
学校名 学年 名前 学校名 学年 名前

かこのみやこども園 幼児 田渕 匡祐 平岡東小学校 小2 南 綾乃

みのりヶ丘保育園 幼児 土屋 瑛亮 野口北小学校 小2 金井 進

みのりヶ丘保育園 幼児 西尾 葵花 平岡小学校 小2 岡田 まこ

みのりヶ丘保育園 幼児 藤岡 冴香 若宮小学校 小2 西川 心結

兵庫大学附属加古川幼稚園 幼児 橋本 悠杜 野口北小学校 小2 橋本 佳奈

かわのまち保育園 幼児 入江 結愛 加古川小学校 小2 今井 千晴

加古川こども園 幼児 木下 稜麻 野口南小学校 小2 秋月 斗真

幼児 福井 翌人 野口北小学校 小2 亀井 楓菜

幼児 福井 悠人 平岡東小学校 小2 髙田 紗那

幼児 柘植 陽日 尾上小学校 小2 大柄 凜花

豊富保育所 幼児 小山 泰知 尾上小学校 小2 土屋 美月

城見ヶ丘保育園 幼児 矢内 いち子 豊富小学校 小2 小山 沙菜

こじかこども園 幼児 前田 菫 砥堀小学校 小2 谷口 琥太朗

こじかこども園 幼児 吉田 有芯 成徳小学校 小2 高島 実希

高浜保育所 幼児 河内 伯斗 神野小学校 小3 江尻 彩瑚

育ヶ丘保育園 幼児 亀野 杏 若宮小学校 小3 上野 瑛翔

浜の宮小学校 小1 門口 莉子 高浜小学校 小3 谷口 翔真

高浜小学校 小1 矢内 詠子 龍田小学校 小3 栁生 みお

砥堀小学校 小1 たに口 ゆりあ 友渕小学校 小3 土井 瑞稀

市場小学校 小1 亀野 湊 野口北小学校 小4 山本 晃太朗

市場小学校 小1 藤川 晟那 御国野小学校 小4 小林 楓

野口南小学校 小2 竹本 優杏 砥堀小学校 小4 竹内 舜

神野小学校 小2 美藤 彩里 砥堀小学校 小4 谷口 まりあ
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野口北小学校 小5 田渕 壮祐 御国野小学校 小6 小林 桃嘉

平岡東小学校 小5 鈴木 識乃 砥堀小学校 小6 竹内 沙羅

野口北小学校 小5 橋本 あかり 神吉中学校 中1 野村 凌大

東神吉南小学校 小5 鈴木 心海 浜の宮中学校 中1 森 寧音佳

尾上小学校 小5 森 陽菜乃 高砂中学校 中1 西原 嘉倫

天満小学校 小5 吉村 碧華 飾磨東中学校 中1 江藤 詩愛

高浜小学校 小5 脇田 拓実 飾磨東中学校 中1 平郡 進之介

高浜小学校 小5 平岡 逢月 白陵中学校 中2 千家 志登

砥堀小学校 小5 谷口 翔太朗 賢明女子学院中学校 中2 城 理子

高浜小学校 小5 三砂 詠次郎 東洋大学附属姫路中学校 中2 城 俊輔

高浜小学校 小5 吉川 唯都 飾磨東中学校 中2 榊原 颯太

龍田小学校 小5 栁生 りょう 飾磨東中学校 中2 三浦 凛大郎

尾上小学校 小6 植田 裕太 飾磨東中学校 中2 橋本 彗音

氷丘南小学校 小6 納庄 陽生
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