
入選者 

 
（※下記は個人情報の取扱いにご承諾いただいた方のみ掲載） 

【小学生の部】 

応募経由 学年  氏名  

北海道 

伊達市立大滝徳舜瞥学校 5年 奈良 青衣 さん 

（個人応募） 5年 阿部 七音 さん 

（個人応募） 6年 鈴木 心彩 さん 

青 森 

弘前市立岩木小学校 6年 村元 御月 さん 

岩 手 

盛岡市立桜城小学校 1年 山田 永菜 さん 

秋 田 

由利本荘市立新山小学校 5年 渡部 開智 さん 

福 島 

いわき市立四倉小学校 1年 會田 瑛麻 さん 

須賀川市立西袋第一小学校 4年 大武 夢菜 さん 

いわき市立平第四小学校 4年 阿保 成海 さん 

磐梯町立磐梯第一小学校 5年 古川 碧  さん 

いわき市立平第五小学校 5年 新家 愛生 さん 

群 馬 

渋川市立三原田小学校 5年 大畠 由菜 さん 

館林市立第二小学校 5年 須藤 瑞生 さん 

東 京 

（個人応募） 3年 鈴木 希空 さん 

神奈川 

横浜市立上郷小学校 6年 神戸 渚冴 さん 

川﨑市立宮前平小学校 4年 宮本 莉子 さん 



（個人応募） 6年 玉川 由惟 さん 

（個人応募） 6年 川路 美結 さん 

山 梨 

笛吹市立一宮南小学校 6年 新藤 麗華 さん 

岐 阜   

（個人応募） 3年 溝脇 想介 さん 

大 阪 

堺市立西百舌鳥小学校 6年 珠久 玲於奈 さん 

兵 庫 

西宮市立北夙川小学校 6年 木戸脇 美頼 さん 

西宮市立北夙川小学校 6年 森澤 結衣 さん 

西宮市立北夙川小学校 6年 門馬 未來 さん 

姫路市立砥堀小学校 6年 小松 凛 さん 

奈 良   

香芝市立二上小学校 3年 南 喜美香 さん 

岡 山 

岡山市立旭竜小学校 6年 大月 悠路 さん 

岡山市立旭竜小学校 6年 髙畑 こころ さん 

岡山市立旭操小学校 5年 難波 寿仁 さん 

岡山市立旭操小学校 5年 伊藤 栄羚 さん  

岡山市立旭操小学校 6年 小林 灯里 さん 

広 島 

福山市立手城小学校 5年 木村 紗音 さん 

福山市立手城小学校 5年 石川 こはる さん 

福山市立手城小学校 5年 宮地 虹幸 さん 

（個人応募） 6年 信實 芙由子 さん 

（個人応募） 3年 三村 海仁 さん 

徳 島 

藍住町立藍住南小学校 4年 岸上 菜々 さん 



福 岡 

小竹町立小竹南小学校 5年 古賀 雄輝 さん 

熊 本 

熊本市立富合小学校 5年 平松 健人 さん 

大 分 

中津市立城井小学校 6年 上西 璃空 さん 

宮 崎 

国富町立木脇小学校 5年 本田 晶寛 さん 

国富町立木脇小学校 6年 杉田 煌斗 さん 

鹿児島 

鹿児島市立中郡小学校 6年 中島 渉 さん 

鹿児島市立西紫原小学校 6年 安田 湧 さん 

枕崎市立別府小学校 1年 松野下 彩花 さん 

薩摩川内市立隈之城小学校 6年 久保田 ゆい さん 

沖 縄 

石垣市立石垣小学校 4年 石垣 璃々愛 さん 

 

他 ５ 名 

 

                                  計 52 名 



入選者 

 
（※下記は個人情報の取扱いにご承諾いただいた方のみ掲載） 

【中学生の部】 

応募経由 学年  氏名  

北海道 

札幌市立手稲西中学校 1年 内藤 桜 さん 

青 森 

弘前市立東中学校 3年 盛 真和花 さん 

八戸市立下長中学校 1年 速応 妟奈 さん 

八戸市立下長中学校 2年 松浦 芽生 さん 

岩 手 

盛岡市立見前中学校 2年 角舘 歩夢 さん 

花巻市立湯口中学校 2年 髙橋 陽菜 さん 

秋 田   

仙北市立桧木内中学校 1年 浅利 成琉 さん 

仙北市立西明寺中学校 2年 木元 凛咲 さん 

山 形 

米沢市立第二中学校 1年 遠藤 みか さん 

米沢市立第二中学校 3年 我妻 凱陽 さん 

米沢市立第二中学校 3年 齋藤 由奈 さん 

福 島 

福島県立会津学鳳中学校 2年 芳賀 涼子 さん 

須賀川市立第二中学校 2年 大久保 真名 さん 

福島市立渡利中学校 3年 天沼 優花 さん  

茨 城   

（個人応募） 3年 堀内 竜丸 さん 

群 馬 

大泉町立南中学校 1年 本間 未桜 さん 



神奈川 

神奈川県立平塚中等教育学校 1年 川野 真楓 さん 

藤沢市立第一中学校 2年 渡邊 璃乙 さん 

山 梨 

甲府市立北西中学校 3年 望月 優衣 さん 

長 野 

高森町立高森中学校 3年 松平 瑞季 さん 

飯田市立緑ヶ丘中学校 3年 新井 ゆり さん 

愛 知   

（個人応募） 3年 佐々木 優真 さん 

富 山 

魚津市立西部中学校 3年 畠山 真依 さん 

射水市立新湊中学校 1年 横田 舜大 さん 

高岡市立芳野中学校 2年 平塚 茜音 さん 

滋 賀 

大津市立日吉中学校 1年 鴻上 菜乃葉 さん 

大津市立日吉中学校 1年 山本 真子 さん 

和歌山 

岩出市立岩出第二中学校 1年 大塚 愛結 さん 

和歌山市立西和中学校 3年 土岐 文音 さん 

島 根 

安来市立広瀬中学校 2年 上廽 きらら さん 

江津市立江津中学校 3年 久保田 桃香 さん 

岡 山 

岡山県立倉敷天城中学校 2年 山本 亜生子 さん 

岡山市立桑田中学校 1年 遠江 実紗 さん 

山 口 

下松市立久保中学校 2年 武智 彩夏 さん 

下松市立久保中学校 3年 遠藤 結晶 さん 



下松市立久保中学校 3年 村田 里菜 さん 

下松市立久保中学校 3年 山本 樹 さん 

徳 島 

阿波市立阿波中学校 3年 山本 奏有 さん 

美馬市立美馬中学校 2年 髙田 優彩 さん 

香 川 

綾川町立綾南中学校 1年 今田 衣咲 さん 

佐 賀 

佐賀大学教育学部附属中学校 1年 山口 悠希さん 

鹿児島 

鹿児島市立松元中学校 1年 牧之瀬 七葉 さん 

鹿児島市立西紫原中学校 3年 川﨑 竣介 さん 

霧島市立霧島中学校 3年 宇治野 蒼祥 さん 

 

他 2 名 

 

                                  計 46 名 


