
学校名 学年 名前 学校名 学年 名前

幼児 織田 桜子 竹田小学校 小3 福富 青空

安室東幼稚園 幼児 小林 奏帆 東河小学校 小3 吉井 結波

西神戸YMCA保育園 幼児 池野 真央 東河小学校 小3 正垣 華帆

野口小学校 小1 新田 唯 石屋小学校 小3 丸谷 らん

城乾小学校 小1 江見 紗智 会見小学校 小3 佐竹 唯

吉川小学校 小1 國嶋 俐究 加古小学校 小4 川嶋 健太

大沢小学校 小1 大家 みなみ 安室小学校 小4 藤岡 優花

淀江小学校 小1 大塚 奈々 城西小学校 小4 小池 桃花

加古川小学校 小2 塩野 なづな 高浜小学校 小4 久保田 絢利

志方小学校 小2 八木 碧斗 高浜小学校 小4 入江 謙心

枚田小学校 小2 中島 ののか 高浜小学校 小4 岩本 珀美

枚田小学校 小2 金川 さくら 高浜小学校 小4 大西 美緒

志方東小学校 小3 小林 大暉 竹田小学校 小4 渡部 太陽

志方東小学校 小3 長谷川 寿美怜 大蔵小学校 小4 山中 謙伸

加古小学校 小3 藤本 宗真 大蔵小学校 小4 井垣 諒香

安室小学校 小3 盧 奕霖 東河小学校 小4 衣川 裕惺

安室小学校 小3 水田 愛梨 大蔵小学校 小4 清水 杏璃

城乾小学校 小3 江見 希穂 枚田小学校 小4 椿野 煌明

梁瀬小学校 小3 足立 こよみ 枚田小学校 小4 山下 茜

大蔵小学校 小3 石村 尚輝 養父小学校 小4 藤原 友博

枚田小学校 小3 中川 龍翔 養父小学校 小4 藤原 充博
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尾上小学校 小5 平野 莉歩 高浜小学校 小6 玉田 大翔

天満南小学校 小5 䦰橋 亜優奈 高浜小学校 小6 貝川 悟

母里小学校 小5 高野 晴日 高浜小学校 小6 松島 愛莉

天満小学校 小5 埜澤 陽菜 安室小学校 小6 世古 武

谷外小学校 小5 藤原 里紗 大蔵小学校 小6 田中 倫花

高浜小学校 小5 有本 結香 東河小学校 小6 藤原 絢斗

大沢小学校 小5 稲生 紗朱 梁瀬小学校 小6 上村 百合

東河小学校 小5 切目 悠心 枚田小学校 小6 三浦 小梅

糸井小学校 小5 篠木 麗玲 竹田小学校 小6 藤原 愛夢

枚田小学校 小5 中村 彩華 大蔵小学校 小6 梅影 あれん

枚田小学校 小5 越中 咲衣 枚田小学校 小6 珍坂 優衣

東河小学校 小5 藤次 玲香 梁瀬小学校 小6 小山 純奈

大蔵小学校 小5 小谷 咲樹 枚田小学校 小6 愛原 煌大

枚田小学校 小5 西田 優姫 枚田小学校 小6 杉野 梨花

枚田小学校 小5 愛原 めい 糸井小学校 小6 河辺 真子

竹田小学校 小5 井上 栞菜 東河小学校 小6 宮村 陽大

枚田小学校 小5 藤井 結華 石屋小学校 小6 丹野 円麻子

枚田小学校 小5 藤本 莉子 会見小学校 小6 井塚 香衣里

志方東小学校 小6 上野 愛梨 城山中学校 中1 藤原 結衣

天満小学校 小6 大野  真悠 城乾中学校 中1 堀 芽生

高浜小学校 小6 佐々尾 祐希 和田山中学校 中1 絹巻 湊人
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和田山中学校 中1 夜久 真叶 和田山中学校 中2 佐々木 優芽

梁瀬中学校 中1 木下 智哉 和田山中学校 中2 藤原 結菜

和田山中学校 中1 齊藤 綾乃 梁瀬中学校 中2 木下 裕哉

梁瀬中学校 中1 足立 琉真 和田山中学校 中2 石田 杏

和田山中学校 中1 松山 晃樹 ノートルダム清心中学校 中2 淺井 亜衣

和田山中学校 中1 篠木 翔大 岡山後楽館中学校 中2 山澤 郁月

大穴中学校 中1 西岡 知紗 大穴中学校 中2 原田 夏希

志方中学校 中2 上野 光貴 稲美中学校 中3 東根 歩夢

城乾中学校 中2 藤井 音羽 灘中学校 中3 池内 歩美

安室中学校 中2 宮本 果奈 飾磨東中学校 中3 平岡 想和

安室中学校 中2 福田 蒼惟 神戸国際中学校 中3 吉村 柚紀

和田山中学校 中2 小屋敷 琥 和田山中学校 中3 北垣 陽琉

和田山中学校 中2 小屋敷 虹那 和田山中学校 中3 篠木 優花

和田山中学校 中2 丸橋 心愛 和田山中学校 中3 西村 円花

和田山中学校 中2 垣尾 実子 和田山中学校 中3 髙島 未羽

和田山中学校 中2 岡 和希
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