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学年 都道府県 学校名 氏名 学年 都道府県 学校名 氏名

一年 埼玉県 朝霞市立朝霞第六小学校 齋藤 陽真 四年 青森県 十和田市立北園小学校 木村 友音

千葉県 千葉市立生浜東小学校 石田 蒼結 宮城県 仙台市立岩切小学校 小熊 朝陽

東京都 東京創価小学校 松原 正輝 群馬県 太田市立尾島小学校 関根 瑠璃果

岐阜県 各務原市立川島小学校 増田 美緒 愛知県 岡崎市立井田小学校 大里 希衣

愛知県 岡崎市立岡崎小学校 甲斐 万里 愛知県 岡崎市立梅園小学校 伊與田 桜

愛知県 岡崎市立上地小学校 鶴見 友唯 愛知県 岡崎市立岡崎小学校 宮下 芽生

愛知県 岡崎市立大門小学校 柴田 優 愛知県 岡崎市立上地小学校 龍瀧 玲菜

愛知県 岡崎市立羽根小学校 都築 直生 愛知県 岡崎市立竜美丘小学校 小林 蓮太朗

愛知県 岡崎市立広幡小学校 水江 ひより 愛知県 岡崎市立六名小学校 田中 陽彩

愛知県 岡崎市立三島小学校 荒河 愛未 愛知県 岡崎市立六ツ美南部小学校 杉田 姫花空

愛知県 岡崎市立六名小学校 伊藤 圭祐 愛知県 岡崎市立本宿小学校 森山 絆夏

愛知県 岡崎市立六名小学校 進藤 勇斗 愛知県 岡崎市立矢作南小学校 後藤 新智

愛知県 岡崎市立六名小学校 渡辺 光葵 愛知県 蒲郡市立中央小学校 飯尾 紅巴

愛知県 岡崎市立六ツ美南部小学校 斉藤 蒼弥 愛知県 蒲郡市立中央小学校 笠原 悠希

愛知県 岡崎市立矢作南小学校 太田 将晴 愛知県 蒲郡市立中央小学校 周東 羽希

愛知県 岡崎市立矢作南小学校 三上 凜々 愛知県 蒲郡市立中央小学校 鈴木 詩葉

愛知県 蒲郡市立蒲郡東部小学校 髙橋 咲智 愛知県 刈谷市立小垣江小学校 森 琴菜

鹿児島県 指宿市立柳田小学校 小村 莉子 広島県 広島市立瀬野小学校 田中 夢芽

鹿児島県 指宿市立柳田小学校 田上 悠翔 愛媛県 八幡浜市立神山小学校 平田 万武

鹿児島県 指宿市立柳田小学校 山野 晴翔 長崎県 長崎大学教育学部附属小学校 平野 未惟奈

二年 群馬県 安中市立磯部小学校 櫻井 日向 五年 群馬県 安中市立安中小学校 伊藤 承子

東京都 東京創価小学校 木村 和美 東京都 東京創価小学校 浅野 七葉

東京都 東京創価小学校 那須川 雅美 福井県 福井大学教育学部附属義務教育学校 岩本 哲

富山県 高岡市立博労小学校 酒井 守梨 愛知県 岡崎市立梅園小学校 岡田 彩

愛知県 岡崎市立梅園小学校 磯谷 莉緒 愛知県 岡崎市立岡崎小学校 梶川 庵

愛知県 岡崎市立梅園小学校 小林 暉知 愛知県 岡崎市立上地小学校 青木 奏良汰

愛知県 岡崎市立岡崎小学校 館 歩夢 愛知県 岡崎市立竜美丘小学校 飯田 真優

愛知県 岡崎市立根石小学校 榎本 悠人 愛知県 岡崎市立常盤東小学校 長谷川 舞依

愛知県 岡崎市立根石小学校 小森 文湖 愛知県 岡崎市立豊富小学校 松田 一希

愛知県 岡崎市立根石小学校 菅沼 亜樹菜 愛知県 岡崎市立藤川小学校 松下 桃華

愛知県 岡崎市立六ツ美南部小学校 山口 楓雅 愛知県 岡崎市立細川小学校 魚住 和真

愛知県 岡崎市立矢作北小学校 垣見 咲良 愛知県 岡崎市立六名小学校 北條 優芽

愛知県 岡崎市立矢作北小学校 村山 絢香 愛知県 岡崎市立矢作北小学校 鈴木 大遥

愛知県 岡崎市立六ツ美北部小学校 加藤 蒼空 愛知県 岡崎市立矢作北小学校 林 悠真

愛知県 蒲郡市立形原小学校 市川 翔士 愛知県 蒲郡市立形原北小学校 山口 夏芽

愛知県 蒲郡市立西浦小学校 尾﨑 環那 愛知県 蒲郡市立竹島小学校 大場 絆愛

広島県 東広島市立高屋西小学校 釜 達樹 愛知県 蒲郡市立竹島小学校 山田 沙奈

徳島県 鳴門市林崎小学校 吉本 頼功 愛知県 蒲郡市立三谷小学校 加藤 愛弓

鹿児島県 知名町立田皆小学校 市來 陽波 愛知県 蒲郡市立三谷小学校 伴 悠至

鹿児島県 南さつま市立坊津学園 長嶋 愛琉 愛知県 刈谷市立富士松南小学校 水野 優一

三年 茨城県 笠間市立北川根小学校 永井 ひなた 六年 栃木県 宇都宮市立城東小学校 檜垣 優心

群馬県 安中市立磯部小学校 髙橋 杏寿 群馬県 太田市立世良田小学校 周藤 謙心

富山県 魚津市立道下小学校 増永 悠人 東京都 東京創価小学校 三浦 香織

愛知県 岡崎市立井田小学校 神谷 憲亮 愛知県 岡崎市立梅園小学校 竹田 爽花

愛知県 岡崎市立竜美丘小学校 小野内 瑛士 愛知県 岡崎市立梅園小学校 藤田 理瑚

愛知県 岡崎市立竜美丘小学校 山田 晴楽 愛知県 岡崎市立男川小学校 内田 賢佑

愛知県 岡崎市立羽根小学校 阪野 紗名 愛知県 岡崎市立上地小学校 杉山 あもう

愛知県 岡崎市立細川小学校 森田 唯愛 愛知県 岡崎市立大門小学校 小森 愛心

愛知県 岡崎市立美合小学校 佐藤 歳紀 愛知県 岡崎市立竜美丘小学校 間嶋 哲平

愛知県 岡崎市立三島小学校 丸山 明莉 愛知県 岡崎市立藤川小学校 入口 美桜

愛知県 岡崎私立矢作南小学校 太田 駿 愛知県 岡崎市立三島小学校 原田 宗俊

愛知県 蒲郡市立形原北小学校 中瀬 壮真 愛知県 岡崎市立六ツ美西部小学校 其原 素直

愛知県 蒲郡市立蒲郡北部小学校 藤井 綸子 愛知県 岡崎市立本宿小学校 丸山 恵生

愛知県 蒲郡市立三谷東小学校 平野 綺星 愛知県 岡崎市立矢作西小学校 柴田 絢菜

愛知県 刈谷市立小垣江小学校 加藤 亜子 愛知県 岡崎市立矢作東小学校 福嶋 沙來

愛知県 刈谷市立小垣江小学校 衣笠 諒太郎 愛知県 蒲郡市立塩津小学校 阿部 幸成

愛知県 刈谷市立小垣江小学校 山下 塔子 愛知県 蒲郡市立西浦小学校 中野 栞菜

広島県 東広島市立高屋西小学校 長野 由稟 愛知県 刈谷市立富士松南小学校 徳永 瑛仁

鹿児島県 神村学園初等部 小田 喜大 愛知県 碧南市立新川小学校 山下 莉古

山口県 下松市立下松小学校 亀岡 咲友


