
入選

一般 入選 保育・幼稚園・学校名 学年 名前 カナ

鳴門教育大学附属幼稚園 年少 折立　倫 ｵﾘﾀﾃﾘﾝ

わかくさ幼稚園 年少 北田　新 ｷﾀﾀﾞｱﾗﾀ

生光幼稚園 年少 三橋　乃々華 ﾐﾂﾊｼﾉﾉｶ

加茂名南幼稚園 年少 よねだ　のの ﾖﾈﾀﾞﾉﾉ

鳴門教育大学付属幼稚園 年中 稲木　由奈 ｲﾅｷﾞﾕﾅ

鳴門教育大学附属幼稚園 年中 江藤　琴美 ｴﾄｳｺﾄﾐ

さくら保育園 年中 蔭山　二瑚 ｶｹﾞﾔﾏﾆｺ

根来保育園 年中 近藤　千夏 ｺﾝﾄﾞｳﾁﾅﾂ

徳島文理大学附属幼稚園 年中 澤村　友佳子 ｻﾜﾑﾗﾕｶｺ

富田幼稚園 年中 しょうの ことみ ｼｮｳﾉｺﾄﾐ

川内南アコール保育園 年中 多田　希音 ﾀﾀﾞﾉｲ

徳島文理大学附属幼稚園 年中 村上　瑛菜 ﾑﾗｶﾐｴﾅ

藍住北幼稚園 年長 いちみや　ゆずき ｲﾁﾐﾔﾕｽﾞｷ

阿波国慈恵院保育園 年長 かさい　ちさこ ｶｻｲﾁｻｺ

さくら保育園 年長 倉下　愛 ｸﾗｼﾀｱｲ

加茂名幼稚園 年長 こばやし　あやね ｺﾊﾞﾔｼｱﾔﾈ

国府幼稚園 年長 菅原　凪 ｽｶﾞﾜﾗﾅｷﾞ

とくしま健祥会保育園 年長 そう　あきみ ｿｳｱｷﾐ

とくしま健祥会保育園 年長 髙橋　紗彩 ﾀｶﾊｼｻｱﾔ

桃の木台幼稚園 年長 畑中　央佑 ﾊﾀﾅｶｵｳｽｹ

四国大学附属認定こども園 年長 濱　佳純 ﾊﾏｶｽﾐ

林幼稚園 年長 藤井　絵麻 ﾌｼﾞｲｴﾏ

八万幼稚園 年長 細川　恵梨 ﾎｿｶﾜｴﾘ

徳島文理大学附属幼稚園 年長 まえがわ　みり ﾏｴｶﾞﾜﾐﾘ

川内北幼稚園 年長 前田　淳太 ﾏｴﾀﾞｼﾞｭﾝﾀ

白うめ幼稚園 年長 やまだ　いつき ﾔﾏﾀﾞｲﾂｷ

北島幼稚園 年長 よしだ　うみな ﾖｼﾀﾞｳﾐﾅ

川内南幼稚園 年長 吉田　圭佑 ﾖｼﾀﾞｹｲｽｹ

国府小学校 一年 以西　彩吹 ｲｻｲｲﾌﾞｷ

佐古小学校 一年 一乗　理人 ｲﾁｼﾞｮｳﾘﾋﾄ
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大阪府阪南市立東鳥取小学校 一年 植田　蕗 ｳｴﾀﾞﾛﾝ

助任小学校 一年 小川　亜美 ｵｶﾞﾜｱﾐ

徳島文理小学校 一年 折本　諒真 ｵﾘﾓﾄﾘｮｳﾏ

新開小学校 一年 亀井　里桜 ｶﾒｲﾘｵ

加茂名南小学校 一年 川﨑　柊 ｶﾜｻｷｼｭｳ

新番丁小学校 一年 切詰　うね ｷﾘﾂﾞﾒｳﾈ

千松小学校 一年 五所尾　姫羽　 ｺﾞｼｮｵﾋﾒﾊ

国府小学校 一年 篠原　瑛騎 ｼﾉﾊﾗｴｲｷ

見能林小学校 一年 杉本　よしの ｽｷﾞﾓﾄﾖｼﾉ

加茂名南小学校 一年 鈴江　莉大 ｽｽﾞｴﾘｵ

徳島文理小学校 一年 髙木　結夢 ﾀｶｷﾞﾕﾒ

川内南小学校 一年 多田　蓮絆 ﾀﾀﾞﾚﾝｷ

鳴門教育大学付属小学校 一年 団　このみ ﾀﾞﾝｺﾉﾐ

鳴門教育大学付属小学校 一年 津田　恵莉 ﾂﾀﾞｴﾘ

八万南小学校 一年 福見　和心 ﾌｸﾐﾅｺﾞﾐ

加茂名南小学校 一年 船下　莉星 ﾌﾅｼﾀﾘｾ

沖洲小学校 一年 船田　音羽 ﾌﾅﾀﾞﾄﾜ

岐阜市立市橋小学校 一年 坊垣　妙泉 ﾎﾞｳｶﾞｷﾀﾕﾐ

八万南小学校 一年 森田　楓 ﾓﾘﾀｶｴﾃﾞ

国府小学校 一年 保井　志織 ﾔｽｲｼｵﾘ

内町小学校 一年 山口　智暉 ﾔﾏｸﾞﾁﾄﾓｷ

昭和小学校 一年 山本　千夏 ﾔﾏﾓﾄﾁﾅﾂ

加茂名南小学校 一年 和田　夏実 ﾜﾀﾞﾅﾂﾐ

江原南小学校 二年 青井　一翔 ｱｵｲｶｽﾞﾄ

引田小学校 二年 板坂　浬準 ｲﾀｻｶﾘﾋﾄ

湘南白百合学園小学校 二年 伊藤　珂漣 ｲﾄｳｶﾚﾝ

八万小学校 二年 大地　乃愛 ｵｵﾁﾉｱ

加茂名南小学校 二年 岡本　彩佐 ｵｶﾓﾄｻｻ

鳴門教育大学付属小学校 二年 川田　さとちか ｶﾜﾀﾞｻﾄﾁｶ

沖洲小学校 二年 佐藤　真実 ｻﾄｳﾏﾐ

鳴門教育大学付属小学校 二年 澤本　昂我 ｻﾜﾓﾄｺｳｶﾞ

加茂名南小学校 二年 末光　蒼汰 ｽｴﾐﾂｿｳﾀ

福島小学校 二年 杉本　和子 ｽｷﾞﾓﾄﾜｺ



長柄小学校 二年 杉山　奏人 ｽｷﾞﾔﾏｶﾅﾄ

国府小学校 二年 高木　康誠 ﾀｶｷﾞｺｳｾｲ

阪南市立尾崎小学校 二年 瀧口　悠斗 ﾀｷｸﾞﾁﾕｳﾄ

国府小学校 二年 立石　健人 ﾀﾃｲｼｹﾝﾄ

内町小学校 二年 飛梅　祐来 ﾄﾋﾞｳﾒﾕｷ

昭和小学校 二年 中川　紗希 ﾅｶｶﾞﾜｻｷ

長柄小学校 二年 新倉　裕稀 ﾆｲｸﾗﾕｳｷ

川内北小学校 二年 濱　和紗 ﾊﾏｶｽﾞｻ

北井上小学校 二年 濱田　櫂翔 ﾊﾏﾀﾞｶｲﾄ

加茂名小学校 二年 原　愛実 ﾊﾗﾏﾅﾐ

沖洲小学校 二年 藤川　結衣 ﾌｼﾞｶﾜﾕｲ

八万小学校 二年 細川　陽音 ﾎｿｶﾜﾊﾙﾄ

千松小学校 二年 増田　倖季 ﾏｽﾀﾞｺｳｷ

西生田小学校 二年 安田　伍希 ﾔｽﾀﾞｲﾂｷ

一宮小学校 二年 山口　陽菜乃 ﾔﾏｸﾞﾁﾋﾅﾉ

生光小学校 三年 安藝　颯真 ｱｷｿｳﾏ

八万小学校 三年 浅野　心花 ｱｻﾉｺｺﾅ

国府小学校 三年 岩野　紗里菜 ｲﾜﾉｻﾘﾅ

長柄小学校 三年 植田　穏地 ｳｴﾀﾞｵﾝｼﾞ

八万小学校 三年 植村　心海 ｳｴﾑﾗｺｺﾐ

横浜市立東戸塚小学校 三年 楳原　優太 ｳﾒﾊﾗﾕｳﾀ

南井上小学校 三年 遠藤　稟乃 ｴﾝﾄﾞｳﾘﾉ

八万小学校 三年 岡本　瑛太 ｵｶﾓﾄｴｲﾀ

八万小学校 三年 尾崎　優 ｵｻﾞｷﾕｳ

上八万小学校 三年 桂　涼葉 ｶﾂﾗｽｽﾞﾊ

小松島小学校 三年 加納　優 ｶﾉｳﾕｳ

大松小学校 三年 丸龍　歩実 ｶﾞﾝﾘｮｳｱﾕﾐ

大松小学校 三年 後藤　心 ｺﾞﾄｳｺｺﾛ

鳴教大学附属小学校 三年 崔　佳慧 ｻｲｶｴ

見能林小学校 三年 杉本　さくら ｽｷﾞﾓﾄｻｸﾗ

大松小学校 三年 髙木　娃乃花 ﾀｶｷﾞｱﾉｶ

加茂名南小学校 三年 高木　凛子 ﾀｶｷﾞﾘｺ

横浜市立笠間小学校 三年 為我井　菜花 ﾀﾒｶﾞｲﾅﾉｶ



日本大学藤沢小学校 三年 燈村　大輔 ﾄｳﾑﾗﾀﾞｲｽｹ

土成小学校 三年 友行　優來 ﾄﾓﾕｷﾕﾗｲ

由岐小学校 三年 新居　咲来 ﾆｲｻｸﾗ

徳島文理小学校 三年 新田　哲平 ﾆｯﾀﾃｯﾍﾟｲ

渋野小学校 三年 野口　桃々 ﾉｸﾞﾁﾓﾓ

助任小学校 三年 日吉　亘之介 ﾋﾖｼｺｳﾉｽｹ

八万小学校 三年 藤浦　百花 ﾌｼﾞｳﾗﾓﾓｶ

葉山小学校 三年 古田　青 ﾌﾙﾀｾｲ

昭和小学校 三年 前村　美伽 ﾏｴﾑﾗﾐｶ

八万南小学校 三年 元木　太聞 ﾓﾄｷﾀﾓﾝ

横浜市立笠間小学校 三年 和田　向日葵 ﾜﾀﾞﾋﾏﾜﾘ

新町小学校 四年 青木　愛歩 ｱｵｷﾏﾅﾎ

府中市立住吉小学校 四年 秋山　星奈 ｱｷﾔﾏｾｲﾅ

助任小学校 四年 大原　慶祥 ｵｵﾊﾗｹｲｼｮｳ

鴨島小学校 四年 上藤　幸歩 ｶﾐﾌｼﾞﾕｷﾎ

八万南小学校 四年 北原　千恵子 ｷﾀﾊﾗﾁｴｺ

国府小学校 四年 佐藤　奏 ｻﾄｳｶﾅﾃﾞ

鳴門教育大学付属小学校 四年 重光　恵愛里 ｼｹﾞﾐﾂﾒｱﾘ

福島小学校 四年 杉本　延也 ｽｷﾞﾓﾄﾉﾌﾞﾔ

鳴門教育大学附属小学校 四年 鈴江　まりあ ｽｽﾞｴﾏﾘｱ

八万小学校 四年 武市　詩 ﾀｹｲﾁｳﾀ

藤沢市立六会小学校 四年 竹ノ内　杏 ﾀｹﾉｳﾁｱﾝ

横浜市立笠間小学校 四年 谷脇　穂 ﾀﾆﾜｷﾐﾉﾘ

葉山小学校 四年 丹野　千紘 ﾀﾝﾉﾁﾋﾛ

助任小学校 四年 寺西　桜子 ﾃﾗﾆｼｻｸﾗｺ

鳴門教育大学付属小学校 四年 豊野　綾 ﾄﾖﾉｱﾔ

大松小学校 四年 長岡　桃杏 ﾅｶﾞｵｶﾓﾓｱ

内町小学校 四年 中川　紫乃 ﾅｶｶﾞﾜｼﾉ

加茂名南小学校 四年 中村　直人 ﾅｶﾑﾗﾅｵﾄ

藤沢市立六会小学校 四年 西村　みなみ ﾆｼﾑﾗﾐﾅﾐ

徳島文理小学校 四年 前川　優華 ﾏｴｶﾞﾜﾕｶ

鳴門教育大学付属小学校 四年 前川　璃乃 ﾏｴｶﾞﾜﾘﾉ

方上小学校 四年 水口　駿 ﾐﾅｸﾁｼｭﾝ



国府小学校 四年 美馬　遥斗 ﾐﾏﾊﾙﾄ

国府小学校 四年 横谷　歌南 ﾖｺﾀﾆｶﾅ

加茂名南小学校 四年 横手　元 ﾖｺﾃｹﾞﾝ

加茂名南小学校 四年 和田　彩花 ﾜﾀﾞｱﾔｶ

引田小学校 五年 板坂　茉凜 ｲﾀｻｶﾏﾘﾝ

論田小学校 五年 井筒　彩心 ｲﾂﾞﾂｱｺ

内町小学校 五年 乾　小春 ｲﾇｲｺﾊﾙ

八万小学校 五年 大黒　桜彩 ｵｵｸﾞﾛﾊﾙｱ

川和東小学校 五年 太田　陽己 ｵｵﾀﾊﾙｷ

川内南小学校 五年 尾形　柾治 ｵｶﾞﾀﾏｻﾊﾙ

千松小学校 五年 勝江　結彩 ｶﾂｴﾕｱ

千松小学校 五年 勝占　星莉 ｶﾂﾗｾﾘ

藤沢市立六会小学校 五年 岸　菜々美 ｷｼﾅﾅﾐ

国府小学校 五年 岸　陽菜 ｷｼﾋﾅﾀ

八万南小学校 五年 桑名　英舵 ｸﾜﾅｴｲﾀ

国府小学校 五年 篠原　翔騎 ｼﾉﾊﾗｼｮｳｷ

藍住北小学校 五年 住吉　澪 ｽﾐﾖｼﾐｵ

横浜市立笠間小学校 五年 為我井　花蓮 ﾀﾒｶﾞｲｶﾚﾝ

横浜市立笠間小学校 五年 土橋　葵 ﾄﾞﾊﾞｼｱｵｲ

津田小学校 五年 中川　宙 ﾅｶｶﾞﾜｿﾗ

内町小学校 五年 中川　七香 ﾅｶｶﾞﾜﾅﾅｶ

八万南小学校 五年 永松　ゆめ ﾅｶﾞﾏﾂﾕﾒ

国府小学校 五年 中山　愛弓 ﾅｶﾔﾏｱﾕﾐ

助任小学校 五年 成川　知世 ﾅﾙｶﾜﾁｾ

国府支援学校 五年 楠藤　恭史 ﾅﾝﾄｳｷｮｳｼﾞ

方上小学校 五年 東原　萌衣 ﾋｶﾞｼﾊﾗﾒｲ

プリンストン日本語学校 五年 本田　研太郎 ﾎﾝﾀﾞｹﾝﾀﾛｳ

津田小学校 五年 槇本　乃音 ﾏｷﾓﾄﾉﾈ

城東小学校 五年 松本　佑泰 ﾏﾂﾓﾄﾕｳﾀﾞｲ

堀江北小学校 五年 宮内　陽生 ﾐﾔｳﾁﾖｳｾｲ

津田小学校 五年 山内　己夢 ﾔﾏｳﾁｺﾕﾒ

葉山小学校 五年 渡部　煌也 ﾜﾀﾅﾍﾞｺｳﾔ

府中市立住吉小学校 六年 秋山　瑚青 ｱｷﾔﾏｺﾊﾙ



長柄小学校 六年 板橋　凛 ｲﾀﾊﾞｼﾘﾝ

南井上小学校 六年 遠藤　裕人 ｴﾝﾄﾞｳﾕｳﾄ

プリンストン日本語学校 六年 岡川　周矢 ｵｶｶﾞﾜｼｭｳﾔ

助任小学校 六年 木本　実佑 ｷﾓﾄﾐﾕ

藤沢市立湘南台小学校 六年 小林　穂香 ｺﾊﾞﾔｼﾎﾉｶ

加茂名南小学校 六年 新開　紫月 ｼﾝｶﾞｲｼﾂﾞｸ

八万小学校 六年 萩原　菜々美 ﾊｷﾞﾜﾗﾅﾅﾐ

南井上小学校 六年 林　優花 ﾊﾔｼﾕｳｶ

二宮小学校 六年 松木　なつ子 ﾏﾂｷﾅﾂｺ

助任小学校 六年 山田　愛唯 ﾔﾏﾀﾞﾒｲ

国府小学校 六年 横谷　亮典 ﾖｺﾀﾆﾘｮｳｽｹ

城ノ内小学校 中学一年 井上　春香 ｲﾉｳｴﾊﾙｶ

横浜市立豊田中学校 中学一年 楳原　翔太 ｳﾒﾊﾗｼｮｳﾀ

鳴門教育大学付属中学校 中学一年 大北　壱成 ｵｵｷﾀｲｯｾｲ

藤沢市立湘南台中学校 中学一年 片岡　凜 ｶﾀｵｶﾘﾝ

加茂名中学校 中学一年 中田　結菜 ﾅｶﾀﾕｲﾅ

横浜大学附属鎌倉中学校 中学一年 森岡　楓 ﾓﾘｵｶｶｴﾃﾞ

国府中学校 中学一年 幸田　夏希 ﾕｷﾀﾅﾂｷ

国府中学校 中学二年 阿部　花凜 ｱﾍﾞｶﾘﾝ

石井中学校 中学二年 日下　結愛 ｸｻｶﾕｳｱ

横浜大学附属鎌倉中学校 中学二年 是永　珠朱 ｺﾚﾅｶﾞｼｭｼｭ

鳴門教育大学付属中学校 中学二年 白石　さくら ｼﾗｲｼｻｸﾗ

横浜市立西本郷中学校 中学二年 谷脇　光 ﾀﾆﾜｷﾋｶﾘ

津田中学校 中学二年 滑川　由菜 ﾅﾒｶﾜﾕﾅ

紫雲中学校 中学三年 緒田原　海人 ｵﾀﾞﾊﾗｶｲﾄ

南部中学校 中学三年 笹津　彩友美 ｻｻﾂｱﾕﾐ

加茂名中学校 中学三年 眞貝　晴樹 ｼﾝｶﾞｲﾊﾙｷ
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八万小学校 五年 多田　愛菜 ﾀﾀﾞｱｲﾅ



大松小学校 六年 井上　未菜 ｲﾉｳｴﾐﾅ

八万小学校 六年 北川　咲羽 ｷﾀｶﾞﾜｻｷﾊ

内町小学校 六年 谷　明音 ﾀﾆｱｶﾈ

大松小学校 六年 平田　菜々美 ﾋﾗﾀﾅﾅﾐ

大松小学校 六年 山田　愛子 ﾔﾏﾀﾞｱｲｺ

徳島文理中学校 中学一年 小田　鳳哉 ｵﾀﾞｼﾞｭﾝﾔ

南部中学校 中学一年 天眞　陸 ﾃﾝｼﾝﾘｸ

南部中学校 中学一年 中内　唯楓 ﾅｶｳﾁﾕｲｶ

徳島中学校 中学二年 鈴木　文 ｽｽﾞｷｱﾔ

鳴門教育大付属中学校 中学二年 仁木　理紗子 ﾆｷﾘｻｺ

八万中学校 中学三年 元木　彩恵 ﾓﾄｷｻｴ


