
連番 都道府県 佳作受賞者名（小2） 連番 都道府県 佳作受賞者名（小2） 連番 都道府県 佳作受賞者名（小2）

1 北海道 三浦こころ 46 茨城県 影沢　怜 91 愛知県 髙橋詩乃

2 北海道 遠藤颯真 47 茨城県 鏑木琉星 92 愛知県 近藤碧海

3 北海道 浦　光輝 48 茨城県 石川柊斗 93 岐阜県 小野莉一

4 北海道 伊勢彩乃 49 茨城県 鈴木芽依 94 三重県 宮田　尚

5 北海道 毛利あさひ 50 栃木県 斎藤和孝 95 三重県 水野翔太

6 北海道 名古屋心憧 51 栃木県 田中理月 96 三重県 樋口もえ

7 青森県 林しゅん 52 栃木県 丸山綾人 97 三重県 岩津　慶

8 山形県 野村祐月 53 埼玉県 千川原陽真 98 滋賀県 川島稜士

9 山形県 小林せり 54 埼玉県 大塚心月 99 滋賀県 奥井遼太

10 山形県 佐藤丈真 55 埼玉県 宇佐美陽奈子 100 滋賀県 林　咲佑

11 山形県 大沼柊士 56 群馬県 渡邊壮思 101 滋賀県 山根　心

12 山形県 大場日美基 57 群馬県 清水夢彩 102 大阪府 奥村有紗

13 山形県 川村すみれ 58 群馬県 峯岸凌大 103 大阪府 八木悠奈

14 山形県 武田希絃 59 山梨県 小川裕翔 104 京都府 榊原慶隼

15 福島県 川口大輝 60 山梨県 小川花永 105 京都府 飯田都和

16 福島県 君　光平 61 山梨県 志澤壮真 106 京都府 樋口未菜

17 福島県 石山澄璃 62 山梨県 中田悠都 107 京都府 伊達　結

18 福島県 馬目　碧 63 東京都 飯田藍子 108 奈良県 中道柾希

19 福島県 髙橋　悠 64 東京都 福島　葵 109 兵庫県 門脇由依

20 福島県 布施絢仁 65 東京都 齋藤遥之介 110 兵庫県 美舩壮良

21 新潟県 大﨑想汰 66 東京都 片桐聡志 111 兵庫県 有元琉晟

22 新潟県 野村真裕 67 東京都 吉永悠之佑 112 兵庫県 一丸大輝

23 新潟県 野島将那 68 東京都 市村　颯 113 鳥取県 浅尾友香

24 新潟県 鈴木柚寿奈 69 富山県 東田結栄 114 鳥取県 山本基生

25 新潟県 相場美知香 70 石川県 今西文乃 115 岡山県 梶房珠生

26 新潟県 五十嵐あかり 71 石川県 森田　圭 116 広島県 滿金大駕

27 神奈川県 中道俐将 72 石川県 河南壮介 117 山口県 林　和人

28 神奈川県 髙月奏輔 73 石川県 橋　将矩 118 香川県 黒川由菜

29 千葉県 馬場瑞貴 74 石川県 渡辺琉杏 119 福岡県 濱田櫂李

30 千葉県 保田　柊 75 静岡県 新井里空 120 福岡県 平島　光

31 千葉県 内薗航汰 76 静岡県 齊藤梨花 121 福岡県 重野葉月

32 千葉県 小栁結夢 77 静岡県 池田真心 122 佐賀県 嘉村咲耶

33 千葉県 松尾香穂 78 静岡県 吉原豪佑 123 佐賀県 安德心結

34 千葉県 深山結翔 79 静岡県 櫻沢結依香 124 佐賀県 渡辺誠治

35 千葉県 薄井知里 80 静岡県 渡邉輝大 125 長崎県 木村朝光

36 千葉県 西　一真 81 静岡県 那須瑛斗 126 熊本県 濵砂奏介

37 千葉県 増田悠人 82 静岡県 川原凛花 127 熊本県 岡野　葵

38 千葉県 かたおかゆい 83 愛知県 中北　岳 128 熊本県 宮﨑なつき

39 茨城県 大嶋浩輔 84 愛知県 戸川二凛 129 鹿児島県 上鶴陽翔

40 茨城県 篠原瑞稀 85 愛知県 久保田蒼司 130 鹿児島県 川畑佑太

41 茨城県 徳永紗英 86 愛知県 水町笑唯 131 沖縄県 赤嶺真希

42 茨城県 岩下千穂 87 愛知県 宮本千愛

43 茨城県 豊田莉桜 88 愛知県 横地重郎

44 茨城県 前田結可 89 愛知県 清水竣介

45 茨城県 小林徹心 90 愛知県 加藤天望
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