
学校名 学年 名前 学校名 学年 名前

とうばんの森こども園 幼児 西口  航平 大沢小学校 小3 石田 創

仮屋保育所 幼児 戎 紅爾 糸井小学校 小3 仲村 愛菜

若宮小学校 小1 佐々木 優志 枚田小学校 小3 岡本 陸玖

平岡北小学校 小1 西田 利乃香 糸井小学校 小3 丸橋 千愛

安室小学校 小1 平田 萌唯 梁瀬小学校 小3 藤本 大佑

会見小学校 小1 岩﨑 智遥 東河小学校 小3 田淵 りのか

淀江小学校 小1 稲村 美月 加古小学校 小4 石井 亜咲美

日吉津小学校 小1 梅林 大誠 高浜小学校 小4 中尾 ゆめ

西伯小学校 小1 白根 ゆずは 高浜小学校 小4 林 瑞季

鳩里小学校 小2 西尾 彩未 高浜小学校 小4 宮田 昊

加古川小学校 小2 木田 咲良 高浜小学校 小4 松森 想生

安室小学校 小2 小林 光輝 高浜小学校 小4 玉田 飛龍

広畑小学校 小2 飯田 多恵 高浜小学校 小4 八杉 明璃

大沢小学校 小2 橋本 優萌 高浜小学校 小4 水本 心結

石屋小学校 小2 はま本 えみ 城乾小学校 小4 丸田 和明

石屋小学校 小2 井筒 一輝 谷外小学校 小4 濱野 丞

枚田小学校 小2 坂本 大和 城乾小学校 小4 石田 泉実

会見小学校 小2 精山 楽々 城北小学校 小4 小川 実愛

大穴小学校 小2 倉又 はな 灘小学校 小4 東山 まお

神野小学校 小3 山下 湊士 大沢小学校 小4 大家 にこ

八幡小学校 小3 内嶋 唯華 大蔵小学校 小4 齊藤 菜月

安室東小学校 小3 福田 統理 糸井小学校 小4 草ヶ谷 朱音

広畑小学校 小3 山下 智咲 梁瀬小学校 小4 垣尾 煌太
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枚田小学校 小4 浦田 充翔 母里小学校 小6 大辻 愛莉

東河小学校 小4 夜久 信愛 飾磨小学校 小6 谷奥 咲月

東河小学校 小4 𠮷井 咲人 高浜小学校 小6 福田 香羽

大穴小学校 小4 田淵 咲良 高浜小学校 小6 角田 來菜

神野小学校 小5 神吉 葉月 城乾小学校 小6 和木 悠馬

鳩里小学校 小5 橋本 花楓 安室小学校 小6 平田 莉菜

天満東小学校 小5 前田 葵衣 城乾小学校 小6 江見 維太

城乾小学校 小5 河南  真白 城乾小学校 小6 中山 航

高浜小学校 小5 久保 夢奈 市場小学校 小6 八木 すみれ

高浜小学校 小5 岩本 青桜 東河小学校 小6 藤原 琉聖

高浜小学校 小5 藤原 悠斗 東河小学校 小6 正垣 航

吉川小学校 小5 國嶋 心琴 枚田小学校 小6 小屋敷 椛恋

東河小学校 小5 藤原 優志 枚田小学校 小6 西垣 藍

梁瀬小学校 小5 藤本 唯人 大蔵小学校 小6 柿沼 乃亜

東河小学校 小5 田路 百楽 枚田小学校 小6 石田 菜華

梁瀬小学校 小5 漆垣 建人 梁瀬小学校 小6 藤本 陽向

竹田小学校 小5 足立 彩葉 竹田小学校 小6 吉川 知大

竹田小学校 小5 藤岡 乙葉 梁瀬小学校 小6 山田 峻輔

枚田小学校 小5 中里 翔天 糸井小学校 小6 草ヶ谷 水音

梁瀬小学校 小5 藤井 咲希 稲美中学校 中1 大辻 麻央

糸井小学校 小5 多次 維慶 琴陵中学校 中1 岩元 莉衣

枚田小学校 小5 村上 奈々 和田山中学校 中1 中里 琉希

会見小学校 小5 瀬田 靖華 和田山中学校 中1 関岡 郁加
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梁瀬中学校 中1 佐野 元規 和田山中学校 中2 山本 祐羽

和田山中学校 中1 中川 優希菜 和田山中学校 中2 田路 珠璃

梁瀬中学校 中1 松本 昂大 和田山中学校 中2 西垣 匠

稲美北中学校 中2 前田 昊澄 和田山中学校 中2 田中 ひなの

広嶺中学校 中2 小川 心愛 近大附属豊岡中学校 中2 寺上 亜依莉

東中学校 中2 喜田 るな 氷丘中学校 中3 山本 菜緒

飾磨東中学校 中2 福田 ひより 稲美北中学校 中3 竹元 小百合

飾磨東中学校 中2 堀 晶仁 和田山中学校 中3 後藤 匠輝

和田山中学校 中2 古屋敷 夏美 和田山中学校 中3 梅影 凜

和田山中学校 中2 中川 魁都 京都共栄学園中学校 中3 加藤 璃子
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