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内閣総理大臣賞
ｺｰｺﾗﾝ ﾏｰｸ ﾎﾞｲﾄﾞ 健太　温もりの日差し 埼玉県 本庄第一高等学校 3年

文部科学大臣賞
ｸﾄﾞﾘｯｸ 華子 ペトリコール 熊本県 ルーテル学院高等学校 3年

外務大臣賞
庄田 梨花 愉快な嘴広鸛 埼玉県 埼玉県立進修館高等学校 3年

東京都知事賞
小山 紗代 Realize 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 3年

世界芸術文化振興協会名誉会長賞
橋本 実佳 NO MORE SMOKE 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3月卒

世界芸術文化振興協会会長賞
森本 麻楠 私の日常 埼玉県 埼玉県立越生高等学校 3年

全国高等学校美術工芸教育研究会賞
藏滿 明翔 日本人－２０１５－Ⅰ 鹿児島県 鹿児島県立松陽高等学校 3年

毎日新聞社賞
福田 あい 恋する乙女のオノマトペ 大分県 大分県立高田高等学校 3月卒

日刊スポーツ

新聞社賞
赤木 秀明　生命の共存～同じ呼吸をする者よ～ 岡山県 明誠学院高等学校 3年

報知新聞社賞
花尻 佳奈 美術制作室 和歌山県 和歌山県立紀央館高等学校 3年

スポーツニッポン

新聞社賞
大賀 美緒 妹 岡山県 明誠学院高等学校 2年

サンケイスポーツ賞
瀬能 翔太 夜鳥 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

デイリースポーツ賞
川内 美佳 時～重なる空間 和歌山県 和歌山県立神島高等学校 3年

東京スポーツ新聞社賞
木村 美和 Himitsu 愛媛県 愛媛県立今治北高等学校 3年

優秀賞
及川 寿美玲 地層 宮城県 宮城県佐沼高等学校 3年
鈴木 大貴 予兆 愛知県 東邦高等学校 3年
宮崎 七望 未来への想い 群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 2年
森岡 昌史 生 愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 3年
吉田 紫穂 扉を開ける時 熊本県 熊本県立第二高等学校 2年

秀作賞
石丸 圭汰 存在のありかた 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年
金子 光世 賢い手 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年
城戸 彩夏 春の訪れ 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年
櫻井 彩夏 静かな叫び 東京都 東京都立大泉桜高等学校 3年
塩谷 朋美 水槽 東京都 東京都立本所高等学校 3年
田村 帆乃香
関 彩莉

幼き少女 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年

戸塚 千尋 止考 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 3年
松井 菜那 １７歳 群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 2年
矢野 愛優菜 想 愛媛県 済美高等学校 2年
横田 実奈 遊泳 愛知県 愛知県立蒲郡高等学校 3年

奨励賞
相澤 春香 エンターテイナー 埼玉県 埼玉県立坂戸高等学校 2年
會津 実香 牛車 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年
赤澤 佳南 幸せ 岡山県 明誠学院高等学校 2年
赤星 岳 秋風 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 2年
秋山 いずみ 侵略者 山梨県 山梨県立甲府第一高等学校 3年
麻生 菜月 to you 鹿児島県 鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校 2年
安倍 薫 愛を詰める 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年
新井 愛奈 red roof 東京都 東京都立若葉総合高等学校 3月卒
安齊 まりな 桃源郷 神奈川県 神奈川県立横浜桜陽高等学校 3年
井関 七穂 十二 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 3年
磯部 凪沙 悠遠 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3月卒
板垣 那実 旋律 岩手県 岩手県立一戸高等学校 3年
伊藤 華純 ネビュラと私 静岡県 浜松学芸高等学校 3年
犬竹 結花 cell 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3月卒
入澤 友香 STOP THE EXTINCTION 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 2年

第16回 高校生国際美術展ー美術ー　入賞者・団体賞



2 ページ

第16回 高校生国際美術展ー美術ー　入賞者・団体賞
岩井 さやか JAPONISME 愛媛県 松山東雲中学・高等学校 2年
岩藤 沙樹 Book 岡山県 明誠学院高等学校 3年
内田 大晟 呼吸する街 愛知県 愛知産業大学三河高校 3年
内田 貴志 錯誤思考 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 2年
宇根 ちさと 誰もいない教室 東京都 国立筑波大学附属高等学校 3年
及川 佳穂 風神・雷神・つむ神 岩手県 岩手県立水沢高等学校 2年
大木 万由 浮遊 愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 3年
大髙 蒼生 花蝕病 千葉県 千葉県立松戸国際高等学校 3年
大野 李英 無明 静岡県 浜松学芸高等学校 3年
大場 風花 兄 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年
大橋 理未 火宅 埼玉県 埼玉県立坂戸高等学校 3年
岡﨑 あずさ 渦巻く鱗 宮城県 宮城県仙台二華高等学校 2年
岡﨑 優太 飛脚 岡山県 明誠学院高等学校 3月卒
岡田 奈津実 祖父の仕事道具 和歌山県 和歌山県立紀央館高等学校 2年
岡部 珠里 小麦畑に想いを寄せて 愛媛県 愛媛県立今治西高等学校 3年
岡本 智帆 中庭 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年
岡本 陽介 You kｎow that my 静岡県 浜松学芸高等学校 3年
小川 智之
山下 和人
染谷 健太

手 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

小﨑 絢加 空 青森県 八戸工業大学第二高等学校 3年
小野 あいり 止まる時間 静岡県 静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校 2年
小美濃 知世 ねえ 長野県 長野市立長野高等学校 3年
加藤 秀 丑 埼玉県 埼玉県立浦和高等学校 3年
金子 光 海神 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年
兼武 小雛 向上 神奈川県 横浜隼人高等学校 2年
川畑 聡美 流転の日々 神奈川県 横浜隼人高等学校 2年
川又 麻由 Look me ! 埼玉県 埼玉県立坂戸高等学校 2年
菊池 十喜子 ハエとシバザクラ 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校 2年
北神 陽子 真夜中の経験 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 3年
木村 大祐 女子高生パンデミック 静岡県 浜松学芸高等学校 3年
高 仙花 ココア 東京都 東京朝鮮中高級学校 3年
越田 悠生佳 雑魚の魚交じり 岩手県 岩手県立宮古高等学校 3年
越野 朋美 記憶 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年
後藤 芙友 照 千葉県 千葉県立松戸国際高等学校 2年
後藤 由衣奈 不干渉＋自己防衛＝孤立主義 大分県 大分県立高田高等学校 3月卒
小林 加奈 たまゆら 静岡県 静岡大成高等学校 3年
小林 千優 兎景 埼玉県 埼玉県立坂戸高等学校 3年
境 菜緒 私へ 富山県 富山第一高等学校 3月卒
相良 ありさ 射抜く覚悟 鹿児島県 鹿児島県立松陽高等学校 3年
櫻井 萌香 静物 千葉県 千葉県立松戸高等学校 3月卒
佐々木 彩乃 ホームスパン推奨ポスター 岩手県 岩手県立盛岡北高等学校 2年
塩谷 悠斗 船上 和歌山県 和歌山県立紀央館高等学校 3年

篠原 愛莉
お菓子な妖精
～私をどうぞ召し上がれ～

徳島県 徳島県立城南高等学校 3年

清水 葉利 光る風 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年
白井 彩葉子 季節を通して観える表情 東京都 東京都立若葉総合高等学校 3年
菅 真彩 コントラバスと少女 兵庫県 兵庫県立洲本高等学校 3年
杉森 美波 至福のとき 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 2年
鈴木 菜桜 可能性 東京都 東京都立小松川高等学校 3年
鈴木 比奈子 imagination 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 2年
瀬戸尾 葵 春 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年
瀧本 夕貴 化石の大樹 北海道 北海道静内高等学校 3年
武田 里美 はる 東京都 東京都立両国高等学校 2年
多田 実穂 Camellia ～椿～ 愛知県 光ヶ丘女子高等学校 3年
田中 優里奈 宿借り 東京都 潤徳女子高等学校 3年
田原 志織 源氏香 東京都 国本女子高等学校 3年
玉城 穂波 傍ら 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 3年
玉木 芽育 はりつく 北海道 北海道大麻高等学校 3年
千木良 彩夏 ０の肖像 群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 2年
堤 史織 私 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 2年
敦賀 美咲 ようこそ 北海道 北海道大麻高等学校 2年
處 友香 呼吸 愛媛県 愛媛県立小松高等学校 3年
利岡 由里奈 乙女心 宮崎県 宮崎学園高等学校 2年
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冨田 真帆 足跡 青森県 八戸工業大学第二高等学校 3年
永井 舞代 静物 愛媛県 済美高等学校 2年
中嶋 海智 vertical society 宮崎県 宮崎日本大学高等学校 2年
中村 里穂子 自由でありたい 東京都 東京都立若葉総合高等学校 3月卒
永山 笑 朝の道 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 2年
名座 昌美 部屋に流れる光 岡山県 明誠学院高等学校 3年
西澤 佳蓮 エーミールへ 北海道 北海道札幌稲雲高等学校 3年
丹羽 美緒 シクラメン 千葉県 千葉県立松戸六実高等学校 2年
野原 美咲 金魚の世界２ 福岡県 真颯館高等学校 3年
野間 凌太 lack 長崎県 長崎日本大学高等学校 3年
林田 彩乃 everyday  JK 大分県 大分県立大分豊府高等学校 3年
原田 強 綻び 静岡県 静岡大成高等学校 3月卒
原田 未知 いつかは 東京都 東京都立若葉総合高等学校 3年
張田 麻菜美 外は明るい 岡山県 明誠学院高等学校 3年
久野 梨々果 cerulean blue 長崎県 長崎県立佐世保東翔高等学校 3年
肥田 千紘 Sushi 千葉県 千葉県立松戸国際高等学校 3年
平井 綜一郎 午後の風景 東京都 東京都立両国高等学校 2年
日和佐 麻子 眼差 愛媛県 済美高等学校 2年
渕上 葵 見つめる 長崎県 長崎日本大学高等学校 2年
古川 実季 自問自答 熊本県 熊本県立第二高等学校 2年
干野 美月 gloria 神奈川県 神奈川県立大船高等学校 3年
本間 結 風に一羽 北海道 北海道札幌工業高等学校 3月卒
本間 由佳 擬態－ハナカマキリ－ 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年
正岡 郁也 海の音しもの 愛媛県 愛媛県立今治北高等学校 2年
増田 琴乃 risible dream 静岡県 浜松学芸高等学校 3年
松﨑 空 戦争と平和 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 2年
松本 実久 薄明かり 北海道 北海道大麻高等学校 3年
間峠 早 鶏小屋 岩手県 岩手県立久慈高等学校 3年
三木 七海巨 木馬の記憶 徳島県 徳島県立名西高等学校 3年
皆川 野原 伝承 宮城県 宮城県気仙沼高等学校 3年
宮崎 茜 今 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年
宮下 沙也加 ごはんを見よう 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 2年
文 昭瑛 無想（自画像） 東京都 東京韓国学校 2年
森 啓寿 そうかん 長崎県 長崎日本大学高等学校 3年
森田 彩香 勝利への道 愛媛県 愛媛県立丹原高等学校 2年
八木 幣二郎 クロ。 東京都 東京都立総合芸術高等学校 2年

保田 千晶
ルンペン曼荼羅
～都会の野花は有毒だ！～

埼玉県 埼玉県立浦和西高等学校 3年

山口 未森 plain step 北海道 北海道静内高等学校 3年
山津田 美登莉 セピアのカラス 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 3年
横田 真里 KIDS HEROES 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 3年
𠮷𠮷村 惇之介 思春期Ⅰ 愛媛県 済美高等学校 2年
和田 優太朗 太陽が刻まれしモアイの王国 岡山県 明誠学院高等学校 1年
渡辺 江里奈 続く輪 東京都 東京都立大泉桜高等学校 3月卒
和仁 ひかり ヌクモリ 福岡県 福岡県立大宰府高等学校 3年

団体賞
最優秀校賞 明誠学院高等学校
優秀校賞 済美高等学校
学校奨励賞 東京都立若葉総合高等学校
学校奨励賞 埼玉県立坂戸高等学校



佳作
青井 星朗 愛媛県 愛媛県立松山聾学校 3月卒
青木 麻緒 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 3年
青砥 海瑛・槙原 吉宏
増田 瑞希・森 直為 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

秋月 望 愛媛県 河原学園未来高等学校 2年
新井 慧 徳島県 徳島県立名西高等学校 3年
荒川 稜登 愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 3年
飯森 麻由子 佐賀県 佐賀県立唐津東高等学校 3年
石井 翔太 埼玉県 盈進学園東野高等学校 2年
石井 利奈・小林 沙映
敦賀 伶美・松沢 美沙希 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年

石田 麻理子 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年
石田 梨子 鹿児島県 鹿児島県立霧島高等学校 3年
石塚 七海
堀越 萌々

千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

石渡 由菜 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年
市川 彩未 静岡県 浜松学芸高等学校 3年
伊藤 愛華 埼玉県 埼玉県立桶川高等学校 3年
伊藤 美奈 福岡県 福岡県立城南高等学校 2年
伊奈 弘豊 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 2年
稲垣 穂乃 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 2年
猪熊 麗奈 埼玉県 大妻嵐山高等学校 2年
碓井 里奈 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3月卒
内田 爽 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年
内山 美優 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 1年
浦 彩花里・尾崎 まなみ
保家 みゆき 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年

江田 委織 栃木県 栃木県立佐野高等学校 2年
枝光 優樹 広島県 広島県立安芸高等学校 3月卒
遠藤 優奈 東京都 工学院大学附属中学・高等学校 3年
大潟 春樹 東京都 東京都立両国高等学校 2年
大𣘺 七絵 静岡県 浜松学芸高等学校 3年
大森 瑛美子 東京都 玉川学園高等部 2年
岡田 美巴耶 山梨県 山梨県立富士北稜高等学校 2年
岡村 勇輝・赤塚 雄輝
岡崎 良佑・伏木 宗一郎 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

奥田 千尋 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 2年
刑部 真弥 山梨県 山梨県立富士北稜高等学校 2年
小畑 美里 埼玉県 埼玉県立坂戸高等学校 3年
小原 真琴 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年
Orikasa Minami 東京都 ケイ・インターナショナルスクール東京 3年
海道 燦名 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年
梯 季夏 千葉県 千葉県立匝瑳高等学校 3年
笠原 なな実 東京都 東京都立桐ヶ丘高等学校 4年
風間 琳 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年
加藤 志帆 兵庫県 兵庫県立豊岡総合高等学校 3年
門脇 多栄子 岩手県 岩手県立水沢高等学校 2年
神山 瑠莉・佐野 奏実
中澤 未来・石澤 薫 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

嘉山 詩織 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 2年
川合 幹斗 東京都 東京都立大泉桜高等学校 3年
川西 里奈 徳島県 徳島県立城東高等学校 3年
川野 歩里 宮崎県 宮崎日本大学高等学校 3年
川村 しほり 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年
菊地 涼 宮城県 宮城県気仙沼高等学校 3年
木須 優里 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年
北崎 蒼士 福岡県 福岡県公立古賀竟成館高等学校 3年
木下 愛 長崎県 長崎県立佐世保西高等学校 3年
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木下 莉子 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年
木村 一輝・安野 那智
金子 直樹・正井 美旭 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

楠田 日南子 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 2年
楠元 璃子 静岡県 静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校 3年
工藤 綾乃
五十嵐 麻美

千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

熊本 桃 長崎県 長崎県立佐世保東翔高等学校 3年
蔵田 悠那 愛媛県 河原学園未来高等学校 2年
黒木 日加李 宮崎県 宮崎日本大学高等学校 2年
黒田 紗嬉 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 2年
河本 弘輝 岡山県 岡山県立総社南高等学校 2年
小佐井 あかね 熊本県 熊本県立第二高等学校 2年
小齋 優輝 宮城県 宮城県宮城野高等学校 3年
小清水 麻衣 神奈川県 神奈川県立麻生高等学校 3年
小谷 貴美子 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年
小林 杏乃 東京都 玉川学園高等部 2年
Sakura Kobayashi 東京都 ケイ・インターナショナルスクール東京 3年
小林 徹 東京都 東京都立若葉総合高等学校 3年
小林 夏芽 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 3年
小松 結晶 千葉県 千葉県立土気高等学校 2年
小森 紀綱 鹿児島県 鹿児島県立松陽高等学校 3年
小山 希望 愛媛県 済美高等学校 3年
金野 百合子 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校 2年
齋藤 諒 千葉県 千葉県立八千代高等学校 2年
早乙女 知聖 青森県 八戸工業大学第二高等学校 3年
坂田 あんず 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年
坂本 佳奈美 兵庫県 兵庫県立洲本高等学校 3年
佐々木 雄大 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年
佐々木 琉伽 宮崎県 宮崎日本大学高等学校 3年
佐竹 真侑 千葉県 千葉県立匝瑳高等学校 3年
佐藤 優衣 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年
佐藤 理来 鹿児島県 鹿児島県立松陽高等学校 2年
佐原 颯人
平井 仁大

千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年

澤江 亜玖里 岡山県 岡山県立総社南高等学校 2年
澤田 知佳 愛知県 東邦高等学校 3年
澤田 穂香 北海道 北海道札幌稲雲高等学校 3年
澤出 笑可 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 2年
塩川 華湖 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年
塩沢 かれん 神奈川県 神奈川県立麻生高等学校 3年
塩塚 みのり 神奈川県 横浜隼人高等学校 2年
柴 七海 東京都 正則高等学校 3年
柴田 真帆 山梨県 山梨県立富士北稜高等学校 3年
進藤 滉平 東京都 東京都立上野高等学校 2年
須貝 未来 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年
鈴木 彩乃 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 3年
鈴木 美琴 静岡県 静岡県立伊東高等学校 2年
杣 雪那 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年
髙橋 笙子 静岡県 浜松学芸高等学校 3年
高橋 諒眞 静岡県 加藤学園暁秀高等学校 2年
髙村 優希 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年
武井 志奈 愛知県 愛知県立愛知工業高等学校 3年
竹岡 志真 兵庫県 兵庫県立阪神昆陽特別支援学校 2年
竹野 沙樹 長野県 長野県岡谷南高等学校 3年
竹原 実咲 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 2年
立石 瑛梨 長崎県 長崎日本大学高等学校 2年
田中 杏奈 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年
田中 みずき 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 3年
田中 唯 福岡県 福岡県立大宰府高等学校 3年
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玉木 京介
迫本 慎也

千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

田宮 望来子 静岡県 静岡精華学園静岡大成高等学校 3月卒
塚本 明日香 兵庫県 兵庫県立豊岡総合高等学校 3年
椿原 和 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 2年
出口 真央 愛知県 東邦高等学校 3年
戸田 麻友 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年
外崎 みふゆ 青森県 八戸工業大学第二高等学校 3年
豊嶋 悠 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年
鳥谷部 奈江 東京都 潤徳女子高等学校 3年
永田 夏実 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年
中野 いぶき 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年
中村 謙織 青森県 八戸工業大学第二高等学校 3年
中村 悠佑 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年
中村 友音 長野県 長野市立長野高等学校 2年
夏山 大成 愛媛県 愛媛県立松山南高等学校砥部分校 3年
難波 菜名見 神奈川県 横浜市立桜丘高等学校 3年
西 奈々美 愛媛県 愛媛県立南宇和高等学校 3年
野口 采岐 東京都 東京都立若葉総合高等学校 2年
野別 美南海 福岡県 福岡県立大宰府高等学校 3年
河 陽春 東京都 東京朝鮮中高級学校 2年
塙 実季 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年
林 裕人 東京都 桐朋高等学校 3年
林部 詠美 茨城県 茨城県立佐竹高等学校 3年
平石 侑美 東京都 日本大学第一高等学校 1年
平田 一花 神奈川県 横浜隼人高等学校 3年
平田 英 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 3年
福嶋 薫 鳥取県 湯梨浜高等学校 3年
藤田 比呂 東京都 東京都立三鷹中等教育学校 2年
藤田 真帆 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年
藤丸 紗羅 福岡県 福岡県立大宰府高等学校 3年
藤村 彰宏 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年
藤原 航平
児玉 一嵯
岡田 拓也

千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年

渕脇 啓太郎 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島中央高等学校 3年
古川 玲奈 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年
細川 みのり 神奈川県 日本女子大学附属高等学校 3月卒
前田 菜摘 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年
前田 龍太朗 熊本県 熊本県立第二高等学校 2年
松岡 聖子 東京都 東京都立大泉桜高等学校 2年
松下 詩織 大阪府 大阪市立高等学校 3年
松橋 愛莉 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年
松村 恵 静岡県 浜松学芸高等学校 3年
松本 三春 東京都 東京都立上野高等学校 3年
松山 華林 宮崎県 宮崎学園高等学校 3年
丸岡 奈月 愛媛県 河原学園未来高等学校 2年
水田 楓 愛媛県 済美高等学校 2年
三井 悠華 東京都 東京都立総合芸術高校 3年
三宅 史華 岡山県 明誠学院高等学校 3年
宮﨑 麻由 東京都 東京都立世田谷泉高等学校 3月卒
三輪 和枝 静岡県 沼津中央高等学校 3年
宗本 淳愛 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年
元岡 奈央 愛媛県 愛媛県立松山東高等学校 2年
森脇 咲子 島根県 島根県立三刀屋高等学校 3年
八神 未千弘 愛知県 愛知県立名古屋西高等学校 3年
安井 望 京都府 京都美山高等学校 3年
八角 遼 岩手県 岩手県立平舘高等学校 3年
簗場 佳乃 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 2年
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矢野 紗季 鹿児島県 鹿児島県立松陽高等学校 3年
矢野 麗桜華 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年
山下 舞
石井 美朋
小川 鮎美

千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

山下 未由季 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年
山田 栞帆乃 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年
山田 直美 愛媛県 愛媛県立小松高等学校 2年
山田 莉緒
田中 美有

千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年

山中 那菜未 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 2年
山梨 由理 静岡県 静岡市立高等学校 3年
横井 清珠 石川県 石川県立松任高等学校 3年
𠮷井 緋里 埼玉県 本庄第一高等学校 2年
吉田 佳那子 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年
𠮷田 くるみ 埼玉県 埼玉県立浦和西高等学校 2年
若林 くらら
宮本 由希乃

千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

脇 園香 埼玉県 大妻嵐山高等学校 3年
渡部 可菜子 愛媛県 済美高等学校 3年
渡辺 茉奈実
岡田 真央
新町 友梨夏

千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年

渡邊 由菜 北海道 北海道札幌啓成高等学校 2年
渡邉 利奈 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年
渡邊 隆生 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 3年
藤原 紗南 長崎県 長崎日本大学高等学校 2年
吉滿 律成 福岡県 福岡県立城南高等学校 2年
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