
順位 順位

1 尾上 彩 埼玉県 川口市立南中学校 top 1 44 + 1
2 野中 生萌 東京都 文京区立林町小学校 top 1 40 2
3 蔭谷 柚佳 山口県 山口市立小郡中学校 top 1 39 + 3
4 竹内 彩佳 千葉県 市原市立ちはら台南中学校 top 1 38 4
5 村井 茉莉子 千葉県 船橋市立塚田小学校 top 1 38 - 5
6 岩永 遥香 山口県 山口市立小郡中学校 top 1 36 6
6 三浦 絵里菜 宮城県 仙台市立五橋中学校 top 1 36 6
8 溝口 萌香 福岡県 福岡市立若久小学校 top 1 35 + 8
9 廣重 幸紀 福井県 鯖江市立鯖江中学校 top 1 35 9
10 木村 碧衣 宮城県 仙台市立八幡小学校 top 1 24 + 10
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10 木村 碧衣 宮城県 仙台市立八幡小学校 top 1 24 + 10
11 桑岡 真凛 愛知県 安城市立作野小学校 top 1 24 11
12 伊藤 実悠 岐阜県 岐阜大学教育大学付属小学校 43 12
12 五月女美元 栃木県 鹿沼市立北中学校 43 12
14 服部 倫子 岐阜県 岐阜市立長森中学校 42 + 14
15 佐々木里穂 北海道 札幌市立盤渓小学校 42 - 15
16 西村 楓花 長崎県 佐世保市立大塔小学校 39 16
17 鈴木 里咲 福岡県 筑紫野市立筑紫野中学校 38 - 17
18 木暮 花 東京都 東久留米市立神宝小学校 37 + 18
18 原田 朝美 長崎県 千綿小学校 37 + 18
18 沼尻 千璃 茨城県 つくば市立谷田部中学校 37 + 18
21 本登 彩音 岡山県 真庭市立湯原小学校 35 21
21 村川 千夏 香川県 高松市立庵治中学校 35 21
23 山本 志帆 千葉県 千葉市立柏井小学校 34 + 23
24 田中 千華 新潟県 妙高市立斐太北小学校 34 24
24 花田 莉奈 山梨県 須玉小学校 34 24
26 櫓木 あかね 兵庫県 神戸市立大池中学校 33 + 26
27 比企 千織 茨城県 ひたちなか市立高野小学校 32 - 27
28 中村 朱 岩手県 岩手大学教育学部付属小学校 28 - 28
29 和田 花織 茨城県 ひたちなか市立前渡小学校 24 29
29 高橋 英理香 新潟県 上越市立柿崎中学校 24 29
31 林田 苑子 福岡県 粕屋町立粕屋中学校 23 31
32 山下 真由 広島県 廿日市立大野東小学校 22 + 32
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1 大森 啓太 岡山県 真庭市立湯原中学校 top 1 43 - 1 40
2 小福田透 岡山県 津山市立北稜中学校 top 1 43 - 1 37 +
3 島谷 尚季 千葉県 千葉市立さつきが丘西小学校 top 1 43 - 1 30
4 河島 侑哉 岡山県 真庭市立湯原中学校 top 1 41 + 4
5 亀山 凌平 岐阜県 岐阜市立岩小学校 top 1 40 5
6 森川 航 石川県 金沢市立長坂台小学校 top 1 39 + 6
7 是永 敬一郎 埼玉県 京北中学校 top 1 39 - 7
7 二宮 亮太 千葉県 千葉市立白井中学校 top 1 39 - 7
9 塚田 遼河 茨城県 下妻市立下妻中学校 top 1 37 9
10 木村 優斗 茨城県 ひたちなか市立高野小学校 top 1 36 10
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10 木村 優斗 茨城県 ひたちなか市立高野小学校 top 1 36 10
11 青木 大輔 埼玉県 加須市立加須西中学校 top 1 35 11
12 蔭谷 康平 山口県 山口市立上郷小学校 top 1 34 12
12 上田 健人 栃木県 宇都宮市立豊郷中央小学校 top 1 34 12
14 楢崎 智亜 栃木県 作新学院小学部 top 1 27 14
15 野村 真一郎 茨城県 土浦市立真鍋小学校 top 1 24 15
16 藤原 郁也 岡山県 岡山市立桑田中学校 42 16
17 飯田 譲 千葉県 船橋市立西海神小学校 42 - 17
17 佐藤 嘉晃 北海道 札幌市立西野中学校 42 - 17
19 今井 詩恩 長野県 諏訪市立城南小学校 41 - 19
20 花田 貴大 山梨県 須玉中学校 40 - 20
21 増山 貴裕 栃木県 下野市石橋中学校 39 21
22 三船 誠生 岡山県 岡山市立桑田中学校 39 - 22
23 南雲 純太 新潟県 上越市立柿崎中学校 38 23
24 小塙 雄斗 栃木県 宇都宮市立豊郷中央小学校 38 - 24
25 柿村 知寛 新潟県 上越市立柿崎中学校 35 25
26 鶴身 怜祐 香川県 三木町立平井小学校 28 - 26
27 頭師 雅人 新潟県 上越市立飯小学校 24 + 27
28 島岡 雅 新潟県 柿崎小学校 23 28
28 壷井 辰晶 香川県 氷上小学校 23 28


