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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 青森県 青森市立北小学校 花田 來夢 四年 青森県 青森市立油川小学校 田中 悠翔

青森県 十和田市立沢田小学校 奥山 泰晟 青森県 東北町立上北小学校 阿部 竜士

福島県 会津若松市立一箕小学校 田﨑 大晴 青森県 十和田市立三本木小学校 苫米地 琉夷

栃木県 宇都宮市立泉が丘小学校 赤松 由希 福島県 会津若松市立日新小学校 伊藤 南葉

栃木県 宇都宮市立横川東小学校 羽石 友咲 茨城県 水戸市立赤塚小学校 中庭 音彩

埼玉県 さいたま市立 小学校 ニジャト ルフィナ 茨城県 水戸市立双葉台小学校 髙尾 恵海

埼玉県 川口市立青木中央小学校 山元 潤 栃木県 宇都宮市立平石北小学校 越川 菜月

富山県 朝日町立さみさと小学校 池田 陽彩 栃木県 宇都宮市立西原小学校 坂本 陽琉

富山県 立山町立立山中央小学校 山下 莉唯菜 埼玉県 川口市立戸塚綾瀬小学校 坂本 唯

岐阜県 関市立富岡小学校 田中 未帆乃 埼玉県 川口市立原町小学校 久本 千尋

岐阜県 池田町立温知小学校 松本 凛花 埼玉県 さいたま市立 小学校 緑川 大翔 

滋賀県 草津市立笠縫東小学校 乙須 葉生 東京都 東京創価小学校 角田 伸博

大阪府 大阪市立平野小学校 川西 麗來 福井県 福井大学教育学部附属義務教育学校 竹内 一之優

兵庫県 神戸市立本山第二小学校 藤本 海咲 滋賀県 大津市立青山小学校 井上 伊朔

山口県 下松市立下松小学校 大野 柚葉 大阪府 大阪市立平野小学校 大津 悠暖

山口県 下松市立中村小学校 新谷 涼華 奈良県 香芝市立鎌田小学校 上田 瑛大

福岡県 北九州市立朽網小学校 おかまつ あきひさ  山口県 周南市立櫛浜小学校 松田 彩瑛

鹿児島県 霧島市立国分小学校 川添 楓叶 徳島県 東みよし町立三庄小学校 岡 來乃愛

鹿児島県 霧島市立国分小学校 山口 大心 徳島県 東みよし町立昼間小学校 大西 奏美

鹿児島県 霧島市立陵南小学校 福留 昇真 宮崎県 宮崎市立穆佐小学校 畑中 海龍

二年 青森県 六ヶ所村立尾駮小学校 中林 あい 五年 青森県 八戸市立城下小学校 葛西 郁佳

青森県 三沢市立上久保小学校 井上 咲和 福島県 会津若松市立行仁小学校 高橋 昊主

群馬県 太田市立尾島小学校 八下田 徠亜 茨城県 リリーベール小学校 土屋 利奈

千葉県 四街道市立栗山小学校 味窪 朱音 栃木県 宇都宮市立横川東小学校 小林 あんず

東京都 東京創価小学校 山岡 由美子 群馬県 太田市立尾島小学校 大倉 維斗

滋賀県 豊郷町立日栄小学校 外川 秋月 埼玉県 熊谷市立石原小学校 並木 柚樹

滋賀県 大津市立青山小学校 新阜 愛梨 千葉県 栄町立安食台小学校 宮本 美彩稀

滋賀県 大津市立青山小学校 平田 紗桜里 神奈川県 相模原市立双葉小学校 内田 ののは

滋賀県 湖南市立菩提寺北小学校 山﨑 奏愛 滋賀県 大津市立南郷小学校 村田 果凜

大阪府 堺市立五箇荘小学校 大戸 空翔 滋賀県 甲賀市立貴生川小学校 野間 陽菜乃

広島県 尾道市立向東小学校 山本 歩弥 滋賀県 彦根市立若葉小学校 吉田 日茉莉

愛媛県 八幡浜市立宮内小学校 古屋野 月海 大阪府 大阪市立晴明丘小学校 成谷 優一

愛媛県 八幡浜市立宮内小学校 武内 美咲希 兵庫県 神戸市立本山第二小学校 竹田 理人

長崎県 壱岐市立盈科小学校 畑田 悠晴 広島県 尾道市立向東小学校 大本 悠葵

長崎県 島原市立第三小学校 佐仲 優菜 山口県 下松市立久保小学校 寺島 聖琉

長崎県 島原市立第三小学校 柴崎 妃子 山口県 周南市立富田東小学校 井村 朱里

長崎県 長崎大学教育学部附属小学校 坂元 葵 愛媛県 伊方町立九町小学校 井上 心晴

大分県 大分市立田尻小学校 福井 美織 鹿児島県 鹿児島市立福平小学校 田中 心結

鹿児島県 鹿児島市立西紫原小学校 竹之内 鈴 鹿児島県 霧島市立国分小学校 青木 桃花 

鹿児島県 枕崎市立枕崎小学校 相場 日櫻 鹿児島県 霧島市立国分小学校 安藤 暖乃

三年 宮城県 大和町立吉岡小学校 猪狩 颯太 六年 群馬県 前橋市立元総社北小学校 デイ セイラ

福島県 会津若松市立一箕小学校 吉開 義己 東京都 東京創価小学校 佐藤 直樹

福島県 会津坂下町立坂下南小学校 滝口 仁 神奈川県 相模原市立田名小学校 髙良 輝

栃木県 上三川町立北小学校 唐橋 奏羽 新潟県 魚沼市立堀之内小学校 吉田 悠依

群馬県 太田市立尾島小学校 渡辺 ひより 愛知県 刈谷市立小垣江小学校 石川 萌衣

群馬県 太田市立沢野中央小学校 清水 菜々子 愛知県 蒲郡市立蒲郡北部小学校 石田 和之

群馬県 前橋市立元総社北小学校 関端 奏真 愛知県 蒲郡市立蒲郡北部小学校 橋本 季歩

埼玉県 川口市立原町小学校 解 永麟 滋賀県 彦根市立若葉小学校 福原 快悠

東京都 東京創価小学校 宮崎 莉紗 滋賀県 守山市立河西小学校 光武 美乃里

福井県 坂井市立長畝小学校 下田 重仁 奈良県 宇陀市立榛原小学校 岡本 湊希

長野県 飯綱町立三水小学校 伊藤 琉偉 奈良県 宇陀市立榛原小学校 山口 藍

長野県 飯綱町立三水小学校 長﨑 友佑 広島県 尾道市立向東小学校 小田原 草士

大阪府 大阪市立長居小学校 小泉 絢平 広島県 福山暁の星小学校 後藤 雄仁

広島県 福山市立幕山小学校 菅 充輝 広島県 福山暁の星小学校 𠮷田 葉

山口県 下松市立下松小学校 磯村 梨実佳 山口県 周南市立富田西小学校 田邊 優衣

山口県 下松市立中村小学校 後藤 真汰 山口県 周南市立富田西小学校 福本 彩乃

山口県 周南市立徳山小学校 笹栗 夕楓 山口県 周南市立勝間小学校 山根 恋叶

福岡県 大野城市立大野東小学校 渡邊 幹大 長崎県 島原市立第三小学校 瀬 快理

鹿児島県 霧島市立国分小学校 森田 隆太郎 長崎県 長崎大学教育学部附属小学校 濵﨑 いほり

鹿児島県 霧島市立陵南小学校 岩下 楓佳 大分県 佐伯市立上野小学校 山中 優香


