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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 福島県 会津若松市立行仁小学校 鈴木 愛奈 四年 福島県 会津若松市立一箕小学校 鈴木 胡桃

栃木県 宇都宮市立泉が丘小学校 大道 舷太郎 福島県 会津若松市立一箕小学校 長谷川 陽和

栃木県 宇都宮市立御幸小学校 大根田 真夕 福島県 会津若松市立行仁小学校 齊藤 雄太

埼玉県 川口市立青木中央小学校 藤原 梛紗 福島県 三島町立三島小学校 二瓶 悠香

千葉県 四街道市立栗山小学校 野田 寛人 茨城県 桜川市立羽黒小学校 細谷 咲

東京都 東京創価小学校 平山 久美子 埼玉県 さいたま市立辻小学校 新野 智香

神奈川県 相模原市立夢の丘小学校 小野 颯馬 富山県 高岡市立博労小学校 山本 幸汰

滋賀県 大津市立青山小学校 佐藤 紗妃 静岡県 静岡市立梅ヶ島小中学校 原田 明日香

滋賀県 大津市立中央小学校 城之内 一平 滋賀県 草津市立笠縫東小学校 湯浅 悠可

滋賀県 大津市立中央小学校 田中 篤人 滋賀県 湖南市立岩根小学校 井手 双葉

滋賀県 草津市立草津第二小学校 髙橋 芳 大阪府 大阪市立晴明丘小学校 宮本 惺奈

滋賀県 甲賀市立信楽小学校 奥田 湊安 広島県 東広島市立三永小学校 石坂 杏

滋賀県 甲賀市立土山小学校 福井 琳太郎 徳島県 徳島文理小学校 重藤 結音

滋賀県 湖南市立石部南小学校 千代 拓実 愛媛県 西予市立皆田小学校 三好 香侍

山口県 下松市立花岡小学校 藤原 京平 長崎県 壱岐市立勝本小学校 大久保 健気

福岡県 北九州市立清水小学校 田中 数馬 長崎県 壱岐市立勝本小学校 西村 春香

長崎県 長崎大学教育学部附属小学校 重久 暖龍 長崎県 長崎大学教育学部附属小学校 平野 未惟奈

鹿児島県 出水市立西出水小学校 久保 朔太郎 長崎県 長崎南山小学校 菅家 凛乃

鹿児島県 霧島市立国分小学校 濵田 梨吏成 鹿児島県 霧島市立国分小学校 奥 心花

鹿児島県 霧島市立国分小学校 柳橋 翔希 鹿児島県 南種子町立大川小学校 西園 心音

二年 青森県 八戸市立明治小学校 畑中 優雅 五年 青森県 三沢市立岡三沢小学校 スケールス リエル

青森県 三沢市立三川目小学校 千葉 逢結 宮城県 石巻市立向陽小学校 澤海 遙人

栃木県 上三川町立上三川小学校 稲見 悠楓 栃木県 宇都宮市立西原小学校 秋山 歩花

埼玉県 川口市立青木中央小学校 松山 陽斗 埼玉県 川口市立青木中央小学校 矢ヶ崎 結花

埼玉県 鶴ヶ島市立杉下小学校 大久保 杏美 長野県 下諏訪町立下諏訪南小学校 倉田 優杏

東京都 東京創価小学校 堀越 英晃 愛知県 岡崎市立豊富小学校 櫻井 夏芽

東京都 三鷹市立高山小学校 田草川 蓮 愛知県 蒲郡市立三谷東小学校 水原 崇太

新潟県 長岡市立四郎丸小学校 小林 義和 愛知県 蒲郡市立中央小学校 岡本 紗季

岐阜県 揖斐川町立大和小学校 瀬 湊眞 愛知県 刈谷市立富士松南小学校 安藤 千桜

愛知県 蒲郡市立形原小学校 鈴木 比那太 滋賀県 草津市立老上西小学校 上松 輝愛姫

滋賀県 守山市立河西小学校 猪田 悠聖 滋賀県 草津市立老上西小学校 冨永 七海

大阪府 大阪市立晴明丘小学校 藪﨑 聡駿 大阪府 大阪市立西九条小学校 山本 志保子

広島県 福山暁の星小学校 森田 早紀 大阪府 堺市立五箇荘小学校 山口 藍月

山口県 周南市立富田東小学校 葉山 力心 和歌山県 和歌山市立雑賀小学校 中井 芭奈

山口県 周南市立福川小学校 吉賀 雅 山口県 周南市立富田西小学校 田邊 優衣

徳島県 鳴門市第一小学校 福山 心晴 徳島県 東みよし町立三庄小学校 近藤 成悟

愛媛県 伊方町立三崎小学校 石本 陽翔 愛媛県 大洲市立平野小学校 木村 元信

長崎県 壱岐市立盈科小学校 腰 璃空 愛媛県 大洲市立平野小学校 宮本 新太

長崎県 長崎南山小学校 梅村 優之介 愛媛県 西予市立石城小学校 上甲 翼

鹿児島県 さつま町立盈進小学校 立田 とうな 長崎県 諫早市立諫早小学校 谷村 百恵

三年 青森県 東北町立甲地小学校 長久保 煌稀 六年 青森県 三沢市立三川目小学校 三村 真白

青森県 八戸市立白鷗小学校 牧野 桜英 栃木県 宇都宮市立峰小学校 前川 壮志

栃木県 下野市立衹園小学校 髙原 華怜 埼玉県 川口市立青木中央小学校 本間 梓光

群馬県 安中市立磯部小学校 中野 美咲 長野県 生坂村立生坂小学校 櫻田 ひかり

埼玉県 熊谷市立石原小学校 須永 利曖奈 長野県 上田市立長小学校 大久保 颯太

千葉県 栄町立竜角寺台小学校 平川 來輝 長野県 須坂市立須坂小学校 井上 愛子

富山県 立山町立立山中央小学校 藤本 成蘭 長野県 須坂市立須坂小学校 阪田 政宗

福井県 越前市国高小学校 土田 陸斗 愛知県 岡崎市立梅園小学校 加納 愛子

福井県 福井大学教育学部附属義務教育学校 広部 蒔杏 愛知県 蒲郡市立蒲郡北部小学校 大田 紗綺

愛知県 岡崎市立六名小学校 利田 真弥 大阪府 大阪市立鯰江小学校 福島 早夏

愛知県 蒲郡市立中央小学校 鈴木 瀧瑛 岡山県 美咲町立美咲中央小学校 村合 颯真

大阪府 堺市立熊野小学校 田浦 優凪 広島県 東広島市立高屋西小学校 山地 錦治郎

兵庫県 神戸市立本山第二小学校 矢谷 剛輝 山口県 周南市立富田東小学校 山下 姫奈

広島県 東広島市立三永小学校 小林 未苑 愛媛県 伊方町立九町小学校 中村 太一

山口県 下松市立下松小学校 紙野 由那 愛媛県 大洲市立平野小学校 白石 望夢

山口県 下松市立花岡小学校 野坂 莉央 愛媛県 西予市立皆田小学校 清水 潤平

徳島県 東みよし町立昼間小学校 川原 優斗 長崎県 長崎市立高城台小学校 若杉 絢香

愛媛県 西予市立明浜小学校 渡邊 樹奈 長崎県 長崎大学教育学部附属小学校 大坪 祐翔

福岡県 大野城市立大野南小学校 藤吉 巧 長崎県 長崎南山小学校 塚本 竜成

宮崎県 宮崎市立池内小学校 今村 陽花 長崎県 長崎南山小学校 峯 有希


