
◎高校生男子 （16名） ◎高校生女子 （15名）

氏名 学校名 学年 在住地 氏名 学校名 学年 在住地

井出 俊 クラーク記念国際高等学校 1年 静岡県 石川 彩 堀越高等学校 1年 埼玉県

蛯名 大和 埼玉栄高等学校 2年 埼玉県 伊藤 栞奈 千葉経済大学付属高等学校 1年 千葉県

大貫 渉太朗 水城高等学校 2年 茨城県 大森 紗帆 日本大学高等学校 2年 神奈川県

小川 遼太郎 鹿島学園高等学校 2年 東京都 粕谷 美佳 佐久長聖高等学校 2年 長野県

金田 直之 拓殖大学紅陵高等学校 2年 千葉県 金澤 志奈 岩瀬日本大学高等学校 2年 茨城県

河田 丈一郎 開志学園高等学校 1年 新潟県 河野 美桜 山梨学院大学附属高等学校 2年 神奈川県

斉藤 史晶 新潟産業大学付属高等学校 1年 新潟県 越雲 みなみ 宇都宮文星女子高等学校 1年 栃木県

下田 雄大 堀越高等学校 1年 東京都 佐久間 綾女 友部高等学校 2年 茨城県

徳嶽 太 作新学院高等学校 1年 栃木県 佐藤 耀穂 埼玉栄高等学校 1年 埼玉県

羽田 祐一郎 山梨県立桂高等学校 1年 山梨県 鈴木 萌子 拓殖大学紅陵高等学校 1年 千葉県

林 侃汰朗 開志学園高等学校 1年 新潟県 高鳥 萌 山梨県立桂高等学校 2年 山梨県

橋本 竜摩 正智深谷高等学校 2年 群馬県 西村 美希 開志学園高等学校 2年 東京都

広田 泰斗 長野日大高等学校 2年 長野県 本多 奈央 富士市立富士高等学校 2年 静岡県

水嶋 佑介 拓殖大学紅陵高等学校 2年 千葉県 松森 杏佳 日本大学高等学校 2年 東京都

山田 大晟 県立横浜旭陵高等学校 2年 神奈川県 村田 理沙 杉並学院高等学校 2年 東京都

若杉 育海 開志学園高等学校 2年 新潟県

◎中学生男子 （14名） ◎中学生女子 （19名）

氏名 学校名 学年 在住地 氏名 学校名 学年 在住地

猪狩 広大 華川中学校 2年 茨城県 青野 紗也 駿台甲府中学校 1年 山梨県

伊藤 優太 高麗川中学校 3年 埼玉県 石井 理緒 本丸中学校 1年 新潟県

内田 直輝 伊勢原市立伊勢原中学校 1年 神奈川県 稲葉 七海 静岡北中学校 3年 静岡県

恩田 拓哉 館林市立第一中学校 3年 群馬県 植竹 希望 奥戸中学校 2年 東京都

櫛山 勝弘 日の出中学校 3年 千葉県 臼井 麗香 鹿沼市立北押原中学校 2年 栃木県

島田 青葉 十日町市立十日町中学校 3年 新潟県 江澤 亜季 日高市立高麗川中学校 3年 埼玉県

清水 優太 小平第五中学校 2年 東京都 大石 彩未 松本市立丸ノ内中学校 2年 長野県

須藤 啓太 山梨南中学校 3年 山梨県 大出 瑞月 館林市立第一中学校 3年 群馬県

髙橋 宝将 けやき台中学校 2年 茨城県 岡村 優 城西中学校 3年 茨城県

中井 賢人 保谷中学校 2年 東京都 工藤 優海 麗澤中学校 2年 千葉県

長澤 奨 富士川町立鰍沢中学校 3年 山梨県 真田 来美 佐久長聖中学校 3年 長野県

新村 廉 佐久長聖中学校 3年 長野県 瀬賀 百花 関川中学校 2年 新潟県

羽藤 勇司 富里北中学校 2年 千葉県 髙橋 咲 阿賀野市立安田中学校 3年 新潟県

吉田 翔 沼津市立大岡中学校 3年 静岡県 髙橋 彩華 大形中学校 2年 新潟市

永井 花奈 伊藤学園中学校 3年 東京都

畑岡 奈紗 岩間中学校 2年 茨城県

羽藤 琴和 富里北中学校 3年 千葉県

林 菜乃子 湯河原中学校 2年 神奈川県

松下 成果 横浜市立豊田中学校 3年 神奈川県

◎小学生男子 （18名） ◎小学生女子 （17名）

氏名 学校名 学年 在住地 氏名 学校名 学年 在住地

相原 諒哉 西東京市立芝久保小学校 6年 東京都 飯田 絵己 杉並区立永福小学校 6年 東京都

伊藤 吏玖 結城市立江川南小学校 6年 茨城県 今井 香蓮 伊勢崎市立三郷小学校 6年 群馬県

江口 勇也 八千代市立村上北小学校 6年 千葉県 今井 萌絵 私立リリーベール小学校 5年 茨城県

奥山 大地 愛川町立菅原小学校 6年 神奈川県 岩﨑 美紀 三芳町立三芳小学校 6年 埼玉県

佐藤 壱洸 私立桐光学園小学校 6年 東京都 潮田 羽来々 御前崎私立白羽小学校 5年 静岡県

渋谷 晃太郎 さいたま市立日進小学校 6年 埼玉県 遠藤 眞子 野田市立東部小学校 6年 千葉県

丁 志優 千葉市立千城台南小学校 6年 千葉県 大塚 真由 長野市立朝陽小学校 6年 長野県

高橋 夢人 大形小学校 5年 新潟市 金野 優菜 武蔵野市立第五小学校 6年 東京都

田中 章太郎 取手市立取手小学校 5年 茨城県 澁澤 莉絵留 太田市立宝泉小学校 6年 群馬県

中島 啓太 加須市立豊野小学校 6年 埼玉県 新藤 励 桐生市立新里中央小学校 6年 群馬県

中村 竜 鹿嶋市立平井小学校 6年 茨城県 竹本 梨奈 新潟市立江南小学校 6年 新潟県

新村 駿 松本市立寿小学校 6年 長野県 橋添 穂 国立山梨大学附属小学校 6年 山梨県

西片 太一 杉並区立四宮小学校 6年 東京都 松岡 華 千葉市立瑞穂小学校 6年 千葉県

林 恭平 横浜市立日野南小学校 4年 神奈川県 望月 美甫 富士市立田子浦小学校 4年 静岡県

細谷 朋生 茂原市立東郷小学校 6年 千葉県 山口 すず夏 和光鶴川小学校 6年 神奈川県

前田 光史朗 下野市立石橋小学校 6年 栃木県 山崎 花音 松長小学校 6年 新潟県

三浦 優輝 静岡市立南藳科小学校 6年 静岡県 吉田 優利 市川市立百合台小学校 6年 千葉県

宮川 大輝 富士市立吉永第一小学校 6年 静岡県
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