
第６回 全国学生防災書道展  入選者名簿
（※紙面の都合により、出展者学校名の一部、兵庫県下学校の県名を省略させて頂きます。）

小学１年生 　36名
さいとう みなみ （青森/弘前市立北小）　 わかやま こはる （岐阜/養老小）
木村 りゅうのすけ （山口/勝山小） しま　あおい （山口/熊野小）
さか本 あいさ （御影小） やまさき ともこ （灘小）
のぼり すずは （明親小） こ い わ さ く ら （井吹西小）
うきもり なこ （神戸大附小） こさか しゅうせい （錦浦小）
さ か た り ん と （錦浦小） しんぼ しゅうた （錦浦小）
中田　そらの （錦浦小） あ し だ ま あや （平岡東小）
に しむ ら かほ （加古川小） かくだ　るな （高浜小）
こ ば や し さ ら （高浜小） なかむら みき （高浜小）
ふくもと れんか （高浜小） ふ く だ ひ よ り （高浜小）
むらた ののか （高浜小） う り ゅ う みずき （高岡西小）
小林　ひより （高岡西小） あらき かのん （坊勢小）
かつら こ とみ （坊勢小） やまもと みつば （坊勢小）
山本　ゆう （糸井小） たにい いっせい （大蔵小）
おか　かずき （竹田小） ささ木　ゆめ （竹田小）
石田　杏　 （枚田小） 小にし　あい （枚田小）
小やしき にな （枚田小） ふ じ い そ う し （枚田小）
やぎお　こた （枚田小） たむら　うめ （石屋小）

小学２年生 　65名
成田　來実 （青森/田舎館小） 白戸　はなこ （青森/田舎館小）
平田　めい （青森/田舎館小） 櫻田　望央 （青森/黒石東小）
小笠原　佳紀 （青森/黒石東小） 髙橋　一志 （青森/黒石東小）
佐々木　故春 （青森/黒石小） 板井　のり （青森/弘前大附小）
中村　心音 （青森/弘前大附小） 成田　実紗 （青森/平賀東小）
原田　夏緒 （青森/金田小） 保正　利菜 （岐阜/牧田小）
白川　愛桜 （鳥取/会見小） 石橋　杏実 （山口/川中小）
江崎　詩乃 （山口/熊野小） 三好　まいか （魚崎小）
友村　玄 （住吉小） すが田 わかば （御影北小）
宮ざき のぞみ （御影北小） 大内　りんか （御影小）
しおざき はるな （御影小） 上めら ゆ う は （髙羽小）
こし　ともき （成徳小） 中じま　心 （神戸祇園小）
とみざわ あいり （乙木小） いとう たか人 （霞ケ丘小）
小岩　月き （井吹西小） 多賀　由華 （井吹の丘小）
小谷　莉生 （花園小） みやざき まな （錦浦小）
筧　百葉 （錦浦小） 石井 ゆうじ郎 （錦浦小）
よこ山 花れん （錦浦小） 柴田　永己 （錦浦小）
小ざわ ののか （錦が丘小） 大まえ えいせい （東神吉南小）
ふなびき みさと （若宮小） 吉原　なおたか （氷丘小）
田井　りな （氷丘小） 土方　はやと （氷丘南小）
西本　かな （平岡東小） あの　ゆうた （野口南小）
ふじわら あいら （別所小） 山下　きっ花 （飾磨小）
お ぐ ら こ こ ね （広峰小） 梶浦　陽菜愛 （菅生小）
德岡　紗羽 （菅生小） いそ本　梨夢 （高浜小）
かた山　りと （高浜小） 森がき まひろ （高浜小）
寺 さ わ き ら ら （高浜小） 上田　りあ （坊勢小）
小林　詩織 （坊勢小） 小林　あいら （坊勢小）
池田　かぐら （坊勢小） 太田垣　和き （竹田小）
大田垣　直き （竹田小） しの木 ゆ うか （竹田小）
松尾　まなと （東河小） 吉永　すみれ （東河小）
石田　かえで （枚田小） 北垣　はる （枚田小）
中村 しょう太ろう （枚田小） ご と う な る き （枚田小）
ふく田 はすみ （石屋小）
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小学３年生 　84名
古村　日和 （青森/浪岡北小） 藤田　彩夏 （青森/女鹿沢小）
太田　茉衣 （青森/板柳南小） 野呂　果凛 （青森/板柳南小）
久保田　流歌 （青森/藤﨑中央小） 田中　楓真 （青森/藤崎中央小）
工藤　未蘭 （青森/藤﨑中央小） 藤月　渚 （青森/田舎館小）
平田　結愛 （青森/田舎館小） 石田 昊日太郎 （青森/黒石東小）
笹森　虹花 （青森/六郷小） 高木　慈永 （青森/弘前大附小）
山田　野乃 （青森/弘前大附小） 田村　響華 （東京/中野神明小）
中村　聡里 （岐阜/萩原小） 大田　苺実 （山口/勝山小）
野口　輝 （住吉小） 船津　友里 （住吉小）
村上　真璃南 （甲南小） 平野　湖乃花 （六甲小）
北福　真帆 （灘小） 和田　保志乃 （灘小）
黄　佳蓉 （西郷小） 藤本　周平 （大沢小）
尾崎　貫太 （鹿の子台小） 笹谷　りお （東落合小）
相原　し音 （小束山小） 正井　き子 （美賀多台小）
うの　さやか （井吹西小） 和田　保津妃 （灘小）
宮嵜　あい （神戸祇園小） 齋藤　遙花 （人丸小）
すみ　ゆきな （錦浦小） 奥原　志臣 （錦浦小）
山端　万里奈 （錦浦小） 神代　めい （錦浦小）
中澤　悠希子 （氷丘小） 平　遥仁 （加古川小）
藤澤　友里 （加古川小） 古川　ななみ （米田小）
揖宿　雄太 （大部小） 池内　莉子 （妻鹿小）
射場　美雪 （高浜小） 谷岡　郁海 （高浜小）
髙橋　紗弥 （高浜小） 高橋　美憂 （高浜小）
松芳　稔文 （高浜小） 山本　美結 （高浜小）
中村　優月 （高浜小） 西川　太陽 （高浜小）
長田　祈莉 （高浜小） 島谷　佑 （高浜小）
岸波　百香 （高浜小） 光川　咲里 （高浜小）
黒田　彩葉 （高浜小） 小林　未華 （坊勢小）
桂　悠耶 （坊勢小） 桂　陽茉梨 （坊勢小）
田中　美優 （坊勢小） 大野　伶恩 （坊勢小）
桂　一けい （坊勢小） 砥田　むつみ （城西小）
谷口　祐亮 （香島小） 小林　のい （三木小）
黒田　知宏 （広野小） 谷野　歩佳 （石海小）
羽渕　蒼空 （山口小） 治部　芳秀 （東河小）
夜久　柊真 （東河小） 吉盛　朱莉 （大蔵小）
小谷　一正 （大蔵小） 石田　咲介 （梁瀬小）
佐野　光紀 （梁瀬小） 中里　唯 （枚田小）
岩本　彩希 （枚田小） 三浦　然 （枚田小）
日原　聡志 （枚田小） 髙島　璃央菜 （枚田小）
藤沢　真琴 （竹田小） 門垣　希望 （竹田小）
佐々木　夕奈 （竹田小） 山本　美羽 （糸井小）
足立　菜那未 （糸井小） 中野　さやか （学習小）
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小学４年生 　76名
横山　周旺 （青森/常盤小） 成田　泉 （青森/常盤小）
村上　愛琉羽 （青森/藤﨑中央小）　 前田　麗美 （青森/北陽小）
中村　謙太 （青森/黒石小） 細川　季詩 （宮城/中山小）
福永　桃子 （岐阜/関ヶ原小） 山本　優佳 （鳥取/会見小）
馬場　遥翔 （鳥取/会見小） 白川　晴菜 （鳥取/会見小）
山根　ゆめ （山口/一の宮小） 東屋　志歩 （山口/一の宮小）
中谷　音葉 （宮川小） 重久　慎太郎 （住吉小）
大橋　梨乃 （住吉小） 世良　明日香 （住吉小）
村上　穂果 （御影小） 出口　瑠愛 （御影小）
佐藤　優奈 （御影小） 坂本　碧衣 （御影小）
野上　健二朗 （鶴甲小） 尾上　優芽 （高羽小）
北原　大雅 （灘小） 松原　千旺 （灘小）
大竹　ことみ （灘小） 小前　美晴 （大沢小）
辻井　里紗 （大沢小） 芦原　健太郎 （福田小）
三國　凛菜 （福田小） 藤川　大幹 （東舞子小）
佐野　永遠 （高倉台小） 見﨑　るく （小束山小）
小澤　来未 （明石小） 櫻井　万祐子 （江井小）
内堀　みなみ （錦浦小） 中根　都和 （錦浦小）
林　ほのか （錦浦小） 青山　愛実 （錦浦小）
岸　環樹 （二見北小） 千家　歩乃佳 （氷丘小）
竹下　弥穂 （氷丘小） 小林　凌語 （鳩里小）
山本　愛奈 （飾磨小） 吉田　拓真 （飾磨小）
生野　沙耶 （高浜小） 中村　陵 （高浜小）
三木　ちはる （高浜小） 生野　達哉 （高浜小）
村田　七々葉 （高浜小） 高見　佳明 （高浜小）
三木　浩輔 （高浜小） 松岡　夏帆 （高浜小）
小林　ゆうな （高岡西小） 藤原　恋白 （別所小）
上田　陽晴 （坊勢小） 竹中　翔人 （坊勢小）
荒木　ひび生 （坊勢小） 竹中　琢人 （坊勢小）
森　優仁 （坊勢小） 夜久　心海 （梁瀬小）
石橋　心 （小宅小） 佐藤　夢生 （糸井小）
荒川　千紗葵 （山口小） 大手　元太 （山口小）
吉川　広大 （竹田小） 西　琴羽 （竹田小）
石田　彩香 （竹田小） 谷井　優月 （大蔵小）
松山　琴音 （大蔵小） 植田　里穂美 （大蔵小）
桐村　太心 （枚田小） 藤井　さくら （枚田小）
笠垣　萌衣 （枚田小） 小屋敷　琉那 （枚田小）
荒川　蹴斗 （枚田小） 福田　く未 （石屋小）
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小学５年生 　79名
須藤　大翔 （青森/城東小） 古川　空侑 （青森/常盤小）
川村　亮誠 （青森/時敏小） 藤林　黎也 （青森/常盤小）
古川　愛果 （青森/常盤小） 中山　慎之介 （青森/田舎館小）
小林　大介 （岐阜/関ヶ原小） 佐藤　耕成 （岐阜/陵南小）
中川　もも花 （大阪/東田辺小） 金山　日向子 （山口/王司小）
石村　優実 （山口/安岡小） 三宮　永愛 （高知/高知大附小）
今岡　七星 （佐賀/諸富南小） 安田　奈緒 （宮川小）
三好　芳佳 （魚崎小） 田中　伶奈 （住吉小）
有井　あかね （住吉小） 車力　誠 （御影北小）
平井　咲杏 （御影小） 井上　凛々葉 （西郷小）
植田　双葉 （灘小） 山崎　彩子 （灘小）
三宅　美玖 （明親小） 東雲　洸樹 （乙木小）
今村　栞 （井吹の丘小） 岡波　恵香 （大沢小）
仲前　佳穂 （大沢小） 上原　央也 （井吹東小）
城尾　琴音 （錦浦小） 足立　菜花 （二見北小）
新田　萌々花 （錦浦小） 根木　ひより （錦浦小）
柴田　結七 （錦浦小） 奥原　玲 （錦浦小）
小森　彩羽 （二見西小） 長野　愛加 （神戸大附小）
大黒　芭奈 （花園小） 栗城　航太 （三木小）
砥田　道大 （城西小） 土居　波瑠奈 （平荘小）
竹内　万実 （野口北小） 向井　雪風 （加古川小）
大前　雄舜 （東神吉南小） 船引　郁実 （若宮小）
神田　莉子 （平岡東小） 高橋　大輝 （高浜小）
木崎　颯太 （高浜小） 飯塚　梨央 （高浜小）
堀　温仁 （高浜小） 延原　千夏 （高浜小）
山本　楓 （高浜小） 世良田　樹 （高浜小）
岡村　祐依 （高浜小） 永田　萌 （高浜小）
小林　晃輔 （高浜小） 榊原　航太 （高浜小）
菊池　彩花 （高浜小） 吉川　愛華 （高浜小）
大野　蓮河 （坊勢小） 桂　美渚 （坊勢小）
敷谷　真央 （坊勢小） 小林　颯来 （坊勢小）
高瀬　汐音 （東河小） 武木田 こころ （石海小）
小野山　華 （広谷小） 足立　真純 （大蔵小）
篠木　遥奈 （竹田小） 三浦　双葉 （竹田小）
渡部　さくら （竹田小） 西村　彩香 （梁瀬小）
石田　三子 （梁瀬小） 漆垣　海人 （梁瀬小）
田中　伶 （梁瀬小） 西澤　瑠花 （枚田小）
三浦　桐 （枚田小） 北垣　陽菜 （枚田小）
井出　梨音 （糸井小） 田村　咲桜 （糸井小）
宿南　咲妃 （糸井小）
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小学６年生 　88名
三上　真輝 （青森/弘前聾） 大野　柚子 （青森/浪岡南小）
鹿内　愛子 （青森/弘前市北小） 大浦　万莉恵 （東京/立教女学院小）
矢田　莉子 （東京/平和の森小） 西村　美咲 （岐阜/関ヶ原小）
辻　健太郎 （大阪/庄栄小） 工藤　琉楠 （山口/一の宮小）
工藤　琉楓 （山口/一の宮小） 大池　虎太郎 （山口/川中西小）
安達　未咲 （山口/川中小） 市原　怜華 （山口/川中小）
秋葉　柚乃 （宮川小） 橋本　絢菜 （宮川小）
入澤　真凛 （御影小） 長崎　美紅 （灘小）
山崎　涼子 （灘小） 佐藤　凛羽 （灘小）
北福　陸人 （灘小） 丸山　陽彩 （成徳小）
益田　和花 （なぎさ小） 林　孝太朗 （神戸祇園小）
藤本　京佑 （大沢小） 坂本　真菜 （愛徳学園小）
小林　彩華 （乙木小） 梅村　結衣 （乙木小）
吉田　麻唯 （乙木小） 岩波　菜々花 （乙木小）
杉本　舜哉 （乙木小） 神頭　咲月 （乙木小）
曽根　蒼 （乙木小） 梅村　結衣 （乙木小）
髙田　華奈 （井吹西小） 堀田　茉陽 （井吹西小）
澤本　玲衣 （花園小） 田原　妃七 （錦浦小）
木村　歩実 （広野小） 戸川　依咲 （三木小）
山中　明日香 （三木小） 大西　絢子 （鳩里小）
西本　詩 （平岡東小） 土方　菜央 （氷丘南小）
鷲尾　光 （平荘小） 長田　香澄 （高浜小）
立山　莉湖 （高浜小） 荒木　颯太 （高浜小）
淺岡　凛久 （高浜小） 山本　歩花 （高浜小）
谷岡　和馬 （高浜小） 田中　南那 （高浜小）
高橋　美優 （高浜小） 神戸　逸玖 （高浜小）
江藤　剛琉 （高浜小） 岩永　七海 （高浜小）
酒井　優舞 （高浜小） 阿部　みなみ （高浜小）
前田　夏鈴 （高浜小） 立山　莉野 （高浜小）
守分　渉 （高浜小） 安田　藍奈 （船場小）
丹波　ひより （荒川小） 長谷川　眞子 （荒川小）
藤井　玲奈 （坊勢小） 三宅　絢暖 （坊勢小）
荒木　未来 （坊勢小） 上田　幸奈 （坊勢小）
前田　実佑 （坊勢小） 古村　倖奈 （日高小）
石田　怜未 （梁瀬小） 奥村　愛子 （梁瀬小）
中野　耀 （糸井小） 岩谷　はなか （糸井小）
室田　祐奈 （養父小） 藤原　菜月 （養父小）
野崎　彩有里 （大蔵小） 藤原　美咲 （養父小）
松山　鈴音 （大蔵小） 谷井　花摘 （大蔵小）
小椋　玄 （東河小） 戸田　美里 （枚田小）
髙階　美月 （枚田小） 衣川　心絃 （枚田小）
酒井　ひかる （枚田小） 荒川　紗穂 （山口小）
石田　楓 （竹田小） 足立　麻衣佳 （竹田小）
神吉　夏実 （竹田小） 長野　聖香 （石屋小）
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中学１年生 　67名
三浦　朱音 （青森/板柳中） 川村　侑女 （青森/鶴田中）
工藤　未来 （青森/藤崎中） 工藤　加帆 （青森/弘前大附中）
猪股　由聖 （青森/弘前大附中） 中村　宥菜 （青森/弘前第一中）
松田　彩希 （群馬/邑楽南中） 齊藤　ひかる （群馬/邑楽南中）
新井　悠 （群馬/邑楽南中） 新井　涼真 （群馬/邑楽中）
福井　萌花 （岐阜/藍川北中） 岸　希美 （岐阜/藍川北中）
田中　花香 （岐阜/池田中） 藪見　奈月 （奈良/高田中）
三浦　明日香 （奈良/榛原中） 早川　綾乃 （山口/勝山中）
古賀　美豊子 （福岡/嘉穂高附中） 山田　愛和 （佐賀/千代田中）
大橋　乃々香 （住吉中） 三宅　杏奈 （御影中）
三好　絵梨 （親和中） 大塚　星稀 （鷹匠中）
油谷　和奏 （原田中） 髙尾　乃愛 （原田中）
太田　陽登 （烏帽子中） 大原　夕奈 （神戸大附中教）
谷村　美紀 （長峰中） 山田　大雅 （長峰中）
藤田　ももこ （東落合中） 綾部　子龍 （井吹台中）
岩元　菜々子 （井吹台中） 山元　彩加 （西神中）
武部　千里 （魚住中） 蔭山　和容 （魚住中）
田中　陽菜 （三木中） 小前　咲良 （三田学園中）
織田　沙也加 （陵南中） 溝口　遥 （賢明女子学院中）
土居　千風優 （両荘中） 渡邉　美優加 （氷丘中）
淺岡　愛夏 （飾磨東中） 門田　優杜 （飾磨東中）
中村　陸人 （飾磨東中） 大島　遥 （飾磨東中）
長澤　優花 （飾磨東中） 立山　莉音 （飾磨東中）
髙橋　佑奈 （飾磨東中） 淺岡　愛夏 （飾磨東中）
北脇　大志 （飾磨東中） 中野　颯太 （飾磨東中）
吉岡　瑠那 （飾磨東中） 畑中　姫菜乃 （飾磨東中）
加藤　莉子 （飾磨東中） 矢崎　愛音香 （魚住中）
前田　芽依 （坊勢中） 有坂　瑠珠 （坊勢中）
北原　瑞佳 （高丘中） 木本　まお （和田山中）
佐藤　楓南 （和田山中） 藤井　萌香 （和田山中）
橋本　紫苑 （和田山中） 中里　未夢 （和田山中）
珍坂　流月 （和田山中） 水野　怜菜 （和田山中）
小林　美月季 （和田山中） 仲野　友麻 （和田山中）
枚田　佳純 （和田山中）

6/9



中学２年生 　54名
鎌田　恭輔 （青森/浪岡中） 石岡　花 （青森/浪岡中）
横山　遥香 （青森/明徳中） 田澤　宣尚 （青森/田舎館中）
林本　遼 （青森/弘前大附中） 高橋　歩美 （福島/湯川中）
佐藤　珠生 （福島/湯川中） 齋藤　夏葵 （福島/湯川中）
芳野　葵 （千葉/聖徳大附女子中） 牧野　木の実 （群馬/邑楽中）
赤井　那帆 （群馬/邑楽中） 山本　詩乃 （群馬/邑楽中）
桜井　陽菜 （群馬/邑楽南中） 田中　里奈 （岐阜/関ヶ原中）
梶原　有未 （高知/安芸中） 小原　桃果 （高知/安芸中）
中嶋　彩乃 （山口/川中中） 大田　妃奈乃 （山口/勝山中）
宮崎　由宇 （佐賀/諸富中） 山田　夢夏 （佐賀/東与賀中）
西久保　桜弥 （佐賀/東与賀中） 本松　尚子 （福岡/津野崎中）
川端　隆嗣 （福岡/津野崎中）　 小橋　光 （御影中）
車田　蒼衣 （鷹匠中） 三谷　彩理奈 （烏帽子中）
糴川　尚 （長峰中） 齊藤　彩華 （須佐野中）
坂田　雄介 （東落合中） 高橋　彩香 （多聞東中）
佐山　絢音 （魚住東中） 宮崎　航輔 （魚住中）
安達　千紗 （魚住中） 上月　隆裕 （淳心学院中）
嶋田　玖瑠海 （陵南中） 樋本　京香 （陵南中）
竹内　未帆 （陵南中） 鷲尾　美空 （両荘中）
屋田　美空 （氷丘中） 森田　祐輔 （中部中）
吉川　穂風 （飾磨東中） 高見　春伃 （飾磨東中）
大関　小春 （飾磨東中） 荒木　美奈 （飾磨東中）
西條　晴香 （飾磨東中） 山根　歩依 （飾磨東中）
藤原　征樹 （養父中） 椿野　萌夏 （梁瀬中）
夜久　綾菜 （和田山中） 中山　莉子 （和田山中）
森下　由佑加 （和田山中） 奥　周真 （和田山中）
桐村　翔大 （和田山中） 竹代　洋香 （岩屋中）

中学３年生 　60名
山田　彩加 （青森/浪岡中） 船水　貴帆 （青森/浪岡中）
高橋　優貴乃 （青森/六郷中） 佐山　襟佳 （青森/中郷中）
水木　玲斗 （青森/弘前第一中） 伊藤　史恩 （青森/弘前学院聖愛中）
佐藤　華 （福島/湯川中） 大塚　菜南 （福島/湯川中）
安原　莉夏 （千葉/聖徳大附女子中） 安齋　優希 （千葉/聖徳大附女子中）
池田　龍之介 （岐阜/藍川北中） 吉田　太一 （岐阜/揖斐特別支援校）
岡村　理央 （岡山/倉敷天城中） 尾崎　真美 （岡山/倉敷天城中）
中村　一成 （高知/安芸中） 井上　実優 （高知/愛宕中）
田中　千尋 （山口/梅光女学院中） 野田　一成 （佐賀/佐賀大附中）
三浦　よもぎ （住吉中） 衣川　知里 （御影中）
吉田　圭吾 （烏帽子中） 南　玲央 （垂水東中）
田辺　紗彩 （白川台中） 相馬　あい （東落合中）
西川　美桜 （東落合中） 安木　真依 （東落合中）
中谷　陽奈 （東落合中） 曽根　穂 （垂水東中）
森田　啓史 （魚住東中） 松井　彩実 （魚住中）
岡崎　楓 （魚住中） 豊田　優音 （魚住中）
宮内　亜紀 （魚住中） 上　美夕 （自由が丘中）
井上　真菜 （小野中） 常峰　梨乃 （両荘中）
山野　智大 （両荘中） 津高　今日子 （浜の宮中）
清水　智也 （飾磨東中） 守分　優衣 （飾磨東中）
清瀬　まどか （飾磨東中） 川口　諒 （飾磨東中）
武内　そら （飾磨東中） 日原　めぐみ （和田山中）
武村　京香 （和田山中） 武村　采音 （和田山中）
中村　萌 （和田山中） 津﨑　春空 （和田山中）
橋本　優希 （和田山中） 井上　彰吾 （和田山中）
下村　美優 （和田山中） 小林　正宜 （和田山中）
植田　亜由美 （和田山中） 菅原　千幸 （高丘中）
砥田　美咲 （琴陵中） 山名　優衣 （高丘中）
辻　ののは （高丘中） 釜井　菜々美 （広峰中）
藤井　奈穂 （坊勢中） 長谷川　愛菜 （龍野東中）
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高校１年生 　96名
高橋　愛友美 （岩手/盛岡第一高） 一條　香織 （岩手/盛岡第一高）
水谷　実紀伽 （岩手/盛岡第一高） 和田　夏乃 （岩手/盛岡第一高）
中村　彩芳 （岩手/盛岡第一高） 浅沼　凛果 （岩手/盛岡第一高）
原　澄礼 （岩手/盛岡第一高） 米川　花野 （岩手/黒沢尻北高）
畠山　桃華 （岩手/宮古高） 多田　明日香 （千葉/聖徳大附女子高）
山本　詩織 （山梨/甲府東高） 小林　未歩 （山梨/甲府東高）
中澤　眞希 （山梨/甲府東高） 大村　向日葵 （山梨/甲府東高）
谷島　佑佳 （山梨/甲府東高） 相澤　恵悟 （山梨/甲府東高）
込山　佳奈 （山梨/甲府東高） 菊池　宝 （奈良/高田高）
吉川　春佳 （奈良/高田高） 小原　由莉 （岡山/津山高）
永谷　朱里 （岡山/津山高） 西原　多映 （岡山/倉敷鷲羽高）
浪平　紗々葉 （岡山/倉敷鷲羽高） 森　美咲 （岡山/明誠学院高）
国生　紗佳 （岡山/明誠学院高） 出射　早希子 （岡山/明誠学院高）
澤　杏歌 （山口/防府高） 尾崎　奈美 （山口/防府高）
清水　彩加 （山口/防府高） 野田　楓賀 （山口/防府高）
村實　歩生 （山口/防府高） 松田　杏佳 （山口/下関中央工）
黒田　実優 （山口/長府高） 高木　優 （山口/華陵高）
木村　向日葵 （山口/下関西高） 安部　絵梨奈 （徳島/名西高）
内田　美子 （徳島/名西高） 澤　桃香 （徳島/名西高）
諸熊　亜美 （福岡/糸島高） 稲毛　綾香 （福岡/南筑高）
山口　ひかる （福岡/南筑高） 西山　まこと （熊本/玉名高）
堀尾　奈央 （熊本/玉名高） 山口　百花 （熊本/玉名高）
江﨑　奏美 （熊本/玉名高） 吉川　奈留美 （熊本/玉名高）
西山　知里 （熊本/玉名高） 三浦　穂乃佳 （熊本/玉名高）
平田　みのり （熊本/玉名高） 倉田　紗菜子 （熊本/第一高）
上村　真智子 （熊本/第一高） 西村　美希 （熊本/熊本農）
佐々木　彩実 （小林聖心女子学院高） 蘆田　美音 （親和女子高）
本上　葵 （夢野台高） 石原　南 （北須磨高）
今村　紗弥香 （伊川谷北高） 三谷　緒美 （伊川谷北高）
羽鳥　真理奈 （伊川谷北高） 河野　真結 （伊川谷北高）
和住　鈴華 （伊川谷北高） 宜保　美乃里 （伊川谷北高）
成尾　実紗 （伊川谷北高） 平田　愛 （伊川谷北高）
中内　寛太 （科学技術高） 稲山　憂依乃 （明石高）
原　琴名 （明石高） 相田　あすか （明石高）
北良　香穂 （明石南高） 森田　ゆうみ （明石西高）
竹内　愛菜 （吉川高） 山口　美郁 （北条高）
衣巻　歩美 （北条高） 織部　有彩 （北条高）
立脇　成真 （北条高） 本田　江梨奈 （北条高）
竹内　佑佳 （加古川東高） 河内　葵 （加古川東高）
濱田　三奈 （加古川西高） 矢野　愛有美 （白陵高）
吉田　陣 （飾磨工） 生島　愛奈 （香寺高）
武田　彩花 （香寺高） 芦田　弥侑 （姫路商）
上谷　航平 （姫路商） 尾前　智子 （姫路商）
荒木　唯奈 （姫路商） 小笠原　優 （琴丘高）
渋川　那音 （琴丘高） 井上　萌 （生野高）
藤原　理紗 （和田山高） 斎藤　和奈 （和田山高）
山崎　凛那 （和田山高） 枚田　悠里 （八鹿高）
小山　実紗 （豊岡高） 谷　晃江 （津名高）
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高校２年生 　78名
田中　佑芽 （青森/六戸高） 田中　未来 （青森/六戸高）
出町　梨奈 （青森/百石高） 茶田平　麻泉 （青森/百石高）
樫尾　蘭 （岩手/盛岡第一高） 村木　希 （岩手/盛岡第一高）
須藤　佑梨 （岩手/盛岡第一高） 藤本　ありさ （岩手/盛岡第一高）
熊谷　久美恵 （岩手/盛岡第一高） 髙橋　夏季 （岩手/黒沢尻北高）
高橋　珠実 （岩手/黒沢尻北高） 鈴木　玲菜 （宮城/湧谷高）
輿水　紋 （山梨/甲府東高） 金子　真優 （山梨/甲府東高）
加藤　麻美 （愛知/旭丘高） 髙野　亜美 （愛知/旭丘高）
貝沼　徹 （愛知/旭丘高） 西村　美由紀 （奈良/高田高）
菅野　奈々 （奈良/高田高） 村上　悠子 （奈良/高田高）
山崎　実莉 （奈良/高田高） 山田　香穂 （奈良/高田高）
佐藤　真衣 （京都/共栄学園高） 高山　尚子 （岡山/津山高）
近藤　弘偉 （岡山/津山高） 黒瀬　葵 （岡山/津山高）
竹元　結麻 （岡山/津山高） 冨田　未奈 （岡山/明誠学院高）
今岡　由佳 （岡山/明誠学院高） 加藤　則子 （岡山/明誠学院高）
森中　初花 （岡山/明誠学院高） 櫻田　真彩 （岡山/明誠学院高）
安村　菜摘 （山口/下関中央工） 板東　杏樹 （徳島/名西高）
岡田　紗弥 （徳島/名西高） 原田　ひな （福岡/筑紫中央高）
浅田　裕佳 （福岡/筑紫中央高） 岩尾　百花 （福岡/筑紫中央高）
戸田　ゆり子 （福岡/筑紫中央高） 藤原　咲乃 （福岡/筑紫中央高）
佐藤　亜美 （福岡/筑紫中央高） 師岡　可子 （福岡/糸島高）
中村　彩乃 （福岡/糸島高） 藤田　茉奈美 （福岡/糸島高）
岩崎　美羽 （福岡/東鷹高） 東　菜々子 （熊本/玉名高）
徳永　沙希子 （武庫川女子大附高） 徳永　眞憂子 （葺合高）
林　穂乃香 （神戸商） 小林　鮎里 （兵庫工）
千郷　真名 （北須磨高） 西馬　愛菜 （伊川谷北高）
山下　幸納 （伊川谷北高） 飯田　典未 （伊川谷北高）
田口　乃愛 （伊川谷北高） 堀坂　季更 （滝川第二高）
森　涼香 （明石南高） 島田　こころ （明石南高）
加古　可奈子 （明石高） 津高　萌子 （高砂高）
長谷川　智世 （賢明女子学院高） 沖野　想太 （琴丘高）
深野　瑞葵 （琴丘高） 野原　理紗子 （琴丘高）
志貴　夏那 （琴丘高） 青田　桃永 （琴丘高）
矢内　鈴夏 （姫路商） 山本　有紗 （香寺高）
内海　真友香 （香寺高） 兜坂　菜々 （香寺高）
田中　美紅 （出石高） 兒島　妙佳 （出石高）
平松　夏歩 （八鹿高） 今井　志穂 （和田山高）
西村　亜弥 （和田山高） 藤本　萌花 （上郡高）
森　紗里奈 （上郡高） 山岡　夏子 （津名高）

高校３年生 　16名
中谷　春菜 （青森/金木高） 三上　彩華 （青森/弘前学院聖愛高）　
名取　幸祐 （山梨/あけぼの支援校） 宮川　花菜 （石川/金沢中央高）
穴本　英季 （岡山/明誠学院高） 小森　智愛 （岡山/明誠学院高）
那須　彩乃 （岡山/明誠学院高） 池内　愛美 （徳島/名西高）
和泉　莉奈 （徳島/名西高） 切原　悠斗 （徳島/名西高）
矢野　沙莉奈 （滝川第二高） 河内　遥 （加古川東高）
石﨑　成美 （相生学院高） 中塚　美奈 （神崎高）
森本　咲 （神崎高） 田村　則子 （八鹿高）
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