
書　　入賞・団体

内閣総理大臣賞
後藤　夢介 徐三庚出師表 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年

文部科学大臣賞
古川　拓海 祭姪稿 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 2年

北海道知事賞
笹木　聖菜 清水へ 北海道 北海道旭川南高等学校 3年

東京都知事賞
岩崎　日南 小島切 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年

奈良県知事賞
秦　なごみ 曼殊院本古今集 奈良県 奈良県立桜井高等学校 3年

岡山県知事賞
廣瀬　光汰 九成宮 岡山県 明誠学院高等学校 1年

広島県知事賞
杉野　真未 蜀素帖一節 広島県 広島県立大門高等学校 2年

福岡県知事賞

西田　秋花 呉昌碩石鼓文 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 2年
大分県知事賞
前田　美音 張猛龍碑 大分県 大分県立大分豊府高等学校 3年

高校生国際美術展実行委員会名誉会長賞
矢部　暖佳 雁塔聖教序 埼玉県 埼玉県立川越女子高等学校 3年

高校生国際美術展実行委員会最高顧問賞
井手口　果未 曹全碑 埼玉県 埼玉県立松山女子高等学校 3年

世界芸術文化振興協会会長賞
若旅　初音 一条摂政集 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年

全国書道高等学校協議会理事長賞
井上　茉耶 針切 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年

優秀賞
岩崎　光希 蘭亭序 埼玉県 埼玉県立松山女子高等学校 1年
太田　さくら 蜀素帖 東京都 大東文化大学第一高等学校 2年
金子　楓佳 模刻趙之謙印 東京都 大東文化大学第一高等学校 3年
管野　楓 左繍序 茨城県 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 3年
菅原　未夢 雁塔聖教序 福島県 福島県立白河高等学校 3年

秀作賞
相澤　萌 張猛龍碑 山梨県 富士学苑高等学校 2年
池田　彩花 張説詩 東京都 大東文化大学第一高等学校 3年
江原　三稀 小島切 東京都 大東文化大学第一高等学校 3年
小椋　万鈴 曹全碑 埼玉県 埼玉県立川越女子高等学校 3年
小髙　英李 隷書張衡霊憲四屏 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 2年
小林　蒼月 一条摂政集 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年
宍戸　桃子 書譜 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年
田中　美羽 張猛龍碑 東京都 大東文化大学第一高等学校 2年
長畑　杏奈 針切 岡山県 明誠学院高等学校 3年
堀　紗也香 鄭羲下碑 広島県 広島県立五日市高等学校 3年
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書　　入賞・団体

奨励賞
青栁　七聖 賀鋳帖 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年
赤石　梨乃 建中告身帖 大分県 大分県立大分豊府高等学校 2年
赤司　朋葉 杜家立成雑書要略 広島県 広島市立基町高等学校 2年
秋山　心響 祭姪文稿 広島県 広島県立大門高等学校 2年
姉帯　美空 道因法師碑 岩手県 岩手県立一戸高等学校 3年
荒川　真帆 何紹基 佐賀県 佐賀県立鹿島高等学校 2年
荒木　颯斗 権量銘 新潟県 新潟県立新津南高等学校 3年
荒谷　友香 金碧相暉 福井県 福井県立高志高等学校 1年
生島　那桜 九成宮醴泉銘 奈良県 奈良県立桜井高等学校 1年
池添　美月 道因法師碑 高知県 土佐女子高等学校 1年
池田　羅菜 乙瑛碑 佐賀県 佐賀県立鹿島高等学校 2年
石井　夏実 木簡 秋田県 秋田県立能代松陽高等学校 3年
石川　詩野 鄭羲下碑 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年
石関　結唯 孫秋生造像記 埼玉県 本庄東高等学校 2年
石松　美乃梨 建中告身帖 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年
出水田　紗季 光明皇后楽毅論 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 2年

板谷　優海 張遷碑 富山県 富山県立石動高等学校 2年
市川　千愛 曹全碑 静岡県 浜松学芸高等学校 2年
市田　好 楷書氾勝之書八屏 埼玉県 本庄第一高等学校 3年
伊藤　光玲 呉昌碩集 和歌山県 和歌山県立紀央館高等学校 3年
井上　美和 鄧石如 埼玉県 本庄東高等学校 2年
今岡　ゆず 九成宮醴泉銘 鳥取県 鳥取県立米子西高等学校 1年
今別府　音々 真草千字文 静岡県 浜松学芸高等学校 3年
今村　優菜 對酒醉題屈突明府廳 福岡県 八女学院高等学校 2年
岩永　結奈 高貞碑 千葉県 千葉県立船橋法典高等学校 3年
岩渕　華苑 王鐸 岩手県 盛岡市立高等学校 2年
岩元　花虹 鄭羲下碑 鹿児島県 鹿児島県立武岡台高等学校 3年
上田　菜奈子 送友人 福岡県 福岡県立修猷館高等学校 2年
卜部　唯萌 木簡 広島県 広島県立福山明王台高等学校 3年
江口　菜々美 雁塔聖教序 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 2年
江尻　一稀 曹全碑 富山県 富山県立呉羽高等学校 2年
江藤　千裕 針切 三重県 三重県立津高等学校 3年
衛藤　仁胡 香紙切 岡山県 明誠学院高等学校 3年
江原　未優音 金農 埼玉県 本庄東高等学校 3年
大浦　理奈 金農隷書立幅 千葉県 千葉県立国府台高等学校 3年
大熊　右智希 真草千字文 東京都 大東文化大学第一高等学校 3年
大滝　菜摘 九成宮醴泉銘 埼玉県 さいたま市立浦和南高等学校 1年
大塚　成美 曹全碑 福岡県 福岡県立柏陵高等学校 3年
大槻　杏 楊峴 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年
大西　夏未 王鐸 岩手県 岩手県立福岡高等学校 2年
大場　沙耶香 九成宮醴泉銘 山形県 山形県立新庄南高等学校 1年
大橋　由奈 乙瑛碑 静岡県 静岡県立浜北西高等学校 3年
岡田　真結実 顔勤礼碑 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 2年
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奨励賞
尾方　来夢 呉昌碩石鼓文 熊本県 熊本県立人吉高等学校 3年
岡本　清花 伊都内親王願文 広島県 広島市立沼田高等学校 3年
小川　千佳 伊都内親王願文 埼玉県 埼玉県立越谷北高等学校 3年
奥　塔子 王鐸 岩手県 岩手県立福岡高等学校 3年
小倉　和磨 樂毅論 埼玉県 埼玉県立松山高等学校 2年
小野田　聖 孟法師碑 千葉県 千葉県立富里高等学校 2年
小野寺　梓 呉昌碩 岩手県 岩手県立一関第二高等学校 2年
柏井　美緒奈 灌頂記 高知県 土佐女子高等学校 1年
梶原　園生 木簡 兵庫県 兵庫県立兵庫高等学校 3年
片山　尚実 始平公造像記 熊本県 熊本県立第一高等学校 3年
加藤　友美 九成宮醴泉銘 埼玉県 埼玉県立熊谷女子高等学校 1年
鎌田　桃香 開通褒斜道刻石 千葉県 千葉県立成田国際高等学校 3年
上岡　麗未 蘇孝慈墓誌銘 埼玉県 埼玉県立川越西高等学校 1年
茅野　來果 牛橛造像記 福岡県 福岡県立嘉穂高等学校 3年
嘉陽　萌乃 空海座右銘 沖縄県 沖縄県立小禄高等学校 3年
川上　乃愛 百万塔陀羅尼経 新潟県 中越高等学校 3年

川上　日鶴 尉遅為牛橛造像記 熊本県 熊本県立御船高等学校 3年
川島　葵 鄭羲下碑 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 1年
河野　有紗 孫秋生造像記 福岡県 福岡県立修猷館高等学校 2年
河野　妃名子 牛橛造像記 宮崎県 宮崎学園高等学校 2年
河野　礼奈 張猛龍碑 大分県 大分高等学校 3年
宜志富　由香 楷書氾勝之書八屏 沖縄県 沖縄県立普天間高等学校 3年
北原　明紀 始平公造像記 埼玉県 埼玉県立上尾鷹の台高等学校 2年
木藤　月 九成宮醴泉銘 熊本県 熊本県立人吉高等学校 2年
木村　幸咲 多宝塔碑 千葉県 和洋国府台女子高等学校 2年
清嶋　彩花 美人董氏墓誌銘 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年
國司　明日香 木簡 広島県 広島県立五日市高等学校 3年
久保　みゆ 王鐸 岡山県 岡山県立笠岡高等学校 3年
久保田　彩 傅山 岩手県 岩手県立福岡高等学校 2年
倉﨑　琴香 曹全碑 佐賀県 佐賀県立鹿島高等学校 2年
倉重　風香 開通褒斜道刻石 新潟県 中越高等学校 1年
小出　沙雪 幽州夜飲 千葉県 千葉県立国府台高等学校 2年
河本　真利 趙之謙 岡山県 岡山県立岡山工業高等学校 3年
高屋　美咲 木簡 岩手県 盛岡市立高等学校 3年
小竹　里沙 自書告身 埼玉県 星野高等学校 3年
小林　由依 篆書白氏草堂記六屏 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 3年
小平　真衣 陶淵明詩「歸田園居」 東京都 大東文化大学第一高等学校 3年
小松　舞乃 徐三庚四種 奈良県 奈良県立桜井高等学校 3年
古山　奈積 一条摂政集 埼玉県 埼玉県立松山女子高等学校 3年
近藤　優菜 黄州寒食詩巻 徳島県 徳島県立名西高等学校 3年
齊木　椋子 争坐位文稿 熊本県 熊本県立玉名高等学校 3年
齋藤　絢香 何紹基 茨城県 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 3年
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奨励賞
斉藤　由莉 張遷碑 北海道 北海道帯広緑陽高等学校 3年
坂井　瑠莉 秋登宣城謝朓北樓 熊本県 熊本市立必由館高等学校 2年
坂井　蓮 魏霊蔵造像記 熊本県 熊本県立御船高等学校 2年
笹熊　勇我 灌頂記 神奈川県 川崎市立高津高等学校 3年
笹代　桃香 多宝塔碑 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 1年
佐藤　くるみ 何紹基 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年
佐藤　龍晟 楊硯 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校 3年
眞田　みのり 雁塔聖教序 岡山県 岡山県立倉敷天城高等学校 3年
三野　紀花 始平公造像記 千葉県 二松學舍大学附属柏高等学校 3年
品田　華子 自書告身 新潟県 新潟県立新潟江南高等学校 1年
柴崎　桃子 光明皇后楽毅論 埼玉県 埼玉県立与野高等学校 3年
柴田　優輝 楊淮表紀 福岡県 福岡県立嘉穂高等学校 3年
島　綾果 蘭亭序 富山県 富山県立呉羽高等学校 2年
島田　雪 始平公造像記 埼玉県 埼玉県立松山女子高等学校 3年
下田　陽南子 孫秋生造像記 広島県 広島県立福山明王台高等学校 2年
上内　美裕 多宝塔碑 奈良県 奈良県立桜井高等学校 1年

白川　優花 楽毅論 新潟県 新潟県立新潟東高等学校 3年
菅　歩加 孫秋生造像記 大分県 大分高等学校 3年
菅原　麻由子 王鐸 岩手県 岩手県立千厩高等学校 3年
杉本　安優 蜀素帖 千葉県 千葉県立国府台高等学校 2年
杉本　真由 感旧の詩 千葉県 千葉県立国府台高等学校 3年
鈴木　綺音 本阿弥切 静岡県 浜松学芸高等学校 3年
鈴木　翔馬 石台孝経 静岡県 浜松学芸高等学校 3年
鈴木　蓮理 楊峴古四種巻 東京都 大東文化大学第一高等学校 2年
関　明依 牛橛造像記 新潟県 新潟県立十日町高等学校 3年
関口　瑠菜 元永本古今集 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年
瀬戸　みのり 漆書童蒙八章巻 神奈川県 向上高等学校 3年
仙田　詩織 九畹移根 福井県 福井県立高志高等学校 2年
曽根田　葉月 呉昌碩篆書般若心経 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年
園田　弥憂 光明皇后楽毅論 熊本県 熊本県立人吉高等学校 3年
髙木　咲里 石門頌 新潟県 新潟県立新潟商業高等学校 3年
髙野　茉耶花 石門頌 北海道 北海道室蘭東翔高等学校 3年
髙橋　海 本阿弥切 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年
髙橋　沙季 牛橛造像記 岩手県 岩手県立不来方高等学校 2年
髙橋　舞珠 牛橛造像記 埼玉県 本庄東高等学校 2年
髙本　彩加 香紙切 岡山県 岡山県立倉敷商業高等学校 3年
武田　綾音 漢詩 福岡県 福岡県立鞍手高等学校 2年
舘石　結奈 漢陳文範碑 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 3年
田所　綾乃 光明皇后楽毅論 茨城県 茨城県立太田第一高等学校 2年
田中　美咲 孔子廟堂碑 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 1年
田中　莉子 魏霊藏造像記 熊本県 熊本県立八代清流高等学校 3年
田辺　愛梨 徐三庚篆書出師表册 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島南高等学校 3年
田邉　あすか 多胡群碑 新潟県 新潟県立新潟南高等学校 3年
田邉　明日香 元顯儁墓誌銘 福井県 仁愛女子高等学校 3年
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田邊　涼 魏靈蔵造像記 福井県 福井県立武生高等学校 3年
田丸　王太 傅山 千葉県 千葉県立千葉高等学校 2年
爲實　薫 九成宮醴泉銘 静岡県 静岡英和女学院高等学校 3年
知念　遥 王鐸 沖縄県 沖縄県立小禄高等学校 2年
千葉　美由紀 楊峴古四種巻 静岡県 浜松学芸高等学校 3年
土田　菜央 牛橛造像記 兵庫県 兵庫県立須磨東高等学校 3年
鶴田　咲果 文徴明 鹿児島県 鹿児島県立武岡台高等学校 2年
鶴田　瑞穂 傅山五言絶句二種 鹿児島県 鹿児島純心女子高等学校 2年
鶴巻　七海 元顕儁墓誌銘 埼玉県 埼玉県立上尾高等学校 3年
手嶋　日菜 風信帖 愛媛県 愛媛県立伊予高等学校 3年
外川　鈴々 始平公造像記 山梨県 富士学苑高等学校 2年
内藤　美空 きしにふぢ 静岡県 静岡県立金谷高等学校 3年
中居　祥 傅山草書杜甫詩軸 東京都 大東文化大学第一高等学校 3年
仲久木　彩 鄭羲下碑 茨城県 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 3年
中島　礼乃 小島切 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年
長末　沙弥香 木簡 福岡県 福岡県立嘉穂高等学校 2年

長瀬　千夏 鄭羲下碑 千葉県 中央学院高等学校 3年
中田　莉子 楊峴 熊本県 熊本県立人吉高等学校 3年
中原　彩花 孔子廟堂碑 埼玉県 埼玉県立熊谷女子高等学校 1年
中原　希 孫秋生造像記 佐賀県 佐賀県立鹿島高等学校 2年
仲部　日奈子 褚遂良楷書千字文 広島県 広島県立熊野高等学校 3年
中村　志麻乃 中務集 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年
中村　樹里 開通褒斜道刻石 広島県 広島県立日彰館高等学校 2年
中本　めぐみ 光明皇后楽毅論 香川県 香川県立高松商業高等学校 3年
中森　凜音 多宝塔碑 奈良県 奈良県立桜井高等学校 1年
中山　魅咲 張遷碑 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 1年
新妻　和音 種田山頭火の句 福島県 福島県立会津学鳳高等学校 1年
新延　千尋 魏霊蔵造像記 広島県 広島県立福山明王台高等学校 3年
西川　果凜 九成宮醴泉銘 高知県 土佐女子高等学校 1年
西田　桜 光明皇后楽毅論 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年
西村　美咲 古四種巻 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年
新田　桜子 曹全碑 岩手県 岩手県立盛岡第三高等学校 3年
根本　陽愛 石門頌 茨城県 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 3年
橋川　香美 魏霊蔵造像記 広島県 広島市立沼田高等学校 3年
蜂須賀　真由 雁塔聖教序 神奈川県 神奈川県立市ケ尾高等学校 2年
花坂　梨紗 牛橛造像記 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年
浜口　晏蒔 木簡 福岡県 福岡県立嘉穂高等学校 2年
林田　茉子 自書告身帖 千葉県 千葉県立富里高等学校 2年
原　彩華 笛を吹く 福岡県 八女学院高等学校 3年
原　桜子 中務集 埼玉県 埼玉県立松山女子高等学校 2年
原口　なつみ 小島切 埼玉県 埼玉県立川越女子高等学校 3年
半田　智会 居延漢簡 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年
昼田　茉愛 真草千字文 岡山県 岡山県立倉敷天城高等学校 2年
廣納　千紗 何紹基 奈良県 奈良県立桜井高等学校 3年
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奨励賞
福島　ほのか 寸松庵色紙 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年
藤澤　優希 蘭亭序 岡山県 岡山県立倉敷天城高等学校 1年
藤田　千鶴 光明皇后楽毅論 茨城県 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 3年
藤平　葉月 木簡 千葉県 拓殖大学紅陵高等学校 3年
藤本　真理 隷書古詩 千葉県 千葉県立柏高等学校 3年
保科　茉央 木簡 新潟県 新潟県立新津高等学校 3年
本川　日向子 始平公造像記 愛媛県 愛媛県立伊予高等学校 3年
前田　菜緒 蓬莱三殿侍宴奉勅詠終南山 鹿児島県 鹿児島県立沖永良部高等学校 3年
槙　恵梨花 七言絶句幅 佐賀県 佐賀清和高等学校 2年
眞下　陽宏 楽毅論 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 2年
桝井　正樹 張遷碑 千葉県 千葉県立東葛飾高等学校 2年
松岡　奈菜美 石門頌 福岡県 福岡県立嘉穂高等学校 3年
松村　華子 乙瑛碑 石川県 石川工業高等専門学校 3年
丸野　真愛 清平調詞三 熊本県 熊本市立必由館高等学校 3年
右田　葵 行書五言律詩軸 熊本県 熊本市立必由館高等学校 2年
光安　萌架 開通褒斜道刻石 福岡県 福岡県立須恵高等学校 3年

峰松　梨奈 楽毅論 佐賀県 佐賀県立鹿島高等学校 2年
宮城　亜衣 雁塔聖教序 富山県 富山県立呉羽高等学校 3年
三宅　理菜 灌頂暦名 広島県 広島県立大門高等学校 3年
宮澤　那智 牛橛造像記 埼玉県 埼玉県立松山女子高等学校 2年
宮本　京佳 趙之謙呉鎭詩 東京都 大東文化大学第一高等学校 3年
見吉　七海 祭姪文稿 広島県 広島市立沼田高等学校 3年
武藤　早玖弥 九成宮醴泉銘 山梨県 富士学苑高等学校 1年
女鹿　優希 王鐸 岩手県 盛岡市立高等学校 2年
森　日愛 自書告身 広島県 広島県立大門高等学校 2年
森垣　玲那 牛橛造像記 埼玉県 埼玉県立浦和北高等学校 2年
森実　佑芽子 牛橛造像記 愛媛県 愛媛県立三島高等学校 2年
森田　小代莉 薦季直表 奈良県 奈良県立桜井高等学校 3年
森田　祐佳 曹全碑 熊本県 熊本県立第一高等学校 3年
森本　奈々子 中務集 広島県 広島市立舟入高等学校 2年
矢川　未菜 五字句 千葉県 千葉県立京葉高等学校 3年
山岸　恵理 真草千字文 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 3年
山北　亜美 与高適薛拠同登慈恩寺浮図 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年
山口　茉理恵 趙之謙楷書氾勝之書 千葉県 千葉県立国府台高等学校 3年
山﨑　亜紗実 呉昌碩 岩手県 岩手県立福岡高等学校 3年
山﨑　翔矢 はるがすみ 静岡県 静岡県立金谷高等学校 3年
山田　菜々美 牛橛造像記 埼玉県 埼玉県立与野高等学校 3年
山田　穂乃花 張九齢詩 鹿児島県 鹿児島県立沖永良部高等学校 3年
山谷　真奈加 光禄大夫 福井県 福井県立高志高等学校 2年
山中　華鈴 薦季直表 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年
山本　咲枝 李嶠詩残巻 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年
横井　絵吏 開通褒斜道刻石 富山県 富山県立呉羽高等学校 3年
吉田　愛莉 曹全碑 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 2年
吉田　初咲 傅山 大分県 大分高等学校 3年
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奨励賞
𠮷田　華乃 石門頌 福岡県 福岡県立嘉穂高等学校 2年
吉田　芽衣 多宝塔碑 埼玉県 埼玉県立上尾高等学校 2年
吉田　梨音 道因法師碑 熊本県 熊本県立人吉高等学校 3年
米山　舞桜 張猛龍碑 鹿児島県 鹿児島県立武岡台高等学校 3年
渡邉　未来 左繍序 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

団体賞
最優秀校賞 埼玉県立大宮光陵高等学校
優秀校賞 福岡県立太宰府高等学校
学校奨励賞 埼玉県立川越西高等学校
学校奨励賞 愛知県立春日井西高等学校
学校奨励賞 千葉県立富里高等学校
学校奨励賞 茨城県立日立工業高等学校
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畠山　ほのか 広島県 広島市立沼田高等学校 2年

川島　優花 埼玉県 埼玉県立熊谷女子高等学校 1年

大畠　ひまり 徳島県 徳島県立名西高等学校 2年

小林　実 埼玉県 埼玉県立上尾橘高等学校 2年

相崎　実桜 岐阜県 聖マリア女学院高等学校 3年

青木　真奈香 佐賀県 佐賀県立伊万里高等学校 3年

青木　美帆 埼玉県 埼玉県立川越西高等学校 1年

赤星　恵美 埼玉県 埼玉県立川越西高等学校 1年

秋吉　菜乃加 福岡県 福岡県立福岡工業高等学校 2年

浅沼　咲彩 岩手県 岩手県立盛岡商業高等学校 3年

浅野　杏実 香川県 香川県立高松商業高等学校 3年

浅野　日和 千葉県 中央学院高等学校 2年

芦田　佳帆 茨城県 茨城県立牛久栄進高等学校 3年

東　美里 奈良県 奈良県立桜井高等学校 1年

安孫子　奈央 群馬県 群馬県立前橋南高等学校 3年

阿部　来春 埼玉県 埼玉県立川越西高等学校 1年

阿部　菜々穂 千葉県 和洋国府台女子高等学校 2年

阿部　風月 福島県 帝京安積高等学校 3年

阿部　理奈子 広島県 広島県立海田高等学校 3年

安部　梨々香 福岡県 福岡県立直方高等学校 3年

新井　美瑠 埼玉県 埼玉県立川越西高等学校 1年

新垣　小百合 沖縄県 沖縄県立小禄高等学校 3年

新垣　祐樹 沖縄県 沖縄県立小禄高等学校 2年

荒川　琴美 広島県 広島県立祇園北高等学校 2年

荒木　逸花 富山県 富山県立呉羽高等学校 2年

新舩　有理奈 埼玉県 埼玉県立松山女子高等学校 2年

有田　萌 埼玉県 埼玉県立川越西高等学校 1年

粟原　未悠 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年

安楽　優里 鹿児島県 鹿児島純心女子高等学校 3年

飯島　知咲 静岡県 浜松学芸高等学校 3年

飯塚　大雅 埼玉県 埼玉県立熊谷工業高等学校 2年

池田　あゆみ 広島県 広島県立尾道北高等学校 2年

生駒　未空 岐阜県 美濃加茂高等学校 2年

伊澤　愛音 広島県 広島県立福山明王台高等学校 2年

石井　あみ 千葉県 千葉県立小見川高等学校 3年

石井　陽菜 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島南高等学校 3年

石井　真希 埼玉県 本庄第一高等学校 3年

石川　琴葉 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 2年

佳作

1 



書　佳作

佳作

石川　真輝 埼玉県 武南高等学校 2年

石川　優愛 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年

石崎　未奈 北海道 北海道岩内高等学校 3年

石田　雅 福岡県 福岡県立鞍手高等学校 3年

石田　もも果 奈良県 奈良県立桜井高等学校 1年

石田　保葉 奈良県 奈良県立奈良北高等学校 3年

石塚　凱葵 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 2年

石野　夏芽 茨城県 茨城県立土浦第二高等学校 2年

石原　颯織 広島県 広島県立福山明王台高等学校 1年

石原　沙奈 群馬県 群馬県立前橋南高等学校 3年

石原　百花 熊本県 熊本県立南稜高等学校 2年

石山　智聖 千葉県 千葉県立千葉高等学校 2年

石綿　里佳子 千葉県 千葉県立長生高等学校 2年

泉山　七海 岩手県 岩手県立福岡高等学校 3年

伊勢　咲蘭 静岡県 静岡県立金谷高等学校 2年

磯﨑　海音 大分県 大分県立国東高等学校 2年

糸井　遥海 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 1年

伊藤　朱耶 北海道 北海道旭川南高等学校 3年

伊藤　絵理 岡山県 岡山県立岡山芳泉高等学校 3年

伊藤　涼音 千葉県 千葉県立富里高等学校 3年

伊藤　美憂 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年

伊藤　優衣 千葉県 中央学院高等学校 2年

伊藤　結衣 山形県 山形県立天童高等学校 2年

伊藤　瑠依 千葉県 千葉県立八千代東高等学校 3年

稲垣　花音 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校 3年

井上　茜 群馬県 群馬県立前橋南高等学校 3年

井上　香蓮 鹿児島県 鹿児島高等学校 3年

井上　夏希 埼玉県 埼玉県立川越西高等学校 2年

井上　美和 広島県 広島県立福山明王台高等学校 3年

井之上　桃花 鹿児島県 鹿児島高等学校 3年

井上　悠乃 広島県 広島県立五日市高等学校 3年

伊林　流菜 富山県 富山県立呉羽高等学校 3年

今川　江梨 埼玉県 埼玉県立上尾橘高等学校 2年

今村　七海 熊本県 熊本市立必由館高等学校 3年

今安　天音 兵庫県 兵庫県立北摂三田高等学校 1年

入江　朱音 愛媛県 愛媛県立川之石高等学校 2年

入江　幸 香川県 香川県立高松商業高等学校 2年

岩井　一華 秋田県 秋田県立能代松陽高等学校 3年
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岩田　涼花 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年

岩田　陽聖 岐阜県 美濃加茂高等学校 2年

岩田　理瑚 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 3年

岩本　萌那 埼玉県 本庄東高等学校 1年

犬童　柚菜 熊本県 熊本県立人吉高等学校 2年

宇井　ひより 千葉県 千葉県立長生高等学校 3年

上田　歩 奈良県 奈良県立高田高等学校 2年

上田　久瑠実 千葉県 和洋国府台女子高等学校 2年

植田　菜々花 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年

上田　萌杏 新潟県 新潟県立新津高等学校 2年

上田　莉央奈 埼玉県 本庄東高等学校 1年

上田　澪奈 岩手県 岩手県立福岡高等学校 3年

上谷　絢音 奈良県 奈良県立桜井高等学校 1年

上野　渚 奈良県 奈良県立橿原高等学校 2年

上野　日夏大 千葉県 千葉県立東葛飾高等学校 2年

上原　早貴 沖縄県 沖縄県立浦添高等学校 3年

植松　茅尋 埼玉県 埼玉県立松山女子高等学校 3年

鵜川　七輝 兵庫県 兵庫県立太子高等学校 3年

内田　夏鈴 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島中央高等学校 3年

内田　千尋 岡山県 岡山県立倉敷商業高等学校 3年

内田　有香 宮城県 宮城県白石工業高等学校 3年

内間　真央 沖縄県 沖縄県立小禄高等学校 3年

内海　奈緒 奈良県 奈良県立桜井高等学校 1年

宇土　夢叶 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 2年

有働　理沙 奈良県 奈良県立高田高等学校 3年

宇野　莉々子 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 1年

宇野木　萌子 広島県 広島市立沼田高等学校 2年

馬出　愛三 奈良県 奈良県立桜井高等学校 3年

梅木　遥菜 愛媛県 愛媛県立松山商業高等学校 3年

梅木　望羽 福島県 福島県立会津学鳳高等学校 3年

梅木　優輝音 岩手県 岩手県立北上翔南高等学校 3年

潤間　紫音 千葉県 拓殖大学紅陵高等学校 3年

江川　陽奈子 栃木県 國學院大學栃木高等学校 3年

江川　実可子 兵庫県 兵庫県立兵庫高等学校 2年

江藤　慈彩 福岡県 福岡県立須恵高等学校 3年

江藤　美紀 大分県 大分県立宇佐高等学校 3年

榎田　実来 広島県 広島市立基町高等学校 2年

榎本　茉央 埼玉県 埼玉県立川越女子高等学校 2年
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遠藤　栞 岩手県 盛岡市立高等学校 2年

遠藤　珠羽 岩手県 岩手県立福岡高等学校 1年

遠藤　日向 埼玉県 埼玉県立草加東高等学校 3年

遠藤　麻白 北海道 北海道旭川南高等学校 3年

及川　奈美 岩手県 岩手県立黒沢尻北高等学校 3年

扇柳　海来 岩手県 岩手県立黒沢尻北高等学校 3年

麻植　柚花 徳島県 徳島県立名西高等学校 3年

大石　くるみ 静岡県 浜松学芸高等学校 1年

大内　涼音 広島県 広島県立安西高等学校 2年

大垣　杏奈 富山県 富山県立福岡高等学校 3年

大河原　史帆 群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 3年

大久保　麻依 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

大柴　綾乃 神奈川県 神奈川県立市ケ尾高等学校 2年

大島　愛梨 東京都 大東文化大学第一高等学校 2年

大島　香純 埼玉県 埼玉県立越谷南高等学校 3年

大島　典子 埼玉県 埼玉県立吹上秋桜高等学校 2年

大嶋　碧 埼玉県 埼玉県立越ヶ谷高等学校 1年

大城　涼 大阪府 大阪緑涼高等学校 2年

太田　夏鈴 千葉県 千葉県立船橋法典高等学校 1年

太田　馨子 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

大田　潤 奈良県 奈良県立桜井高等学校 1年

太田　都 神奈川県 神奈川県立市ケ尾高等学校 1年

大谷　実礼 埼玉県 埼玉県立越谷北高等学校 3年

大津　希美 新潟県 新潟県立十日町高等学校 2年

大塚　一玖 新潟県 新潟県立新潟南高等学校 1年

大月　紀子 岡山県 岡山県立笠岡高等学校 2年

大友　芽衣 埼玉県 埼玉県立与野高等学校 3年

大沼　亜雛 北海道 函館白百合学園高等学校 2年

大野　瑠華 徳島県 徳島県立名西高等学校 2年

大日向　萌 千葉県 千葉県立船橋法典高等学校 3年

大平　ののか 滋賀県 滋賀県立甲西高等学校 3年

大平　真帆 広島県 広島県立広島商業高等学校 3年

大湊　十倭子 新潟県 新潟県立三条東高等学校 3年

大宮　青空 岩手県 岩手県立盛岡第二高等学校 3年

大盛　ちひろ 兵庫県 兵庫県立高砂南高等学校 3年

大森　凪紗 岩手県 岩手県立盛岡北高等学校 3年

大矢　琴子 愛知県 愛知高等学校 1年

大山　ひな乃 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 1年
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岡　咲良 北海道 学校法人京都育英館　北海道栄高等学校 2年

岡井　遥楓 香川県 香川県立高松商業高等学校 3年

小笠原　栞 岩手県 岩手県立福岡高等学校 3年

岡田　涼花 新潟県 新潟県立新津南高等学校 2年

岡留　星空 宮崎県 宮崎学園高等学校 2年

岡庭　由依 埼玉県 埼玉県立越ヶ谷高等学校 2年

岡原　海咲 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年

岡部　梨佳 愛媛県 愛媛県立松山商業高等学校 2年

岡村　芽依 千葉県 千葉県立千葉女子高等学校 2年

岡室　真歩 広島県 山陽女学園高等部 3年

岡本　香菜 千葉県 千葉県立成田国際高等学校 3年

小川　奈知 滋賀県 滋賀県立甲西高等学校 2年

小川　柚衣 京都府 京都府立洛西高等学校 2年

荻野　華那 神奈川県 向上高等学校 3年

荻原　菜月 山梨県 山梨県立山梨高等学校 3年

荻原　千晶 埼玉県 本庄東高等学校 2年

奥田　真夕 富山県 富山県立呉羽高等学校 3年

奥津　智穂 宮城県 宮城県石巻高等学校 3年

奥深山　さくら 群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 3年

奥村　咲保 滋賀県 滋賀県立甲西高等学校 3年

小倉　萌未 岐阜県 岐阜県立岐阜農林高等学校 1年

尾﨑　彩音 広島県 広島市立基町高等学校 3年

尾﨑　由佳 千葉県 千葉県立千葉女子高等学校 3年

押切　南歩 千葉県 中央学院高等学校 3年

小田　桃花 広島県 広島市立沼田高等学校 2年

小田切　美沙 千葉県 千葉県立松戸六実高等学校 1年

音成　若菜 佐賀県 佐賀県立伊万里高等学校 3年

小野　碧 千葉県 和洋国府台女子高等学校 2年

小野　郁美 佐賀県 佐賀清和高等学校 3年

小野　響 愛媛県 愛媛県立新居浜東高等学校 2年

小野田　好伽 埼玉県 埼玉県立熊谷女子高等学校 1年

小野寺　桜 兵庫県 兵庫県立高砂南高等学校 3年

小野寺　優唯 岩手県 岩手県立千厩高等学校 2年

小幡　莉央 埼玉県 星野高等学校 3年

尾山　響海 鹿児島県 鹿児島県立武岡台高等学校 2年

小山　美由紀 新潟県 新潟県立新潟商業高等学校 3年

折田　也哉子 鹿児島県 鹿児島高等学校 3年

甲斐谷　彩夏 岩手県 岩手県立盛岡第二高等学校 3年
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笠井　柚季 徳島県 徳島県立名西高等学校 3年

柏木　綾 千葉県 千葉県立柏高等学校 2年

柏木　心 沖縄県 沖縄県立小禄高等学校 1年

加藤　なつき 岐阜県 岐阜県立岐阜北高等学校 3年

加藤　舞 北海道 北海道旭川南高等学校 3年

加藤　優衣 北海道 北海道帯広南商業高等学校 3年

門倉　美優 埼玉県 本庄第一高等学校 3年

金内　彩花 兵庫県 姫路市立琴丘高等学校 2年

金澤　大星 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年

金田　紗弥 北海道 北海道旭川南高等学校 2年

金子　理勢 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 1年

加羽澤　茉由 埼玉県 埼玉県立上尾高等学校 2年

上出　のどか 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 1年

神谷　亜湖 静岡県 静岡県立金谷高等学校 3年

亀井　桜来 香川県 香川県立高松南高等学校 2年

唐沢　彩花 神奈川県 川崎市立幸高等学校 1年

川上　花琉 岩手県 盛岡市立高等学校 3年

川上　裕希 北海道 北海道旭川西高等学校 2年

川口　美衣菜 千葉県 千葉県立我孫子高等学校 2年

川口　優菜 千葉県 千葉県立富里高等学校 3年

川久保　凜々子 高知県 土佐女子高等学校 2年

川頭　彩菜 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

川瀬　七恵 富山県 富山県立富山商業高等学校 3年

河内　梓紗 奈良県 奈良県立郡山高等学校 3年

川端　柚 新潟県 新潟県立新潟南高等学校 3年

川畑　結菜 鹿児島県 鹿児島県立武岡台高等学校 2年

川原　里帆 北海道 北海道松前高等学校 3年

川村　瑞希 京都府 立命館高等学校 3年

河原田　華 新潟県 新潟県立十日町高等学校 3年

神田　真衣 三重県 三重県立久居高等学校 3年

漢那　遥花 徳島県 徳島県立名西高等学校 3年

菊田　丈 神奈川県 横浜市立桜丘高等学校 3年

菊地　果那 埼玉県 埼玉県立上尾高等学校 2年

菊地　海里 大分県 大分高等学校 3年

菊地　ゆな 東京都 大東文化大学第一高等学校 2年

菊地　るな 埼玉県 埼玉県立上尾高等学校 2年

岸　さやか 兵庫県 神戸市立神港橘高等学校 3年

木田　智優 福井県 福井県立若狭高等学校 3年
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北　希歩 広島県 広島市立舟入高等学校 3年

北　海帆 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島中央高等学校 2年

北岡　夢菜 高知県 土佐女子高等学校 1年

北川　紗也佳 岐阜県 岐阜県立大垣西高等学校 3年

北嶋　栞菜 静岡県 浜松学芸高等学校 2年

北舘　雪音 岩手県 岩手県立不来方高等学校 3年

北村　菜々子 岩手県 岩手県立宮古高等学校 2年

北山　和佳 北海道 北海道札幌稲雲高等学校 3年

喜納　怜香 沖縄県 沖縄県立普天間高等学校 3年

木野　心ノ花 熊本県 熊本県立人吉高等学校 2年

木俣　鼓 岐阜県 岐阜県立多治見高等学校 2年

木村　佳鈴 東京都 東京女学館高等学校 2年

木村　紗菜 埼玉県 埼玉県立川越西高等学校 3年

木村　梨乃 静岡県 城南静岡高等学校 3年

木本　七海 広島県 広島市立基町高等学校 2年

吉良　美七海 福岡県 福岡県立柏陵高等学校 2年

桐木　真白 北海道 学校法人京都育英館　北海道栄高等学校 2年

桐生　侑奈 広島県 広島県立呉三津田高等学校 3年

久手堅　ルル花 沖縄県 沖縄県立小禄高等学校 2年

久斗　萌花 兵庫県 兵庫県立須磨東高等学校 2年

國島　明純 静岡県 静岡県立静岡農業高等学校 3年

國吉　美佳 沖縄県 沖縄県立浦添高等学校 3年

窪　彩華 群馬県 群馬県立伊勢崎清明高等学校 3年

久保　いぶき 香川県 英明高等学校 2年

久保田　真緒 岩手県 岩手県立黒沢尻北高等学校 3年

熊田　京香 岐阜県 岐阜県立岐阜北高等学校 3年

倉島　夏未 千葉県 和洋国府台女子高等学校 2年

栗田　奈々香 山形県 山形県立山形西高等学校 3年

栗原　琉真 埼玉県 埼玉県立熊谷工業高等学校 1年

柊山　実緒 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島南高等学校 3年

黒岩　愛 熊本県 熊本県立御船高等学校 3年

黒澤　日菜 埼玉県 埼玉県立熊谷女子高等学校 2年

黒田　美悠 愛媛県 愛媛県立川之石高等学校 3年

桒田　あみ 岡山県 岡山県立笠岡高等学校 3年

源甲斐　美咲 新潟県 新潟県立新潟南高等学校 3年

小新井　希果 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年

小池　未歩 愛知県 金城学院高等学校 1年

小池　佑郁 広島県 広島県立福山明王台高等学校 2年
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小池　亮翔 神奈川県 横浜市立桜丘高等学校 2年

小出　聖来 徳島県 徳島県立名西高等学校 1年

小出　美羽 長野県 長野県塩尻志学館高等学校 3年

神立　理名 埼玉県 埼玉県立川越西高等学校 3年

河野　真奈美 奈良県 奈良県立桜井高等学校 3年

小馬井　夏海 埼玉県 埼玉県立川越西高等学校 3年

興梠　莉桜 熊本県 熊本県立御船高等学校 3年

小久保　沙恵 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島南高等学校 2年

児島　遥 和歌山県 和歌山県立桐蔭高等学校 2年

小島　優 新潟県 新潟県立十日町高等学校 3年

小玉　花菜 福島県 福島県立白河高等学校 3年

小寺　智子 埼玉県 星野高等学校 3年

後藤　ひかり 岩手県 岩手県立黒沢尻北高等学校 2年

後藤　麻里 山形県 山形県立新庄南高等学校 1年

五嶋　美優 千葉県 拓殖大学紅陵高等学校 2年

小西　百々香 奈良県 奈良県立桜井高等学校 1年

小林　彩香 千葉県 中央学院高等学校 3年

小林　寧々 新潟県 新潟県立新潟南高等学校 3年

小林　優花 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年

古原　綾乃 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年

小南　実鈴 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年

権平　結 北海道 北海道石狩翔陽高等学校 2年

近藤　百花 熊本県 熊本市立必由館高等学校 2年

今野　日向子 岩手県 岩手県立黒沢尻北高等学校 3年

齊藤　愛理 岩手県 盛岡白百合学園高等学校 3年

斎藤　日那 埼玉県 本庄第一高等学校 3年

斎藤　陽菜 埼玉県 本庄第一高等学校 3年

佐伯　美優 兵庫県 兵庫県立須磨東高等学校 1年

坂本　渚 埼玉県 埼玉県立越谷西高等学校 1年

櫻井　愛巳 埼玉県 本庄東高等学校 1年

櫻井　萌々 千葉県 習志野市立習志野高等学校 2年

櫻井　凜 千葉県 千葉県立船橋法典高等学校 2年

櫻本　舞花 奈良県 奈良県立五條高等学校 2年

迫田　茉奈 鹿児島県 鹿児島県立武岡台高等学校 3年

佐々木　夏実 埼玉県 埼玉県立川越西高等学校 1年

佐々木　真実 広島県 広島県立日彰館高等学校 3年

佐々木　美結 愛知県 愛知県立安城農林高等学校 2年

佐佐木　唯奈 埼玉県 本庄第一高等学校 2年
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佐々木　有加 岩手県 岩手県立宮古高等学校 3年

笹原　菜々美 千葉県 千葉県立成田国際高等学校 3年

笹原　舞香 宮城県 宮城県石巻高等学校 3年

佐高　由香里 愛知県 愛知県立春日井高等学校 2年

佐藤　愛理 岩手県 岩手県立水沢高等学校 2年

佐藤　朱音 福島県 福島県立白河高等学校 3年

佐藤　綾香 千葉県 千葉県立千葉高等学校 2年

佐藤　花梨 岩手県 岩手県立千厩高等学校 2年

佐藤　琴羽 山形県 山形県立新庄南高等学校 3年

佐藤　さくら 岩手県 岩手県立福岡高等学校 3年

佐藤　利樹 埼玉県 埼玉県立熊谷工業高等学校 2年

佐藤　菜緒 埼玉県 埼玉県立越谷北高等学校 2年

佐藤　柚生 東京都 東京都立深川高等学校 2年

佐藤　来夢 岩手県 岩手県立一関第一高等学校 3年

佐藤　凜乃 兵庫県 兵庫県立上郡高等学校 2年

佐内　柚希 熊本県 熊本市立必由館高等学校 3年

真田　京佳 岐阜県 済美高等学校 2年

澤井　美緒 埼玉県 星野高等学校 3年

塩野　葵彩 新潟県 新潟県立三条東高等学校 2年

志田　磨奈美 新潟県 新潟県立新潟高等学校 2年

篠原　千明 静岡県 静岡県立沼津西高等学校 3年

芝岡　桃菜 兵庫県 兵庫県立明石南高等学校 2年

柴崎　采実 埼玉県 埼玉県立松山女子高等学校 2年

柴田　紗也香 静岡県 静岡県立浜松湖南高等学校 2年

柴田　萌花 千葉県 千葉県立姉崎高等学校 3年

柴原　茉央 岡山県 明誠学院高等学校 3年

澁谷　日茉里 新潟県 新潟県立新発田南高等学校 3年

渋谷　萌乃 千葉県 千葉県立船橋法典高等学校 2年

澁谷　美咲 香川県 香川県立高松西高等学校 3年

嶌　雄大 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

嶋田　実花子 埼玉県 星野高等学校 3年

島田　優美子 東京都 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 1年

島村　凌空 埼玉県 埼玉県立松山高等学校 3年

清水　菜々美 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 1年

清水　南歩 埼玉県 埼玉県立川口東高等学校 1年

清水　美昴 千葉県 千葉県立薬園台高等学校 2年

清水　稜海 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 1年

下沖　愛 宮崎県 宮崎学園高等学校 3年
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下川　綾心 奈良県 奈良県立桜井高等学校 3年

下國　愛葉 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年

下小牧　千尋 鹿児島県 鹿児島県立武岡台高等学校 2年

𠀋達　のん 奈良県 奈良県立桜井高等学校 3年

白石　彩絵 東京都 東京都立深川高等学校 2年

白石　優季 福岡県 福岡県立嘉穂高等学校 3年

白川　陽代莉 茨城県 茨城県立土浦第二高等学校 2年

白澤　彩記 埼玉県 星野高等学校 3年

陣　杏爾 佐賀県 佐賀県立致遠館高等学校 2年

進藤　天真 滋賀県 比叡山高等学校 2年

新里　支愛藍 鹿児島県 鹿児島県立沖永良部高等学校 3年

末松　花菜 福岡県 福岡県立中間髙等学校 2年

須賀　真菜 千葉県 和洋国府台女子高等学校 1年

菅原　万奈 岩手県 岩手県立千厩高等学校 2年

杉澤　菜南 岩手県 盛岡市立高等学校 2年

杉島　聖奈 熊本県 熊本県立御船高等学校 3年

杉村　七絵 福井県 福井県立若狭高等学校 2年

鈴木　葵 千葉県 中央学院高等学校 2年

鈴木　彩花 千葉県 千葉県立千葉高等学校 2年

鈴木　来亜 千葉県 千葉県立大原高等学校 1年

鈴木　彩喜 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年

鈴木　沙都 香川県 香川県立高松西高等学校 3年

鈴木　稔実 東京都 大東文化大学第一高等学校 3年

鈴木　日菜 神奈川県 神奈川県立市ケ尾高等学校 2年

鈴木　円花 埼玉県 埼玉県立鴻巣女子高等学校 3年

鈴木　萌々春 千葉県 拓殖大学紅陵高等学校 3年

鈴木　麗香 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 1年

関川　絢香 千葉県 中央学院高等学校 3年

関谷　らん乃 岐阜県 岐阜県立岐阜北高等学校 2年

善福　真夢 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島中央高等学校 2年

相馬　ののか 新潟県 新潟県立新潟江南高等学校 1年

副島　海美 佐賀県 佐賀県立鹿島高等学校 2年

高井　雨音 千葉県 千葉県立船橋法典高等学校 3年

高崎　莉奈 香川県 香川県立高松桜井高等学校 2年

髙島　美咲 埼玉県 埼玉県立熊谷女子高等学校 2年

高瀬　遥 埼玉県 埼玉県立松山女子高等学校 2年

高田　彩羽 埼玉県 埼玉県立大宮高等学校 2年

高綱　彩音 岐阜県 飛騨学園高山西高等学校 1年
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髙梨　友香 千葉県 千葉県立君津商業高等学校 2年

髙橋　彩香 兵庫県 兵庫県立須磨東高等学校 3年

髙橋　うらら 宮城県 宮城県涌谷高等学校 2年

髙橋　夏純 山形県 山形県立酒田西高等学校 3年

髙橋　沙妃 岩手県 岩手県立黒沢尻北高等学校 2年

高畑　歩生 福井県 仁愛女子高等学校 2年

髙松　里佳 広島県 広島県立大門高等学校 2年

田鎖　愛菜 岩手県 岩手県立北上翔南高等学校 1年

竹内　渚紗 滋賀県 滋賀県立甲西高等学校 3年

竹内　渚 埼玉県 埼玉県立川越西高等学校 1年

竹内　美祐 広島県 広島市立沼田高等学校 2年

竹越　彩花 埼玉県 埼玉県立熊谷女子高等学校 2年

竹下　みなみ 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

竹ノ下　ゆり 鹿児島県 鹿児島純心女子高等学校 3年

武谷　咲季 福岡県 福岡県立嘉穂高等学校 2年

竹谷　みどり 岩手県 岩手県立宮古高等学校 3年

田重田　はるか 鹿児島県 鹿児島県立伊集院高等学校 3年

多田　朱良 埼玉県 埼玉県立上尾高等学校 2年

多田　福望 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校 3年

多田　まりや 岩手県 岩手県立水沢高等学校 2年

立川　絢稀 新潟県 新潟県立新潟江南高等学校 3年

舘澤　智子 岩手県 岩手県立盛岡第三高等学校 3年

田中　葵 大阪府 大阪緑涼高等学校 2年

田中　杏采 新潟県 新潟県立新潟高等学校 2年

田中　杏実 兵庫県 兵庫県立須磨東高等学校 3年

田中　華純 広島県 広島県立五日市高等学校 2年

田中　奏衣 福岡県 福岡県立修猷館高等学校 2年

田中　萌 新潟県 新潟県立新潟高等学校 2年

田中　瑠安 熊本県 熊本県立八代清流高等学校 1年

田辺　心海 新潟県 新潟県立新潟商業高等学校 3年

田辺　萌恵 神奈川県 横浜市立桜丘高等学校 3年

谷松　綾菜 埼玉県 埼玉県立熊谷女子高等学校 1年

谷山　七海 静岡県 静岡県立金谷高等学校 3年

種子田　桃子 鹿児島県 鹿児島県立武岡台高等学校 3年

田之畑　奈保子 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島南高等学校 2年

田場　陽南子 沖縄県 沖縄県立小禄高等学校 3年

玉森　夏都 沖縄県 沖縄県立小禄高等学校 2年

田村　涼馬 広島県 広島市立基町高等学校 2年
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千葉　明日香 岩手県 岩手県立一関第二高等学校 2年

千葉　宏矛 岩手県 岩手県立千厩高等学校 3年

千原　優菜 千葉県 千葉県立成田国際高等学校 3年

茶屋野　愛美 熊本県 熊本市立必由館高等学校 3年

中條　咲季 香川県 香川県立高松商業高等学校 1年

塚原　ひなた 千葉県 和洋国府台女子高等学校 1年

塚本　早紀 兵庫県 兵庫県立上郡高等学校 3年

辻内　和佳 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年

土屋　真樹 埼玉県 星野高等学校 2年

堤　風夏 奈良県 奈良県立郡山高等学校 2年

堤　桜香 徳島県 徳島県立徳島商業高等学校 2年

角田　実李 群馬県 群馬県立前橋南高等学校 2年

鶴田　未来 鹿児島県 鹿児島県立武岡台高等学校 3年

手島　千奈 和歌山県 和歌山県立紀央館高等学校 3年

手塚　望絵 茨城県 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 2年

寺島　楓 福島県 福島県立修明高等学校 3年

寺田　好花 広島県 広島県立尾道北高等学校 3年

寺田　芙実 奈良県 奈良県立桜井高等学校 3年

寺本　智香 和歌山県 和歌山県立桐蔭高等学校 2年

田頭　真愛 岩手県 岩手県立盛岡第三高等学校 3年

樋沢　依吹 岩手県 岩手県立盛岡第二高等学校 2年

東條　羽菜 福岡県 福岡県立嘉穂高等学校 2年

戸川　萌 新潟県 新潟県立新津高等学校 2年

時田　一葵 千葉県 拓殖大学紅陵高等学校 2年

德永　弥春 広島県 広島市立舟入高等学校 3年

利根川　ひとみ 埼玉県 埼玉県立朝霞高等学校 3年

都丸　優衣 群馬県 群馬県立伊勢崎清明高等学校 2年

冨永　しいな 福岡県 福岡県立嘉穂高等学校 3年

富山　くるみ 埼玉県 埼玉県立越ヶ谷高等学校 3年

留村　紗耶 香川県 香川県立高松商業高等学校 1年

鳥越　成美 千葉県 千葉市立稲毛高等学校 3年

内藤　文乃 新潟県 新潟明訓高等学校 2年

内藤　夢羽 埼玉県 埼玉県立越ヶ谷高等学校 2年

中井　希 三重県 三重県立川越高等学校 3年

中尾　優里 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年

中川　奈々 奈良県 奈良県立高田高等学校 3年

長崎　くるみ 北海道 北海道札幌稲雲高等学校 1年

中里　天音 岩手県 岩手県立福岡高等学校 3年
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長澤　尚 富山県 富山県立福岡高等学校 1年

中島　采音 広島県 広島県立五日市高等学校 1年

中嶋　咲 神奈川県 神奈川県立市ケ尾高等学校 2年

中嶌　夏 岩手県 岩手県立福岡高等学校 3年

長島　未空 埼玉県 埼玉県立草加東高等学校 2年

中嶋　美月 北海道 北海道札幌稲雲高等学校 3年

中島　萌寧 福井県 福井県立高志高等学校 2年

中島　桃李 千葉県 拓殖大学紅陵高等学校 3年

中園　広子 鹿児島県 鹿児島県立武岡台高等学校 3年

中田　明日美 埼玉県 埼玉県立上尾高等学校 2年

長門　桃子 広島県 広島県立五日市高等学校 3年

中堂園　美羽 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島南高等学校 2年

中西　希 北海道 北海道室蘭東翔高等学校 1年

中西　風歌 富山県 富山県立呉羽高等学校 2年

中西　美羽 北海道 北海道広尾高等学校 3年

中西　友梨花 三重県 三重県立川越高等学校 2年

中野　木の葉 広島県 広島県立五日市高等学校 3年

中野　晴菜 熊本県 熊本県立熊本商業高等学校 3年

長野　優香 大分県 大分高等学校 3年

中狭　文歌 福岡県 福岡県立修猷館高等学校 1年

長松　芽吹 徳島県 徳島県立名西高等学校 2年

中村　文香 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 2年

中村　麻梨香 岩手県 岩手県立盛岡北高等学校 3年

中村　萌那 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島中央高等学校 3年

中村　優衣 千葉県 千葉県立松戸馬橋高等学校 1年

中山　心路 千葉県 志学館高等部 2年

中山　七海 北海道 北海道石狩翔陽高等学校 3年

中山　真緒 新潟県 新潟県立新潟南高等学校 2年

長山　瑞穂 埼玉県 本庄東高等学校 1年

永吉　向日葵 佐賀県 佐賀県立鹿島高等学校 2年

那須　知夏 熊本県 熊本県立御船高等学校 3年

浪岡　なつの 岩手県 岩手県立盛岡第二高等学校 3年

楢﨑　帆夏 東京都 東京都立鷺宮高等学校 3年

成田　真緒 秋田県 秋田県立能代松陽高等学校 3年

南部　彩華 宮城県 宮城県涌谷高等学校 2年

新名　美佐 宮崎県 宮崎学園高等学校 3年

新名　悠生 滋賀県 滋賀県立栗東高等学校 3年

西　那月 滋賀県 滋賀県立甲西高等学校 2年
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西　美咲 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島中央高等学校 3年

西江　遥 和歌山県 和歌山県立和歌山工業高等学校 1年

西尾　彩音 千葉県 千葉県立千葉女子高等学校 3年

西岡　紀々香 兵庫県 兵庫県立神戸甲北高等学校 3年

西川　愛奏 広島県 山陽女学園高等部 2年

錦織　茜音 千葉県 拓殖大学紅陵高等学校 2年

西坂　琴美 愛媛県 愛媛県立松山東高等学校 2年

西田　彩花 東京都 安部学院高等学校 3年

西野　心都 岡山県 岡山県立倉敷天城高等学校 3年

西野　有希 熊本県 熊本県立人吉高等学校 3年

新田　莉子 広島県 広島市立舟入高等学校 2年

韮澤　未来 新潟県 新潟明訓高等学校 3年

庭月野　紗帆 香川県 香川県立高松商業高等学校 1年

沼江　美帆 徳島県 徳島県立名西高等学校 3年

根本　英実 新潟県 中越高等学校 1年

納所　杏莉 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 2年

野中　華和 熊本県 熊本県立牛深高等学校 3年

野見山　七海 福岡県 福岡県立嘉穂高等学校 3年

野村　明莉 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 2年

野村　奈緒 新潟県 新潟県立新潟南高等学校 2年

榛原　萌 埼玉県 星野高等学校 3年

萩原　柚希 兵庫県 兵庫県立北摂三田高等学校 3年

橋口　和奈 鹿児島県 鹿児島高等学校 3年

橋本　あさひ 茨城県 茨城県立土浦第二高等学校 2年

橋本　充史 千葉県 千葉県立千葉高等学校 3年

橋本　歩実 北海道 学校法人京都育英館　北海道栄高等学校 2年

橋本　花薫 北海道 北海道札幌稲雲高等学校 3年

橋本　咲悠 北海道 北海道札幌稲雲高等学校 2年

橋本　唯 奈良県 奈良県立橿原高等学校 3年

蓮見　萌 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 3年

服部　みゆき 新潟県 新潟県立新潟江南高等学校 2年

花岡　栄美 埼玉県 埼玉県立上尾橘高等学校 3年

花岡　小羽 岡山県 岡山県立笠岡高等学校 2年

馬場　星南 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

馬場　桃香 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校 2年

濱松　千有里 岐阜県 岐阜県立岐阜北高等学校 3年

早川　穂奈美 岩手県 岩手県立一戸高等学校 2年

林　美佳 奈良県 奈良県立奈良北高等学校 2年
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羽山　和輝 千葉県 千葉県立船橋法典高等学校 1年

原　優花 福岡県 福岡市立福岡西陵高等学校 3年

原田　美咲 岡山県 明誠学院高等学校 2年

原田　侑美 静岡県 城南静岡高等学校 3年

晴山　里菜 岩手県 岩手県立盛岡商業高等学校 2年

東　美穂 広島県 広島県立福山葦陽高等学校 2年

日髙　柚奈 兵庫県 兵庫県立明石南高等学校 3年

日野　愛果理 宮城県 宮城県石巻高等学校 3年

冷清水　咲希 岩手県 岩手県立盛岡第二高等学校 3年

日山　翔太 岩手県 岩手県立北上翔南高等学校 3年

樋山　遥 北海道 北海道旭川西高等学校 2年

平井　香菜子 埼玉県 埼玉県立越谷西高等学校 1年

平井　こころ 埼玉県 埼玉県立越谷南高等学校 3年

平田　優奈 奈良県 奈良県立桜井高等学校 3年

平野　千尋 千葉県 千葉県立東葛飾高等学校 3年

平山　瑞葵 熊本県 熊本県立人吉高等学校 2年

廣瀬　文華 北海道 北海道帯広南商業高等学校 3年

廣田　梢子 岡山県 明誠学院高等学校 2年

廣津　義史 千葉県 千葉県立国府台高等学校 3年

弘松　詩 福岡県 福岡県立修猷館高等学校 1年

深草　凜 福岡県 福岡県立小倉西高等学校 2年

深谷　緑 富山県 富山県立呉羽高等学校 2年

福崎　南 新潟県 中越高等学校 3年

福士　朋 岩手県 盛岡市立高等学校 2年

福島　華蓮 福岡県 福岡市立福岡西陵高等学校 3年

福島　美希 埼玉県 埼玉県立熊谷女子高等学校 3年

福田　可愛 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年

福田　実莉 香川県 香川県立高松西高等学校 3年

福留　美希 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島南高等学校 3年

福屋　綾菜 埼玉県 埼玉県立川越女子高等学校 2年

福山　詩織 鹿児島県 鹿児島純心女子高等学校 2年

藤井　亜衣莉 広島県 広島県立福山明王台高等学校 2年

藤井　歩音 奈良県 奈良県立奈良北高等学校 3年

藤井　ひより 広島県 山陽女学園高等部 3年

藤井　莉央奈 広島県 広島県立福山葦陽高等学校 2年

藤木　姫菜 奈良県 奈良県立五條高等学校 3年

藤木　美羽 奈良県 奈良県立桜井高等学校 3年

藤田　里奈 東京都 東京都立深川高等学校 3年
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藤田　琉梨 岩手県 盛岡市立高等学校 2年

藤野戸　里咲 北海道 北海道旭川南高等学校 2年

伏見　菜穂 静岡県 静岡県立静岡農業高等学校 3年

藤本　敦尋 神奈川県 神奈川県立大和南高等学校 2年

藤本　夏帆 神奈川県 神奈川県立市ケ尾高等学校 2年

藤本　りさ 徳島県 徳島県立名西高等学校 3年

藤原　由衣 岡山県 岡山県立倉敷天城高等学校 3年

渕上　遥南 熊本県 熊本県立御船高等学校 1年

船戸　乃綾 埼玉県 埼玉県立松山女子高等学校 2年

船砥　輝 岩手県 岩手県立高田高等学校 3年

舩山　美琴 和歌山県 和歌山県立神島高等学校 3年

古川　理々香 広島県 広島県立安西高等学校 1年

古庄　亜衣 佐賀県 佐賀県立致遠館高等学校 3年

古舘　愛莉 岩手県 岩手県立盛岡商業高等学校 3年

古谷　みか 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 2年

古脇　妃音 愛知県 愛知県立東海商業高等学校 2年

北條　あかり 千葉県 習志野市立習志野高等学校 1年

星　こゆき 宮城県 宮城県柴田高等学校 1年

星野　美紀 埼玉県 埼玉県立富士見高等学校 3年

發知　侑奈 埼玉県 星野高等学校 3年

堀　聖深 岐阜県 岐阜県立岐阜農林高等学校 2年

堀　美咲 北海道 北海道松前高等学校 3年

本田　にこ 新潟県 新潟県立新発田南高等学校 2年

本間　美帆 千葉県 拓殖大学紅陵高等学校 3年

前川　雪乃 東京都 大東文化大学第一高等学校 2年

前田　愛 熊本県 熊本県立八代清流高等学校 3年

前田　光瑠 埼玉県 埼玉県立越谷西高等学校 1年

前田　真実 香川県 香川県立高松商業高等学校 1年

巻島　夢未 埼玉県 埼玉県立越谷西高等学校 2年

増子　風香 茨城県 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 2年

升田　優希 福岡県 福岡県立嘉穂高等学校 3年

間瀬　詩音 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年

松井　桜夜 群馬県 群馬県立伊勢崎清明高等学校 3年

松浦　花実 広島県 広島県立福山明王台高等学校 2年

松尾　健太郎 岩手県 岩手県立盛岡北高等学校 3年

松尾　真奈 新潟県 新潟県立新潟高等学校 2年

松岡　泉里 広島県 広島県立五日市高等学校 2年

松﨑　由芽 埼玉県 埼玉県立熊谷女子高等学校 2年
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松下　歩実 静岡県 静岡県立三島北高等学校 3年

松下　紗彩 奈良県 奈良県立桜井高等学校 1年

松田　彩菜 山形県 山形県立酒田西高等学校 3年

松永　百香 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 2年

松葉瀬　綾華 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島南高等学校 2年

松原　明音 埼玉県 埼玉県立川口東高等学校 3年

松房　杏実 和歌山県 和歌山県立向陽高等学校 1年

松丸　夏花 千葉県 千葉県立市川昴高等学校 1年

松村　佳保 熊本県 熊本県立人吉高等学校 3年

松村　ひなた 熊本県 熊本市立必由館高等学校 2年

松本　夏波 福島県 福島県立郡山商業高等学校 3年

松本　光生 栃木県 國學院大學栃木高等学校 3年

松本　帆之美 和歌山県 和歌山県立桐蔭高等学校 2年

松本　柚紀 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年

松山　由梨奈 奈良県 奈良県立桜井高等学校 3年

的場　琴海 和歌山県 和歌山市立和歌山高等学校 1年

丸岡　絢 福岡県 福岡県立修猷館高等学校 2年

丸山　優羽 新潟県 新潟県立新潟江南高等学校 2年

三浦　真治 神奈川県 向上高等学校 3年

三浦　武 大分県 大分高等学校 2年

三浦　結奈 秋田県 秋田県立能代松陽高等学校 3年

三浦　友湧花 埼玉県 埼玉県立越谷西高等学校 1年

三浦　莉紗子 岩手県 岩手県立盛岡第三高等学校 3年

三浦　玲奈 岩手県 岩手県立福岡高等学校 3年

三神　杏友 千葉県 千葉県立国府台高等学校 3年

三上　心寧 埼玉県 星野高等学校 2年

三木　望未 香川県 香川県立志度髙等学校 3年

水上　夏菜 大阪府 大阪府立高津高等学校 2年

水口　さくら 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年

水谷　郁美 岐阜県 岐阜県立大垣西高等学校 3年

水野　愛望 広島県 広島市立沼田高等学校 3年

水原　百香 熊本県 熊本県立上天草高等学校 2年

水本　若菜 岩手県 岩手県立盛岡南高等学校 2年

三谷　彩乃 奈良県 奈良県立五條高等学校 2年

光永　琴里 熊本県 熊本県立人吉高等学校 3年

三橋　奈於 埼玉県 武南高等学校 3年

三村　桃音 埼玉県 埼玉県立鴻巣女子高等学校 1年

皆川　佳菜 山形県 山形県立新庄南高等学校 2年
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南　千尋 香川県 香川県立高松南高等学校 2年

南　佑奈 岡山県 明誠学院高等学校 3年

南野　友里 岩手県 盛岡市立高等学校 2年

蓑島　ほたか 長野県 長野県塩尻志学館高等学校 3年

宮　莉理華 岩手県 岩手県立盛岡第二高等学校 3年

宮川　侍門 岩手県 岩手県立北上翔南高等学校 3年

宮川　嵩広 千葉県 千葉県立長生高等学校 3年

宮川　桃歌 埼玉県 埼玉県立草加西高等学校 2年

宮城　知佐 熊本県 熊本市立必由館高等学校 1年

宮城　蘭 沖縄県 沖縄県立小禄高等学校 1年

三宅　唯菜 兵庫県 兵庫県立上郡高等学校 3年

三宅　莉子 北海道 北海道帯広柏葉高等学校 3年

宮﨑　葵 北海道 北海道芽室高等学校 3年

宮崎　彩香 佐賀県 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 2年

宮﨑　千湖 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 2年

宮崎　海空 佐賀県 佐賀県立鹿島高等学校 2年

宮地　奏帆 岡山県 岡山県立倉敷天城高等学校 3年

宮路　美幸 新潟県 新潟県立新潟南高等学校 3年

宮地　愛 香川県 香川県立高松北高等学校 3年

宮下　莉緒 新潟県 新潟県立新井高等学校 1年

宮瀬　圭人 三重県 三重県立久居高等学校 3年

宮田　愛菜 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島中央高等学校 3年

宮田　朱音 埼玉県 埼玉県立熊谷女子高等学校 1年

宮田　真利亜 愛知県 愛知県立東海商業高等学校 2年

宮地　沙弥 広島県 広島県立福山明王台高等学校 3年

宮原　英里 熊本県 熊本県立人吉高等学校 3年

宮道　歩花 北海道 北海道室蘭東翔高等学校 2年

宮脇　桜子 岡山県 岡山県立岡山芳泉高等学校 3年

三好　真央 北海道 学校法人京都育英館　北海道栄高等学校 3年

武藤　なみえ 三重県 三重県立川越高等学校 2年

村上　愛華 愛媛県 愛媛県立今治東中等教育学校 4年

村上　絵莉菜 大分県 大分高等学校 2年

村上　琴音 広島県 広島市立舟入高等学校 2年

村上　和佳歩 富山県 富山県立富山商業高等学校 3年

村木　明日香 岩手県 岩手県立盛岡北高等学校 2年

村田　葵 埼玉県 埼玉県立草加東高等学校 3年

村松　怜 静岡県 浜松学芸高等学校 1年

目黒　真衣 岐阜県 岐阜県立岐阜北高等学校 3年
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望月　楽人 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年

茂木　菖 宮城県 宮城県白石高等学校 3年

森　栞奈 広島県 広島市立基町高等学校 3年

森　千尋 福岡県 久留米市立南筑高等学校 2年

森　那奈 埼玉県 埼玉県立与野高等学校 2年

森　唯那 大分県 大分県立竹田高等学校 3年

森岡　遥香 鹿児島県 鹿児島県立武岡台高等学校 2年

森岡　優衣 広島県 広島県立日彰館高等学校 2年

森﨑　捺未 富山県 富山県立呉羽高等学校 3年

森澤　美羽 福岡県 福岡市立福岡西陵高等学校 2年

森島　眞奈 静岡県 静岡県立浜北西高等学校 3年

森田　雛乃 埼玉県 埼玉県立川越西高等学校 1年

森永　晶 新潟県 新潟県立新潟南高等学校 3年

森本　真菜 茨城県 茨城県立牛久栄進高等学校 3年

森本　愛未 和歌山県 和歌山県立紀央館高等学校 2年

森本　怜華 和歌山県 和歌山県立紀央館高等学校 2年

守屋　りりか 岡山県 岡山県立倉敷商業高等学校 3年

森山　芽衣 広島県 広島市立基町高等学校 2年

森山　優奈 千葉県 千葉県立我孫子高等学校 3年

安江　菜津 岐阜県 岐阜県立岐阜各務野高等学校 2年

安田　愛梨 埼玉県 埼玉県立杉戸高等学校 2年

安田　朋花 静岡県 静岡県立浜松湖南高等学校 2年

安田　佑子 岐阜県 岐阜県立大垣西高等学校 3年

谷地　希望 岩手県 盛岡市立高等学校 3年

柳　ひかる 新潟県 新潟県立十日町高等学校 2年

柳澤　玲那 和歌山県 和歌山県立紀央館高等学校 3年

山岡　美友 静岡県 静岡県立浜北西高等学校 1年

山川　渚紗 熊本県 熊本市立必由館高等学校 2年

山口　陽依 千葉県 中央学院高等学校 3年

山口　桃子 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 2年

山口　莉久 埼玉県 本庄第一高等学校 3年

山﨑　玲美 埼玉県 大宮開成高等学校 2年

山下　栞緒里 神奈川県 川崎市立高津高等学校 2年

山田　和紗 佐賀県 佐賀県立鹿島高等学校 2年

山田　華蓮 岡山県 岡山県立倉敷商業高等学校 3年

山田　真央 愛媛県 愛媛県立新居浜東高等学校 3年

山田　梨乃 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 1年

山田　和奏 宮城県 宮城県白石工業高等学校 1年
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大和　千華 群馬県 群馬県立伊勢崎清明高等学校 3年

山野内　彩紀 千葉県 千葉県立千葉女子高等学校 3年

山之内　優希 愛媛県 愛媛県立東温高等学校 3年

山本　歩実 東京都 大東文化大学第一高等学校 3年

山本　恵香 熊本県 熊本県立御船高等学校 3年

山本　浩大 奈良県 奈良県立高田高等学校 3年

山本　美空 徳島県 徳島県立名西高等学校 1年

山本　実穂 茨城県 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 3年

山本　悠莉 熊本県 熊本県立人吉高等学校 2年

湯上　晴香 福井県 福井県立若狭高等学校 3年

行武　心香 大分県 大分高等学校 2年

湯瀨　愛弓 兵庫県 兵庫県立兵庫高等学校 2年

與儀　美羽 沖縄県 沖縄県立小禄高等学校 3年

横路　梨央 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島南高等学校 3年

横谷　優海 奈良県 奈良県立橿原高等学校 2年

横山　藍 新潟県 新潟県立新津南高等学校 3年

横山　実紅 広島県 広島県立福山明王台高等学校 3年

吉川　乃蒼 奈良県 奈良県立橿原高等学校 1年

𠮷川　瑠璃子 埼玉県 本庄東高等学校 1年

吉田　美咲 福井県 仁愛女子高等学校 3年

吉富　優花 佐賀県 佐賀県立伊万里高等学校 2年

吉村　佳香 奈良県 奈良県立郡山高等学校 1年

𠮷村　寧々 広島県 広島県立安西高等学校 3年

吉山　知佐 広島県 広島市立舟入高等学校 3年

依田　優奈佳 福岡県 福岡県立中間髙等学校 3年

和田　美紀 香川県 香川県立志度髙等学校 3年

渡辺　甘奈 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年

渡部　桃子 埼玉県 埼玉県立久喜高等学校 3年

渡部　莉々 北海道 北海道札幌稲雲高等学校 3年
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