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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 愛知県 岡崎市立梅園小学校 大田 ゆい 四年 宮城県 南三陸町立入谷小学校 菅原 結菜

愛知県 岡崎市立岡崎小学校 中井 咲月 群馬県 安中市立磯部小学校 髙橋 杏寿

愛知県 岡崎市立竜美丘小学校 菅原 心遥 群馬県 太田市立尾島小学校 大森 華音

愛知県 岡崎市立羽根小学校 道珎 天翔 福井県 福井大学教育学部附属義務教育学校 野坂 莉里

愛知県 岡崎市立細川小学校 倉地 美玲維 愛知県 岡崎市立井田小学校 永松 恭一

愛知県 岡崎市立六名小学校 小金丸 千紗 愛知県 岡崎市立上地小学校 越山 蒼桜

愛知県 岡崎市立六ツ美西部小学校 笹尾 建太 愛知県 岡崎市立上地小学校 佐藤 叶

愛知県 岡崎市立六ツ美南部小学校 加藤 蒼大 愛知県 岡崎市立形埜小学校 鈴木 遼

愛知県 岡崎市立六ツ美南部小学校 早川 智喜 愛知県 岡崎市立竜美丘小学校 城本 恭佳

愛知県 岡崎市立六ツ美南部小学校 溝口 玲 愛知県 岡崎市立根石小学校 口 龍之介

愛知県 岡崎市立本宿小学校 安藤 寧音 愛知県 岡崎市立細川小学校 川上 叶

愛知県 岡崎市立本宿小学校 伊藤 紡希 愛知県 岡崎市立六ツ美西部小学校 三浦 凌央

愛知県 岡崎市立本宿小学校 髙部 優心 愛知県 岡崎市立六ツ美南部小学校 渡邉 心虹

愛知県 岡崎市立本宿小学校 田原 彩陽 愛知県 蒲郡市立蒲郡南部小学校 小田 やよい

愛知県 蒲郡市立蒲郡南部小学校 伊規須 梛結 愛知県 蒲郡市立蒲郡南部小学校 森 阿扇

山口県 山口大学教育学部附属山口小学校 下田 杏南 愛知県 碧南市立新川小学校 荒木 唯

鹿児島県 指宿市立柳田小学校 川路 麻菜 愛知県 碧南市立新川小学校 大村 允天

鹿児島県 指宿市立柳田小学校 迫田 彩薫 愛知県 碧南市立新川小学校 小笠原 杏

鹿児島県 指宿市立柳田小学校 谷村 紗良 和歌山県 和歌山市立有功東小学校 八木 遥輝

鹿児島県 大崎町立大崎小学校 岩切 結音 広島県 東広島市立高屋西小学校 阿戸 晨仁

二年 栃木県 上三川町立北小学校 大塚 順平 五年 宮城県 気仙沼市立津谷小学校 菅原 奈穂子

東京都 東京創価小学校 中村 光恵 栃木県 上三川町立上三川小学校 大塚 蒼真

東京都 東京創価小学校 松原 正輝 栃木県 上三川町立上三川小学校 髙森 唯花

富山県 富山市立蜷川小学校 藤岡 玲菜 富山県 入善町立飯野小学校 笹島 浩聖

愛知県 岡崎市立上地小学校 山之内 花 福井県 福井大学教育学部附属義務教育学校 奥永 翔太朗

愛知県 岡崎市立梅園小学校 小澤 奈永叶 岐阜県 池田町立温知小学校 𠮷岡 那奈

愛知県 岡崎市立梅園小学校 深谷 美紅 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 加藤 楓 愛知県 岡崎市立梅園小学校 近藤 結羽

愛知県 岡崎市立六名小学校 鹿熊 理功 愛知県 岡崎市立根石小学校 松本 凪

愛知県 岡崎市立六名小学校 北條 綾音 愛知県 岡崎市立羽根小学校 長尾 皇志

愛知県 岡崎市立六ツ美南部小学校 加藤 永愛 愛知県 岡崎市立六名小学校 髙田 穣

愛知県 岡崎市立六ツ美南部小学校 西中 悠璃彩 愛知県 岡崎市立本宿小学校 丸山 喜生

愛知県 岡崎市立矢作北小学校 鳥居 茉央 愛知県 蒲郡市立形原小学校 小澤 紗矢香

愛知県 岡崎市立矢作南小学校 𠩤田 颯真 愛知県 蒲郡市立蒲郡北部小学校 赤松 瑛太

愛知県 蒲郡市立形原北小学校 市川 燎 愛知県 刈谷市立小垣江小学校 大山 美優

愛知県 蒲郡市立中央小学校 花井 憩 愛知県 刈谷市立かりがね小学校 興梠 葵

愛知県 蒲郡市立三谷東小学校 鈴木 梓杏 愛知県 豊田市立古瀬間小学校 下舘 礼生

愛知県 刈谷市立かりがね小学校 梶原 直仁 長崎県 島原市立第三小学校 谷口 佳穂

山口県 下松市立花岡小学校 竹重 壮真 鹿児島県 神村学園初等部 竹元 蓮

鹿児島県 伊仙町立馬根小学校 橋口 弘武 鹿児島県 曽於市立岩川小学校 若林 颯汰

三年 宮城県 気仙沼市立九条小学校 内海 愛子 六年 群馬県 安中市立安中小学校 伊藤 承子

茨城県 笠間市立北川根小学校 飯村 知里 群馬県 安中市立安中小学校 井上 和歌

栃木県 上三川町立上三川小学校 町田 晴飛 群馬県 安中市立原市小学校 片山 奏絵

栃木県 上三川町立上三川小学校 千野 孝太郎 千葉県 千葉市立生浜東小学校 石田 蒼将

福井県 福井大学教育学部附属義務教育学校 打本 恭也 東京都 東京創価小学校 成田 李織

愛知県 岡崎市立上地小学校 牛島 妃鞠 東京都 東京創価小学校 美越 凛子

愛知県 岡崎市立岡崎小学校 田 大稀 愛知県 岡崎市立梅園小学校 鈴木 咲結

愛知県 岡崎市立大樹寺小学校 澤村 朱李 愛知県 岡崎市立生平小学校 ソムアーット 咲太朗

愛知県 岡崎市立竜美丘小学校 森 ましろ 愛知県 岡崎市立上地小学校 笹山 修弥

愛知県 岡崎市立羽根小学校 北澤 心桜 愛知県 岡崎市立竜美丘小学校 尾上 実里

愛知県 岡崎市立細川小学校 倉地 吾澄真 愛知県 岡崎市立竜美丘小学校 藤野 心琴

愛知県 岡崎市立六ツ美西部小学校 石川 晴陽 愛知県 岡崎市立細川小学校 高橋 侑希

愛知県 蒲郡市立形原小学校 鈴木 芭奈 愛知県 岡崎市立細川小学校 松永 和姫

愛知県 蒲郡市立蒲郡南部小学校 伊規須 咲良 愛知県 岡崎市立美合小学校 中根 希翠

愛知県 蒲郡市立蒲郡南部小学校 川上 天馬 愛知県 岡崎市立美合小学校 山本 美琴

愛知県 蒲郡市立塩津小学校 小林 雄真 愛知県 岡崎市立六名小学校 淺井 空渚

愛知県 蒲郡市立竹島小学校 小笠原 広大 愛知県 岡崎市立六名小学校 細見 咲音

大分県 由布市立由布川小学校 田中 結愛 愛知県 岡崎市立六ツ美西部小学校 白藤 江梨

鹿児島県 指宿市立柳田小学校 福元 綾萌 愛知県 刈谷市立富士松南小学校 杉山 六花

カナダオンタリオ州 オタワ補習校 原 晃太 福岡県 北九州市立中尾小学校 白砂 麗奈


