学校 関東 茨城 筑西市立竹島小学校 6 石橋 蓮人

小学校 関東 茨城 筑西市立竹島小学校 4 荒井 和沙

小学校 関東 茨城 日立市立田尻小学校 5 高野　夏妃

小学校 関東 茨城 日立市立中小路小学校 3 佐藤　美玖

小学校 関東 茨城 日立市立滑川小学校 4 海老根　心陽

小学校 関東 群馬 伊勢崎市立境小学校 6 平田 美桜

小学校 関東 埼玉 越谷市立宮本小学校 6 髙橋　怜奈

小学校 関東 埼玉 富士見市立つるせ台小学校 5 井上　真子

小学校 関東 埼玉 富士見市立つるせ台小学校 4 佐藤　梓乃

小学校 関東 埼玉 コロンビアインターナショナルスクール 5 方山　愛加里

小学校 関東 千葉 柏市立柏第五小学校 5 戸祭　馨

小学校 関東 千葉 香取市立小見川中央小学校 1 東村　優希奈

小学校 関東 千葉 香取市立小見川中央小学校 2 菅野　心春

小学校 関東 千葉 香取市立栗源小学校 5 髙安　來恋杏

小学校 関東 千葉 香取市立栗源小学校 5 木内　真愛

小学校 関東 千葉 香取市立佐原小学校 2 前田　花菜

小学校 関東 千葉 香取市立佐原小学校 3 永峰　里花

小学校 関東 千葉 香取市立佐原小学校 4 大輪　珠代

小学校 関東 千葉 松戸市立常盤平第三小学校 2 中村　優里

小学校 関東 千葉 松戸市立東部小学校 2 坂爪　希紗良

小学校 関東 千葉 松戸市立東松戸小学校 5 山田　詩織

小学校 関東 千葉 松戸市立牧野原小学校 6 矢板　つばき

小学校 関東 千葉 松戸市立松ヶ丘小学校 6 景澤　幸輝

小学校 関東 千葉 八千代市立大和田西小学校 5 成田　こはる

小学校 関東 東京 府中市立南白糸台小学校 5 長谷　真衣

小学校 関東 東京 府中市立府中第三小学校 1 川崎　陽輝

小学校 関東 東京 足立区立中川北小学校 3 高橋 心香

小学校 関東 東京 板橋区立上板橋第四小学校 5 本多　心詞

小学校 関東 東京 板橋区立金沢小学校 4 鐘 叶暖

小学校 関東 東京 板橋区立金沢小学校 4 中川 瞳子

小学校 関東 東京 板橋区立金沢小学校 4 村上 輔

小学校 関東 東京 板橋区立志村第二小学校 6 豊岡　マナサ　秀太郎

小学校 関東 東京 板橋区立志村第三小学校 5 芳賀　識明

小学校 関東 東京 板橋区立志村第三小学校 5 鈴木　英理佳

小学校 関東 東京 板橋区立志村第四小学校 1 米川　鈴人

小学校 関東 東京 杉並区立井荻小学校 5 廣居 絵名

小学校 関東 東京 杉並区立井荻小学校 3 海野 瑞稀

小学校 関東 東京 杉並区立井荻小学校 3 南野 一花

小学校 関東 東京 杉並区立三谷小学校 3 村上 凜和

小学校 関東 東京 杉並区立三谷小学校 6 河津 実莉

小学校 関東 東京 杉並区立桃井第三小学校 6 本橋　明子

小学校 関東 東京 杉並区立桃井第三小学校 6 原田　玲

小学校 関東 東京 杉並区立桃井第三小学校 6 田原　美桜

小学校 関東 東京 杉並区立桃井第三小学校 5 白山　紗空

小学校 関東 東京 千代田区立お茶の水小学校 5 庄司　彩林

小学校 関東 東京 千代田区立お茶の水小学校 5 春田　莉奈

小学校 関東 東京 千代田区立お茶の水小学校 5 石川　義隆

小学校 関東 東京 千代田区立お茶の水小学校 5 熊井　文珂

小学校 関東 東京 千代田区立お茶の水小学校 5 小川　陽菜

小学校 関東 東京 千代田区立麹町小学校 5 大竹 美輝

小学校 関東 東京 文京区立金富小学校 4 風間 千尋

小学校 関東 東京 文京区立礫川小学校 5 石井　紗來

小学校 関東 東京 文京区立林町小学校 5 井上　結理

小学校 関東 東京 港区立麻布小学校 6 渡邉 絵真

小学校 関東 東京 白百合学園小学校 4 成島 里穂

小学校 関東 東京 東京学芸大学附属竹早小学校 6 古川　三彩輝

小学校 関東 東京 東京国際フランス学園 5 マーティ　玲有



小学校 関東 神奈川 海老名市立今泉小学校 3 寺田 心和

小学校 関東 神奈川 海老名市立大谷小学校 6 三村　碧美

小学校 関東 神奈川 横浜市立杉田小学校 4 和田　彩那

小学校 関東 神奈川 横浜市立杉田小学校 4 納谷　亜紀菜

小学校 関東 神奈川 横浜市立西前小学校 5 服部　楓

小学校 関東 神奈川 横浜市立西前小学校 5 山川　桜輝

小学校 関東 神奈川 横浜市立初音が丘小学校 1 臼井　琉人

小学校 関東 神奈川 横浜市立初音が丘小学校 4 臼井　颯人

小学校 北陸・甲信越 新潟 新発田市立加治川小学校 1 平田　祐斗

小学校 北陸・甲信越 新潟 新発田市立御免町小学校 3 佐久間　世海

小学校 北陸・甲信越 新潟 新発田市立外ヶ輪小学校 5 栗山　結愛

小学校 北陸・甲信越 新潟 上越市立吉川小学校 5 中島　穂乃花

小学校 北陸・甲信越 新潟 上越市立吉川小学校 5 関沢　環

小学校 北陸・甲信越 富山 富山市立草島小学校 6 花木　由菜

小学校 北陸・甲信越 富山 富山市立草島小学校 6 水上　呼凪

小学校 北陸・甲信越 石川 金沢市立浅野町小学校 1 森田 陽向子

小学校 北陸・甲信越 石川 金沢市立扇台小学校 5 池ノ上　愛莉

小学校 北陸・甲信越 石川 金沢市立扇台小学校 5 小西　凛

小学校 北陸・甲信越 石川 金沢市立扇台小学校 6 西田　愛莉

小学校 北陸・甲信越 石川 小松市立稚松小学校 5 中川　心優

小学校 北陸・甲信越 石川 能登町立柳田小学校 4 武田　隆聖

小学校 北陸・甲信越 石川 能美市立湯野小学校 5 作田　梨桜

小学校 北陸・甲信越 福井 福井県立ろう学校 3 安井　七海

小学校 北陸・甲信越 福井 福井県立ろう学校 3 長谷川　來夢

小学校 北陸・甲信越 長野 飯田市立丸山小学校 4 中田　美礼

小学校 北陸・甲信越 長野 飯田市立丸山小学校 5 小畑　圭輔

小学校 北陸・甲信越 長野 松本市立源池小学校 1 淺田　楓

小学校 北陸・甲信越 長野 松本市立波田小学校 4 酒井　真優

小学校 北陸・甲信越 長野 松本市立並柳小学校 4 冨田　陽仁

小学校 東海 静岡 御前崎市立浜岡東小学校 6 大石　サラ

小学校 東海 静岡 御前崎市立浜岡東小学校 5 榑林　千紗

小学校 東海 静岡 御前崎市立第一小学校 6 大石　恵実佳

小学校 東海 静岡 菊川市立横地小学校 5 中山　愛唯

小学校 東海 静岡 袋井市立浅羽南小学校 4 丸尾　一介

小学校 東海 静岡 東伊豆町立稲取小学校 5 鈴木 瑠海

小学校 東海 静岡 吉田町立住吉小学校 5 村田　麗

小学校 東海 静岡 吉田町立住吉小学校 4 半田　朋美

小学校 東海 静岡 浜松中部学園 6 松浦 陽也

小学校 東海 愛知 名古屋市立名東小学校 3 早川　さらん

小学校 東海 岐阜 大垣市立西小学校 4 松本　樹奈

小学校 東海 岐阜 各務原市立緑苑小学校 6 大井　嘉人

小学校 東海 岐阜 岐阜市立三輪南小学校 5 日比野　行登

小学校 東海 岐阜 高山市立丹生川小学校 4 橋本　小ノ葉

小学校 東海 岐阜 高山市立丹生川小学校 4 平田　優月

小学校 東海 岐阜 高山市立丹生川小学校 5 丸山　葵

小学校 東海 岐阜 山県市立富岡小学校 6 木全　梨華

小学校 東海 三重 津市立安濃小学校 4 後久　紗良

小学校 東海 三重 津市立安濃小学校 4 野澤　愛翔

小学校 東海 三重 津市立安濃小学校 3 井上　大誠

小学校 東海 三重 津市立村主小学校 5 上村　美結



小学校 近畿 京都 亀岡市立千代川小学校 6 谷端　優里

小学校 近畿 京都 京都市立鞍馬小学校 6 松本　凛夏

小学校 近畿 京都 京都市立鞍馬小学校 6 岸本　ゆりな

小学校 近畿 京都 京都市立高倉小学校 4 森川　翔太

小学校 近畿 京都 京都市立高倉小学校 4 平野　光一

小学校 近畿 京都 京丹後市立網野南小学校 4 片西 央樹

小学校 近畿 京都 舞鶴市立志楽小学校 4 成田 愛夢

小学校 近畿 京都 舞鶴市立中筋小学校 5 山口 璃莉

小学校 近畿 京都 舞鶴市立中筋小学校 5 四方 るい波

小学校 近畿 京都 舞鶴市立中筋小学校 5 大西 柚万梨

小学校 近畿 京都 舞鶴市立中筋小学校 5 木南 優花

小学校 近畿 和歌山 新宮市立王子ヶ浜小学校 5 福本 愛

小学校 近畿 和歌山 新宮市立神倉小学校 1 平瀬 心彩

小学校 近畿 大阪 柏原市立堅下北小学校 5 吉原　遙花

小学校 近畿 大阪 大阪市立生魂小学校 1 菱川　紗恵子

小学校 近畿 大阪 大阪市立生魂小学校 4 小林　見愛

小学校 近畿 大阪 大阪市立田島小学校 1 尾垣　喜一郎

小学校 近畿 大阪 大阪市立田島小学校 1 古荘　文梧

小学校 近畿 大阪 大阪市立田島小学校 2 田中　花琳

小学校 近畿 大阪 大阪市立田島小学校 3 田島　夢奈

小学校 近畿 大阪 大阪市立田島小学校 4 髙橋　嬉多

小学校 近畿 大阪 大阪市立田島小学校 4 西口　純白

小学校 中国・四国 岡山 赤磐市立山陽東小学校 6 矢部 真友奈

小学校 中国・四国 岡山 倉敷市立味野小学校 6 金光　咲良

小学校 中国・四国 岡山 倉敷市立倉敷南小学校 6 井上　裕太

小学校 中国・四国 岡山 倉敷市立中島小学校 3 松尾 倫太郎

小学校 中国・四国 岡山 学校法人 朝日学園 朝日塾小学校 6 松尾 彩乃

小学校 中国・四国 広島 東広島市立高屋東小学校 6 西廣　祐加

小学校 中国・四国 広島 東広島市立高屋東小学校 3 福村　愛央

小学校 中国・四国 広島 福山市立樹徳小学校 5 松浦　巧登

小学校 中国・四国 広島 福山市立坪生小学校 4 大山　留実

小学校 中国・四国 鳥取 倉吉市立明倫小学校 5 石田　千歩

小学校 中国・四国 鳥取 倉吉市立明倫小学校 4 布廣　和真

小学校 中国・四国 鳥取 倉吉市立明倫小学校 4 長光　星空

小学校 中国・四国 鳥取 鳥取市立久松小学校 4 藤井 陽菜

小学校 中国・四国 鳥取 八頭町立船岡小学校 2 横野　夕莉

小学校 中国・四国 島根 松江市立出雲郷小学校 3 川上　結菜

小学校 中国・四国 島根 松江市立出雲郷小学校 4 大森　和

小学校 中国・四国 島根 松江市立内中原小学校 3 佐藤 巡

小学校 中国・四国 山口 平生町立佐賀小学校 3 伊本　莉音

小学校 中国・四国 山口 平生町立佐賀小学校 5 米谷　真楓

小学校 中国・四国 愛媛 東温市立南吉井小学校 4 上岡　時実

小学校 中国・四国 愛媛 松山市立たちばな小学校 3 峯松　麗

小学校 中国・四国 愛媛 松山市立道後小学校 5 加藤　茉依

小学校 中国・四国 愛媛 愛南町立城辺小学校 4 岡田　留奈

小学校 中国・四国 愛媛 愛南町立城辺小学校 4 山内　由奈

小学校 九州・沖縄 福岡 うきは市立江南小学校 5 豊田　夢

小学校 九州・沖縄 福岡 うきは市立江南小学校 5 中嶋　結季

小学校 九州・沖縄 福岡 春日市立天神山小学校 6 平川 智佳子

小学校 九州・沖縄 福岡 春日市立天神山小学校 6 渡部 太一

小学校 九州・沖縄 福岡 福岡市立老司小学校 6 弓削 愛里

小学校 九州・沖縄 福岡 宗像市立南郷小学校 2 中園 莉心

小学校 九州・沖縄 長崎 蓮の実児童クラブ 小3 石田　賢二郎

小学校 九州・沖縄 熊本 熊本市立田迎小学校 3 米村　陽花

小学校 九州・沖縄 熊本 熊本市立日吉小学校 6 今村　葵

小学校 九州・沖縄 熊本 熊本市立花園小学校 5 後藤　菜寿

小学校 九州・沖縄 熊本 熊本大学教育学部附属小学校 5 鍋　千代

小学校 九州・沖縄 大分 佐伯市立松浦小学校 5 金野　麗美

小学校 海外 海外 南通市第一附属小学校 2 金 子茗



幼稚園・保育園 北海道 北海道 根室カトリック幼稚園 年長 長谷川　希空

幼稚園・保育園 東北 岩手 つつみ幼稚園 年中 梅村　衣都

幼稚園・保育園 東北 福島 たんぽぽ保育園 つばめ組 菅野　結心

幼稚園・保育園 関東 栃木 白鷗大学はくおう幼稚園 年長 坪井　悠真

幼稚園・保育園 関東 東京 アスク勝どき保育園 2歳児クラス 坂西　一千花

幼稚園・保育園 関東 東京 暁幼稚園 年長 赤穂 芽依

幼稚園・保育園 関東 東京 源氏前保育園 年中 渡邉　楓奈

幼稚園・保育園 関東 東京 高安寺保育園 年中 川崎　裕貴

幼稚園・保育園 関東 東京 東京自由保育園 年長 坂口　護

幼稚園・保育園 北陸・甲信越 長野 松本市桐保育園 年長 清水　彩羽

幼稚園・保育園 北陸・甲信越 長野 慈光幼稚園 年長 代田　悠人

幼稚園・保育園 東海 愛知 昭和幼稚園 年長 安部　智陽

幼稚園・保育園 東海 岐阜 はなぞの北幼稚園 年中 船戸　陽菜実

幼稚園・保育園 東海 三重 高田幼稚園 年中 宇都宮　千紗子

幼稚園・保育園 東海 三重 津市立安濃幼稚園 年長 野沢　結愛

幼稚園・保育園 中国・四国 広島 アザレアキッズステーション 年長 大野　壱華

幼稚園・保育園 中国・四国 広島 アザレアキッズステーション 年長 金築　明香里

幼稚園・保育園 中国・四国 広島 アザレアキッズステーション 年長 宮崎　航太

幼稚園・保育園 中国・四国 広島 アザレアキッズステーション 年長 古久保　結叶

幼稚園・保育園 中国・四国 広島 東広島市立郷田保育所 年長 西原　澄玲

幼稚園・保育園 中国・四国 広島 東広島市立郷田保育所 年長 梶谷　采愛

幼稚園・保育園 中国・四国 広島 東広島市立郷田保育所 年長 川原　楓

幼稚園・保育園 中国・四国 広島 東広島市立郷田保育所 年長 柄　愛舞

幼稚園・保育園 中国・四国 広島 村田学園ひまわり認定こども園 年長 八木　淳樹

幼稚園・保育園 中国・四国 広島 村田学園ひまわり認定こども園 年長 鳩貝　瑞穂

幼稚園・保育園 中国・四国 鳥取 松保保育園 中尾　駿斗

幼稚園・保育園 中国・四国 鳥取 八頭町立船岡保育所 岡田　花純

幼稚園・保育園 中国・四国 鳥取 わかば保育園 齋藤　千秋

幼稚園・保育園 中国・四国 島根 みゆき保育園 年長 原　駿介

幼稚園・保育園 中国・四国 島根 みゆき保育園 年長 佐伯　龍之介

幼稚園・保育園 九州・沖縄 福岡 美しが丘幼稚園 年長 原口 すず

幼稚園・保育園 九州・沖縄 福岡 あゆみ保育園 年長 井手　優磨

幼稚園・保育園 九州・沖縄 福岡 あゆみ保育園 年長 田形　茉緒美

幼稚園・保育園 九州・沖縄 福岡 みつとも保育園 年長 永松　光貴

幼稚園・保育園 九州・沖縄 福岡 みつとも保育園 年長 門池　光照

幼稚園・保育園 九州・沖縄 福岡 みつとも保育園 年長 谷山　愛絆

幼稚園・保育園 九州・沖縄 福岡 みつとも保育園 年長 松尾　恵司

幼稚園・保育園 九州・沖縄 福岡 みつとも保育園 年長 森　颯梧

幼稚園・保育園 九州・沖縄 福岡 みつとも保育園 年長 高山　千鶴

幼稚園・保育園 九州・沖縄 長崎 洗心保育園 年長 菅　真那斗

幼稚園・保育園 九州・沖縄 長崎 洗心保育園 年長 濱田　心絆

幼稚園・保育園 九州・沖縄 長崎 ながた保育園 5歳児 吉田　幸太朗

幼稚園・保育園 九州・沖縄 長崎 ながた保育園 5歳児 本多　はな

幼稚園・保育園 九州・沖縄 長崎 玉峰保育園 年長 ふじわら　すいれい

幼稚園・保育園 九州・沖縄 長崎 ひかり保育園 年長 川上　禮

幼稚園・保育園


