
※一部旧字体が表示できない為、新字体で表示しております。

北村　美咲希さん 大里　彩乃さん

森村　碧衣さん 権藤　茜さん

岡部　叶和さん 長谷　早記さん

宮本　康士朗さん 栗原　妃菜さん 白水　美緑さん 日高　心さん

中本　楓さん 白水　琴乃さん

1

福岡県 福岡県

福岡県 福岡県

福岡県 福岡県

福岡県 福岡県 福岡県 福岡県

福岡県 福岡県

中間市立中間東小学校 嘉麻市立嘉穂小学校

福岡市立板付北小学校 福岡市立高取小学校

嘉麻市立嘉穂小学校 嘉麻市立嘉穂小学校

嘉麻市立嘉穂小学校 嘉麻市立牛隈小学校 宗像市立河東小学校 春日市立春日野小学校

田川市立後藤寺小学校 福岡市立東若久小学校



花村　日那さん 北野　夢羽さん

平田　季莉さん 大仁田　悠真さん

藤井　心愛さん 光武　七慧さん

奥　花凜さん 有嶋　大喜さん 仁田原　由依さん 宮川　遥菜さん

今地　未來さん 田中　瞬輝さん

2

福岡県 福岡県

福岡県 福岡県

福岡県 福岡県

福岡県 福岡県 福岡県 福岡県

福岡県 福岡県

福岡市立高取小学校 筑前町立中牟田小学校

新宮町立新宮東中学校 春日市立春日東中学校

築上町立八津田小学校 築上町立八津田小学校

行橋市立今元小学校 行橋市立稗田小学校 八女市立黒木中学校 八女市立黒木中学校

新宮町立新宮東中学校 新宮町立新宮東中学校



鹿毛　ティアラさん 川上　翼さん

藤川　恵菜さん 池田　陽莉さん

川波　さくらさん 坂田　マリアさん

石田　愛知花さん 濱福　理央さん 吉武　千華さん 山下　悟暉さん

齋藤　晴さん 末永　千陽さん

3

福岡県 福岡県

佐賀県 佐賀県

福岡県 福岡県

福岡県 福岡県 福岡県 福岡県

福岡県 佐賀県

福岡市立原北中学校 福岡県立嘉穂高等学校
附属中学校

伊万里市立大川内小学校 佐賀市立南川副小学校

福岡県立嘉穂高等学校附
属中学校

福岡県立嘉穂高等学校附
属中学校

篠栗町立篠栗北中学校 篠栗町立篠栗北中学校 篠栗町立篠栗北中学校 福岡県立築城特別支援学
校

福岡市立香椎第2中学校 みやき町立三根西小学
校



小野　梓さん 荒谷　結菜さん

居石　一夏さん 山口　希子さん

田中　沙依さん 北島　　拓実さん

真子　大輝さん 岸川　龍ノ介さん 三原　悠晟さん 楠根　想那さん

西村　優来さん 木村　奏さん

4

佐賀県 佐賀県

佐賀県 長崎県

佐賀県 佐賀県

佐賀県 佐賀県 佐賀県 佐賀県

佐賀県 佐賀県

佐賀市立若楠小学校 多久市立東原庠舎中央
校

鳥栖市立鳥栖西中学校 五島市立緑丘小学校

多久市立東原庠舎中央校 多久市立東原庠舎東部校

小城市立桜岡小学校 小城市立砥川小学校 鹿島市立古枝小学校 鹿島市立鹿島小学校

鹿島市立鹿島小学校 多久市立東原庠舎中央
校



田中　和志さん 川﨑　衣音さん

長崎　瑞稀さん 林　夏歩さん

大前　響さん 花岡　美玖さん

岩﨑　八愛さん 浜田　虎鉄さん 葛島　緒珠さん 杉本　昊音さん

部原　実桜さん 浦瀬　絆さん

5

長崎県 長崎県

長崎県 長崎県

長崎県 長崎県

長崎県 長崎県 長崎県 長崎県

長崎県 長崎県

壱岐市立志原小学校 壱岐市立瀬戸小学校

長崎市立山里中学校 長崎市立日見中学校

対馬市立大船越小学校 対馬市立大船越小学校

長崎市立南陽小学校 長崎市立南陽小学校 長崎市立小江原小学校 学校法人玉木学園　長崎
玉成高等学校附属中学部

対馬市立佐須奈中学校 対馬市立東部中学校



田口　信一さん 宮崎　綾乃さん

坂本　史子さん 小西　瑠香さん

吉鶴　唯花さん 小﨑　壮一郎さん

江藤　心花さん 菊池　天丸さん 菊池　いろはさん 寺尾　優奈さん

中村　真優さん 吉田　颯太さん

6

長崎県 長崎県

熊本県 熊本県

熊本県 熊本県

熊本県 熊本県 熊本県 熊本県

熊本県 熊本県

長崎県立鶴南特別支援
学校五島分校

長崎県立長崎特別支援
学校

玉名市立小天東小学校 玉名市立横島小学校

あさぎり町立岡原小学校 上天草市立中南小学校

多良木町立久米小学校 宇土市立宇土東小学校 宇土市立宇土東小学校 宇土市立宇土東小学校

宇土市立宇土東小学校 水俣市立久木野小学校



市原　凪紗さん 作本　琉紀さん

怡土　明日香さん 上原　綾菜さん

江島　柚希さん 宮崎　晴琉さん

小浦　椎奈さん 田島　楓さん 赤澤　大河さん 後藤　金文さん

中林　莉那さん 光永　佳英さん

7

熊本県 熊本県

熊本県 熊本県

熊本県 熊本県

熊本県 熊本県 熊本県 熊本県

熊本県 熊本県

産山村立産山学園 益城町立広安小学校

熊本県立玉名高等学校附
属中学校

熊本県立玉名高等学校附
属中学校

菊池市立泗水小学校 菊池市立菊之池小学校

上天草市立龍ヶ岳中学
校

八代市立鏡中学校 山都町立矢部中学校 山都町立矢部中学校

山都町立矢部中学校 山都町立矢部中学校



齋藤　和志さん 赤尾　煌浬さん

髙木　莉子さん 鮫島　実柚さん

武田　晴奈さん 川野　音和さん

中田　凜さん 諸岡　龍之介さん 原田　葵さん 田丸　遙音さん

新留　想捺さん 力武　由衣さん

8

熊本県 熊本県

鹿児島県 鹿児島県

熊本県 大分県

宮崎県 宮崎県 宮崎県 宮崎県

宮崎県 宮崎県

菊池市立菊池南中学校 高森町立高森中学校

さつま町立盈進小学校 南さつま市立加世田小学
校

高森町立高森中学校 臼杵市立福良ヶ丘小学校

宮崎市立広瀬北小学校 新富町立富田小学校 綾町立綾小学校 諸塚村立諸塚小学校

都城市立山田小学校 宮崎市立大塚中学校



堂原　夏帆さん 益山　日向さん

草尾　あやのさん 西元　寿斗さん

及川　紗柚さん 中村　聖夜さん

梅北　麗依奈さん 上西　莉央さん 友野　さやかさん 小林　政斗さん

木村　彩晴さん 永田　煌也さん

9

鹿児島県 鹿児島県

鹿児島県 鹿児島県

鹿児島県 鹿児島県

鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県

鹿児島県 鹿児島県

南さつま市立加世田小
学校

南さつま市立加世田小
学校

志布志市立野神小学校 指宿市立柳田小学校

南さつま市立阿多小学校 南九州市立勝目小学校

大崎町立大丸小学校 大崎町立大丸小学校 姶良市立西姶良小学校 屋久島町立安房小学校

志布志市立山重小学校 志布志市立泰野小学校



江口　紗耶香さん 中川　一之介さん

金城　まどかさん 金城　麗璃さん

坂脇　虹音さん 平石　耀さん

山口　樹さん 本阿弥　舞桜さん 松元　花莉奈さん 永峯　和希さん

山下　まいかさん 新山　史華さん

10

鹿児島県 鹿児島県

沖縄県 沖縄県

鹿児島県 鹿児島県

鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県

鹿児島県 鹿児島県

曽於市立菅牟田小学校 湧水町立栗野小学校

与那国町立与那国小学校 恩納村立恩納小学校

肝付町立高山小学校 錦江町立田代小学校

霧島市立高千穂小学校 鹿児島市立宮川小学校 鹿児島市立紫原小学校 鹿児島市立清水中学校

鹿児島市立西紫原中学
校

鹿児島市立郡山中学校



宮城　咲和花さん 池田　萌愛さん

田名　真帆さん 宮城　里采さん

我謝　輝さん 大城　琴音さん

神里　日花里さん 平田　璃奈さん 大城　颯さん 仲本　絢さん

大城　菜々穂さん 石原　凌さん

11

沖縄県 沖縄県

沖縄県 沖縄県

沖縄県 沖縄県

沖縄県 沖縄県 沖縄県 沖縄県

沖縄県 沖縄県

浦添市立仲西小学校 豊見城市立長嶺小学校

那覇市立上山中学校 那覇市立上山中学校

豊見城市立長嶺小学校 南城市立玉城中学校

南城市立玉城中学校 宜野座村立宜野座中学
校

宜野湾市立普天間中学校 宜野湾市立普天間中学校

沖縄県立開邦中学校 那覇市立上山中学校



屋宜　すずなさん 上里　朱哩さん 坂口　央夏さん 新里　木仁奈さん

村田　かなでさん 一ノ瀬　楓汰さん 神里　周さん 呉屋　結さん

12

沖縄県 沖縄県 沖縄県 沖縄県

沖縄県 沖縄県 沖縄県 沖縄県

那覇市立上山中学校 那覇市立古蔵中学校 那覇市立古蔵中学校 那覇市立古蔵中学校

那覇市立古蔵中学校 那覇市立松島中学校 那覇市立松島中学校 那覇市立松島中学校


