
第19回 高校生国際美術展 ー美術ー　入賞・団体賞

1 ページ

内閣総理大臣賞

清水　真菜 邂逅 宮城県 宮城県気仙沼高等学校 3年

文部科学大臣賞

森川　真衣 鳥 東京都 東京都立総合芸術高等学校 2年

岩手県知事賞

宮﨑　菜未 ホームルーム 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 3年

千葉県知事賞

大庭　拓巳 PRESSURE 千葉県 千葉県立千葉南高等学校 2年

東京都知事賞

津波古　若菜 オイロナオシ 東京都 東京都立大泉桜高等学校 3年

長野県知事賞

山﨑　春香 つくりもの 長野県 長野県上田染谷丘高等学校 2年

愛知県知事賞

細江　波瑠 遠い空の雨 愛知県 愛知県立起工業高等学校 3年

大阪府知事賞

野島　胡々 ゆとりにおでかける 大阪府 金蘭会高等学校 3年

岡山県知事賞

松尾　明日香 逢瀬を語らえば 岡山県 明誠学院高等学校 2年

福岡県知事賞

松島　優菜 おめかし 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

宮崎県知事賞

中武　明日香 imagination 宮崎県 宮崎学園高等学校 3年

高校生国際美術展実行委員会　名誉会長賞

高橋　りん 小さな世界 鳥取県 私立鳥取城北高等学校

高校生国際美術展実行委員会　最高顧問賞

滝原　知美 Kval 埼玉県 埼玉県立越生高等学校 3年

世界芸術文化振興協会　会長賞

阿部　裕紀 Close 友 愛媛県 愛媛県立今治西高等学校 3年

全国高等学校美術工芸教育研究会賞

板倉　亜沙美 まんがだらけ 静岡県 常葉大学附属菊川高等学校 3年
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優秀賞
安藤　悠仁 ジレンマ 宮城県 宮城県気仙沼高等学校 3年

柿原　諒也 漂流 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年

茅野　菜々 不安対策 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年

竹川　真幸 みつめる少女 東京都 自由学園男子部高等科 1年

森　英美 Irritator 三重県 三重県立志摩高等学校 2年

秀作賞

井上　璃乃 彩 愛媛県 済美高等学校 3年

小林　紗也 黄昏時 山梨県 山梨県立甲府第一高等学校 3年

小松　明日香 認識のよろこび 東京都 成蹊高等学校 2年

齋藤　理恵 前へ 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年

田中　琴美 幻遊園地 東京都 東京都立小松川高等学校 2年

南雲　柚実 物 東京都 国本女子高等学校 2年

根岸　未歩 今日の日はさようなら 埼玉県 埼玉県立和光国際高等学校 2年

藤生　百音 tranquil 東京都 東京都立総合芸術高等学校 2年

向山　義治 小部屋 埼玉県 埼玉県立浦和高等学校 3年

渡邊　縁 卒業 埼玉県 埼玉県立春日部東高等学校 3年

奨励賞
會見　明也 水のない晴れた海 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年

青木　清良 足多 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 2年

赤﨑　祐斗 私利私欲 鹿児島県 鹿児島県立徳之島高等学校 2年

阿部　早由里 ナニモノにもならない 愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 3年

石塚　麻歩 リビング 東京都 東京都立上野高等学校 3年

石橋　春乃 サラダサカナ 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

磯　ひかり み 東京都 東京都立両国高等学校 1年

伊藤　智耶 寄り道 北海道 北海道大麻高等学校 2年

稲月　翔 翔 愛媛県 済美高等学校 2年

井上　愛美 おじぞうさま 兵庫県 兵庫県立社高等学校 3年

今西　沙羅 見ないことで観えるもの 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年

井元　菜乃 ピュグマリオン 大阪府 大阪市立工芸高等学校 2年

岩城　花音 銀鱗 和歌山県 和歌山県立紀央館高等学校 3年

植村　佳乃子 いちご星からエスケープ！ 埼玉県 埼玉県立坂戸高等学校 2年

魚波　優輝 虹色の虫 愛媛県 今治明徳高等学校 2年

浦口　真生 もう一球 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 2年

江口　禎駿 彼方 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

江辺野　優紀 唐獅子の間にて 北海道 北海道札幌啓成高等学校 3年

大石　梨紗 エースをねらえ！ 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 2年

大澤　宏輔 Frog 愛知県 東邦高等学校 2年

太田　啓斗 個人的絶景 愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 2年

大竹　春菜 リフレクション 愛知県 愛知県立長久手高等学校 2年

小澤　奈桜 海 千葉県 千葉県立松戸六実高等学校 3年

小田　優華 無限 長崎県 長崎県立上五島高等学校 3年

落合　杏 アヤメの頃 群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 2年

籠宮　明日香 父 千葉県 千葉県立松戸国際高等学校 2年

梶原　丈義 乱反射 山梨県 山梨県立甲府第一高等学校 3年

梶原　沙祐里 神鯉 奈良県 奈良県立大和広陵高等学校 3年

門倉　由奈 解放～process～ 静岡県 東海大学付属翔洋高等学校 3年

金澤　笙椰 私と物語の世界 青森県 八戸工業大学第二高等学校 3年

金子　竜也 美術室 千葉県 千葉県立松戸六実高等学校 3年
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奨励賞
川口　美玖 華の子 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

河田　ひかり 住処 千葉県 千葉県立松戸国際高等学校 2年

神田　梓 息づく 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年

木村　遥菜 だがしやプラネット 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年

木村　美空 私の帰りたいところ 愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 3年

工藤　依吹 黒板消しファイター 岩手県 岩手県立盛岡北高等学校 3年

工藤　加那美 永遠の時間を生きる 岩手県 岩手県立福岡高等学校 3年

久野　龍之介 再起 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

熊切　彩美 傘 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年

栗生　桃花 小芥子の旅 千葉県 東京学館浦安高等学校 1年

栗林　乙葉 斜陽 大阪府 大阪市立工芸高等学校 2年

小島　愛可 私 千葉県 千葉県立松戸六実高等学校 3年

是木　麻希 Mother Nature 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年

斉藤　明里 上靴 宮城県 宮城県気仙沼高等学校 2年

齊藤　美季 音の消えた雪の夜 千葉県 東京学館浦安高等学校 3年

佐伯　麻弥 POLISH UP 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 3年

佐久間　碧衣 逆光 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 2年

佐々木　七海 倖せ 宮城県 宮城県本吉響高等学校 3年

澤瀬　未唯 変わらないもの 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 3年

塩向　七海 泡沫 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

下谷　美紗貴 驚きの一瞬 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 3年

白崎　海音 福々鯛ヤマ 福岡県 福岡県立城南高等学校 3年

杉山　惟咲 視線 静岡県 静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校 3年

鈴木　一世 希望的観測陀羅尼図 宮城県 東北生活文化大学高等学校 2年

鈴木　夏海 Over adaptation 東京都 東京都立総合芸術高等学校 3年

鈴木　凛 愛猫 宮城県 宮城県気仙沼高等学校 2年

須藤　梨紗 ジュネーン 群馬県 群馬県立西邑楽高等学校 3年

関　千鶴 群青 千葉県 千葉県立松戸六実高等学校 3年

関口　瑞希 March 埼玉県 埼玉県立桶川高等学校 2年

高津　愛加 日暮れに融ける少女 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

高橋　亜矢奈 夕陽の丘 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 2年

髙橋　涼 記憶 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 3年

髙宮　穂香 道後温泉本館 埼玉県 叡明高等学校 2年

竹ヶ原　誇平 誰そ彼 青森県 青森県立三本木高等学校 2年

竹縄　まこ 林 千葉県 千葉県立松戸六実高等学校 3年

田端　月穂 rainbow face 静岡県 静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校 3年

玉利　奈津実 春 千葉県 千葉県立印旛明誠高等学校 3年

田村　美琴 甘やかな音色 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年

樽井　明花 あゆな会館 茨城県 茨城県立土浦第二高等学校 2年

田老　茜理 ひらめき 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 3年

丹沢　奏海 明かり 千葉県 千葉県立松戸国際高等学校 2年

辻　侑里 メリーゴーラウンド 大阪府 大阪市立工芸高等学校 3年

出井　音羽 温室育ち 栃木県 栃木県立佐野高等学校 3年

照屋　日菜乃 風物詩 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

徳田　聖花 麗 鹿児島県 鹿児島県立徳之島高等学校 3年

冨田　実希 花札 東京都 帝京高等学校 3年
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奨励賞
永井　エバ 多重人格 愛知県 愛知県立起工業高等学校 3年

中川　ひな 出会い 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 3年

中田　有紀 変わらない好奇心 東京都 東京都立小松川高等学校 3年

長塚　優菜 Avoid Difference（違いを避ける） 神奈川県 橘学苑高等学校 3年

中西　琉名 大地繁栄 埼玉県 埼玉県立南稜高等学校 2年

永野　茉生 街角 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 2年

中野　由佳梨 ハナヅキン 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

中升　桐澄 副流煙 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年

並木　咲 水妖 群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 3年

奈良　美華 本当に大切なもの 神奈川県 橘学苑高等学校 3年

丹伊田　和佳 負けない 埼玉県 埼玉県立越生高等学校 2年

西村 操太郎ウィリアム 亥中の月 岐阜県 岐阜県立加納高等学校 3年

仁田原　花 息抜き 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 2年

芳賀　有紗 passionate 宮城県 宮城県本吉響高等学校 2年

東　さくら 好きなもの 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

樋田　愛香 またいつかこの場所で 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年

日高　麻里衣 食らう私がスイーティ 岡山県 明誠学院高等学校 2年

秀島　彩永 Emotion 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

日野　光 月と心慮 愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 2年

平川　彩巴 自由の檻 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年

平山　博章 自画像 岩手県 岩手県立高田高等学校 2年

弘中　美砂季 魚雷宴街乱痴気機巧 埼玉県 埼玉県立南稜高等学校 2年

藤木　晴菜 Painting Spark 東京都 東京都立大泉桜高等学校 3年

古郡　夏渚 見つめる先にあるものは 静岡県 静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校 3年

松井　丈 今　訪れる 滋賀県 滋賀県立栗東高等学校 3年

松浦　朱葵 ノスタルジー 岡山県 明誠学院高等学校 3年

松尾　沙也加 eye 福岡県 福岡県立城南高等学校 2年

三浦　紗来 主役 山形県 山形県立谷地高等学校 3年

三島　かのこ 根元であり終点 神奈川県 神奈川県立弥栄高等学校 2年

宮﨑　和奏 歪む音 香川県 香川県立観音寺第一高等学校 2年

宮本　真冬 黄昏時 和歌山県 和歌山県立神島高等学校 3年

矢澤　耕介 リフレクション 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年

矢野　月穂 ひだまり 愛媛県 済美高等学校 2年

山口　友大 竜の化石 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

山﨑　あゆみ くるみ 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

山田　望羽 2017 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 2年

柚木　日菜子 Each Life 東京都 東京都立総合芸術高等学校 2年

余川　真名美 糸の隙間 東京都 瀧野川女子学園高等学校 3年

横山　祐文 お祭りクライマックス 愛媛県 済美高等学校 3年

吉田　恵理 星回り 神奈川県 橘学苑高等学校 3年

吉田　怜桜 夏の終わり 兵庫県 兵庫県立社高等学校 3年

米山　碧 馬子にも異装 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年

若松　琉夏 無知のヴェール 鹿児島県 鹿児島県立松陽高等学校 3年

団体賞

最優秀校賞 静岡県立浜松江之島高等学校

優秀校賞 佐賀県立佐賀北高等学校

学校奨励賞 大阪市立工芸高等学校

学校奨励賞 福岡県立城南高等学校
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佳作
秋谷　郁実 埼玉県 叡明高等学校 2年

阿部　総司 宮城県 宮城県気仙沼高等学校 1年

荒井　爽太郎 埼玉県 埼玉県立南稜高等学校 1年

有住　陸人 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年

五十嵐　康政 宮城県 宮城県石巻工業高等学校 3年

池田　清華 愛知県 愛知県立尾北高等学校 3年

石禾　実紅 東京都 東京都立総合芸術高等学校 2年

石川　悟士 島根県 益田東高等学校 2年

石川　みのり 宮城県 宮城県佐沼高等学校 3年

石田　菜桜 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 3年

石橋　貴仁 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

磯　希 東京都 東京都立大泉桜高等学校 3年

井出　喜大 愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 3年

伊東　美桜璃 宮城県 宮城県気仙沼高等学校 3年

稲垣　琴葉 福岡県 福岡県立城南高等学校 2年

稲村　美凪 静岡県 静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校 3年

今川　成実 千葉県 千葉県立千葉女子高等学校 3年

岩上　文哉 埼玉県 埼玉県立和光国際高等学校 3年

梅本　匡志 鹿児島県 鹿児島県立松陽高等学校 3年

尾芦　千佳 東京都 東京都立大泉桜高等学校 3年

大草　凜 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

大関　大智 北海道 北海道大麻高等学校 2年

大野　瑞季 大阪府 大阪市立工芸高等学校 2年

大森　栞 福島県 福島県立郡山高等学校 3年

岡　峻平 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

加来　結菜 北海道 白樺学園高等学校 3年

門尾　真之介 静岡県 静岡大成高等学校 2年

金丸　菜々子 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年

金山　智哉 兵庫県 兵庫県立淡路高等学校 2年

鎌田　千里 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校 2年

神谷　愛 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年

川上　七海 東京都 東京都立保谷高等学校 2年

川島　健之介 栃木県 栃木県立足利高等学校 3年

川嶋　悠希 埼玉県 叡明高等学校 2年

川見　航大 大阪府 大阪市立工芸高等学校 2年

城戸　碧 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

久我　恵里奈 群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 3年

久木田　真菜 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

楠見　遥 東京都 東京農業大学第一高等学校 3年

栗原　玄 奈良県 クラーク記念国際高等学校奈良キャンパス 3年

小池　佑奈 島根県 島根県立三刀屋高等学校 3年

幸所　愛菜 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

児玉　妃世莉 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 3年

小林　加奈 静岡県 加藤学園暁秀高等学校 2年

小林　美優 千葉県 千葉県立京葉高等学校 2年

小林　芽依、藤谷　美優 宮城県 宮城県小牛田農林高等学校 2年

小森　萌木 福岡県 福岡県立城南高等学校 3年

小山　里杏 愛媛県 愛媛県立西条高等学校 2年

近藤　悠香 愛知県 私立光ヶ丘女子高等学校 3年

酒井　華 宮崎県 宮崎学園高等学校 2年

櫻庭　美則 東京都 東京都立蒲田高等学校 2年
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佐々木　彩乃 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

笹平　日奈子 茨城県 茨城県立土浦第二高等学校 2年

佐藤　円 千葉県 千葉県立匝瑳高等学校 2年

佐藤　光桜 東京都 新渡戸文化高等学校 3年

佐藤　美夏 静岡県 静岡大成高等学校 2年

佐藤　未映 岩手県 岩手県立大船渡東高等学校 2年

佐野　菫 北海道 北海道札幌啓成高等学校

澤下　瑠香 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 3年

志岐　瑞生 北海道 北海道大麻高等学校 2年

柴田　咲希 愛媛県 愛媛県立松山東高等学校 3年

徐　亦航 東京都 桜蔭高等学校 2年

菅井　柚紀 静岡県 加藤学園暁秀高等学校 2年

杉沢　優月 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年

杉谷　心愛 静岡県 加藤学園暁秀高等学校 2年

鈴木　紅里 大阪府 大阪市立工芸高等学校

鈴木　咲良 埼玉県 埼玉県立坂戸高等学校 3年

鈴木　なずな 岩手県 岩手県立盛岡北高等学校 3年

鈴木　将之 東京都 玉川学園高等部 1年

鈴木　美梅 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 2年

巣立　光隆 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 2年

須藤　有咲 山梨県 山梨県立富士北稜高等学校 3年

髙瀬 翼、岩田 優斗、伊藤 壮 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

髙田　宥人 静岡県 加藤学園暁秀高等学校 2年

髙橋　雪乃 宮城県 宮城県富谷高等学校 3年

高森　美月 茨城県 茨城県立水戸第三高等学校 2年

髙森　萌果 埼玉県 埼玉県立越生高等学校 3年

竹下　龍生 埼玉県 埼玉県立浦和高等学校 3年

武田　芽依 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 2年

竹本　悠斗 島根県 益田東高等学校 3年

タシヤマイ クライティン 埼玉県 コロンビアインターナショナルスクール 3年

田爪　柾輝 宮崎県 宮崎学園高等学校 3年

田中　啓太 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年

棚橋　愛子 愛知県 愛知県立起工業高等学校 3年

谷藤　ほの花 神奈川県 向上高等学校 3年

田村　真那 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 2年

田原　マナミ 福岡県 福岡県立城南高等学校 2年

チーカソチ アナスタシア 大阪府 大阪府立門真なみはや高等学校 1年

辻　篤弥 大阪府 大阪市立工芸高等学校 2年

角田　桜子 神奈川県 法政国際高等学校 3年

土居　早記 愛媛県 済美高等学校 3年

渡世　桜子 鳥取県 私立鳥取城北高等学校 3年

富澤　大勇 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 2年

直嶋　くるみ 東京都 東京都立大泉桜高等学校 3年

永井　武志 神奈川県 神奈川県立横浜修悠館高等学校 3年

長澤　佑佳 福岡県 福岡県公立古賀竟成館高等学校 3年

中島　奈緒子 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年

中島　七海 愛媛県 済美高等学校 3年

中島　ひまり 東京都 工学院大学附属高等学校 3年

中村　凪 静岡県 浜松学芸高等学校 3年

中山　琴音 福岡県 福岡県公立古賀竟成館高等学校 3年

奈良　竜二 岩手県 岩手県立杜陵高等学校 3年

布川　瑠菜 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年

沼田　安未 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年
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橋本　航太 神奈川県 私立横浜隼人高等学校 3年

長谷川　奈菜 東京都 東京都立大泉桜高等学校 3年

畠山　瑛護 宮城県 宮城県気仙沼高等学校 1年

幡谷　未歩 東京都 東京都立両国高等学校 1年

波戸　真奈美 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 3年

日髙　僚一 東京都 東京都立蒲田高等学校 2年

平原　莉奈 北海道 北海道大麻高等学校 2年

平谷　真菜 岩手県 岩手県立久慈高等学校 2年

平山　寛奈 千葉県 千葉商科大学付属高等学校 2年

福井　大道 大阪府 大阪市立工芸高等学校 2年

福良　伊織 大阪府 清風高等学校 2年

藤村　遥 神奈川県 向上高等学校 3年

藤原　緒美 東京都 潤徳女子高等学校 3年

船渡　侍之 東京都 東京都立大泉桜高等学校 3年

古川　大淳 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

星野　香奈子 東京都 東京都立大泉桜高等学校 3年

本田　琴音 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 2年

眞喜志　木の実 東京都 東京都立大泉桜高等学校 3年

政本　澄佳 静岡県 浜松学芸高等学校 3年

増汐　文哉 静岡県 加藤学園暁秀高等学校 2年

松岡　虹花 愛知県 愛知県立起工業高等学校 2年

松澤　薫 神奈川県 神奈川県立白山高等学校 2年

松田　有弘 東京都 東京都立大泉桜高等学校 3年

松永　遊幸乃 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

松本　郁生 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

水野　幸司 東京都 駒込高等学校 3年

水本　寛也 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 3年

道下　瑞葵 岩手県 岩手県立久慈高等学校 3年

翠川　萌夏 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 2年

三宅　響 大阪府 大阪市立工芸高等学校 3年

宮下　ゆり 熊本県 熊本県立御船高等学校 3年

村山　萌維 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

望月　恒星 埼玉県 叡明高等学校 2年

モラディ　メリカ 千葉県 東京学館浦安高等学校 2年

森　香那海 埼玉県 本庄第一高等学校 3年

森　亮介 静岡県 常葉大学附属菊川高等学校 3年

森川　野乃花 東京都 東京都立大泉桜高等学校 2年

森下　由子 神奈川県 神奈川県立多摩高等学校 2年

安田　花梨 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 3年

山口　媛加 岩手県 岩手県立盛岡北高等学校 2年

山下　ほたる 愛知県 愛知県立起工業高等学校 3年

山裾　文香 福岡県 福岡県公立古賀竟成館高等学校 3年

山田　彩加 埼玉県 埼玉県立春日部女子高等学校 3年

湯川　恋 埼玉県 埼玉県立栗橋北彩高等学校 2年

弓塲　祥世 和歌山県 和歌山県立熊野高等学校 2年

姚　浩威 千葉県 千葉市立稲毛高等学校 2年

用皆　桂華 埼玉県 埼玉県立進修館高等学校 3年

𠮷野　未奈子 愛媛県 済美高等学校 2年

依光　涼太 高知県 高知県立岡豊高等学校 3年

和田　遥菜 埼玉県 埼玉県立栗橋北彩高等学校 2年

渡邉　優斗 山梨県 山梨県立甲府第一高等学校 3年
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