
少年部入選者名簿

＜幼・保・こ園＞

入選　(１１４点) 部門≪　絵画・デザイン　≫

通番 氏 名 学校(園)名 学年

1 田中 夏希 はなぞの幼稚園 年少

2 浅岡 この葉 かぐや第二こども園 年少

3 服部 一葉 かぐや第三幼稚園 年少

4 浅野 杏咲 みのり幼稚園 年少

5 川島 結葵 くるみ幼稚園 年少

6 太田 瑛馬 ほんごう幼稚園 年少

7 長田 佳歩 ほんごう幼稚園 年少

8 鷲尾 倖汰 なかよし岐阜南保育園 年少

9 荒川 香奈 なかよし岐阜南保育園 年少

10 小林 亮太 なかよし岐阜南保育園 年少

11 臼井 一葵 なかよし岐阜南保育園 年少

12 加藤 愛菜 羽島幼稚園 年少

13 渡邉 咲空 はしま西幼稚園 年少

14 野村 怜聖 はしま西幼稚園 年少

15 水野 琴香 はしま西幼稚園 年少

16 山上 詩織 みどり幼稚園 年少

17 鬼塚 美怜 みどり幼稚園 年少

18 松元 優奈 みどり幼稚園 年少

19 野田 さくら さくら幼稚園 年少

20 櫻井 陵平 はなぞの北幼稚園 年少

21 伏見 健斗 はなぞの北幼稚園 年少

22 工藤 優真 笠松幼稚園 年少

23 奥村 陵真 笠松幼稚園 年少

24 城島 凛 妙高幼稚園（認定こども園） 年少

25 水野 七緒 妙高幼稚園（認定こども園） 年少

26 長房 来ノ助 妙高保育園（認定こども園） 年少



27 神山 幸太郎 加納幼稚園 年中

28 原田 紬生 加納幼稚園 年中

29 山中 朝陽 加納幼稚園 年中

30 本田 陽彩 はなぞの幼稚園 年中

31 日比野 陽海 はなぞの幼稚園 年中

32 安江 杏菜 かぐや第一こども園 年中

33 山本 望結 かぐや第二こども園 年中

34 清水 来珠 みのり幼稚園 年中

35 大岩 慶士 くるみ幼稚園 年中

36 北川 友理 岐阜幼稚園 年中

37 安藤 百香 ほんごう幼稚園 年中

38 野口 藍 ほんごう幼稚園 年中

39 髙井　 瞭成 ほんごう幼稚園 年中

40 面髙 葵夷 なかよし岐阜南保育園 年中

41 大沼 愛叶 なかよし岐阜南保育園 年中

42 二羽 姫凛 なかよし岐阜南保育園 年中

43 田中 夢愛 羽島幼稚園 年中

44 新原 瑠之助 羽島幼稚園 年中

45 堀内 こはる 羽島幼稚園 年中

46 大橋 竜史 はしま西幼稚園 年中

47 浅井 梨瀬 はしま西幼稚園 年中

48 近藤 蘭 はしま西幼稚園 年中

49 加藤 雄大 みどり幼稚園 年中

50 佐藤 環多 みどり幼稚園 年中

51 桜井 希 那加保育園 年中

52 臼井 燈義 はなぞの北幼稚園 年中

53 郷 雄翔 はなぞの北幼稚園 年中

54 土屋 清志 はなぞの北幼稚園 年中

55 河崎 吏翔 笠松幼稚園 年中

56 坪野谷 凰介 笠松幼稚園 年中



57 森本 護 あかつき幼稚園 年中

58 山門 依 中部学院大学/中部学院大学短期大学部附属桐が丘幼稚園 年中

59 石井 結 妙高幼稚園（認定こども園） 年中

60 川尻 陽冬 妙高保育園（認定こども園） 年中

61 渡邉 日陽 大栄幼稚園 年中

62 三好 瑛麻 森のわらべ多治見園 年中

63 堀江 奈穂 岐阜東幼稚園 年長

64 毛利 友樹 中部学院大学・中部学院大学短期大学部附属幼稚園 年長

65 矢島 縁人 中部学院大学・中部学院大学短期大学部附属幼稚園 年長

66 水野 華那 こばと第３幼稚園 年長

67 髙野 恭子 こばと第３幼稚園 年長

68 大堀 遥香 はなぞの幼稚園 年長

69 栗本 結矢 はなぞの幼稚園 年長

70 木下 史悠 はなぞの幼稚園 年長

71 塚本 琉太 はなぞの幼稚園 年長

72 服部 里央菜 はなぞの幼稚園 年長

73 清水 千 かぐや第二こども園 年長

74 青木 心待 かぐや第二こども園 年長

75 北 渚 かぐや第三幼稚園 年長

76 東 陽太 まどか南幼稚園 年長

77 カストロ　オリス イサベル　ヴァルディス まどか南幼稚園 年長

78 伍 星羽 まどか南幼稚園 年長

79 永田 莉乃 岐阜幼稚園 年長

80 関本 優 ほんごう幼稚園 年長

81 家田 茉七 ほんごう幼稚園 年長

82 宮川 朝陽 ほんごう幼稚園 年長

83 奥村 俐心 ほんごう幼稚園 年長

84 寺田 深桜 ほんごう幼稚園 年長

85 名和 悠晴 なかよし岐阜南保育園 年長

86 髙﨑 維央里 なかよし岐阜南保育園 年長



87 小田 結菜 なかよし岐阜南保育園 年長

88 後路 桜都 羽島幼稚園 年長

89 野本 朔玖 羽島幼稚園 年長

90 山田 琉翔 羽島幼稚園 年長

91 鈴木 柚咲 はしま西幼稚園 年長

92 田中 ひまり みどり幼稚園 年長

93 西村 颯馬 さくら幼稚園 年長

94 髙田 千翔 合歓の木南幼稚園 年長

95 澁谷 要 合歓の木南幼稚園 年長

96 山田 葵 那加保育園 年長

97 井上 穂乃花 はなぞの北幼稚園 年長

98 上村 時生 はなぞの北幼稚園 年長

99 井上 綾乃 本巣幼児園 年長

100 夏目 知政 笠松幼稚園 年長

101 仲田 耕平 笠松幼稚園 年長

102 河合 瞳衣奈 妙高幼稚園（認定こども園） 年長

103 奥田 麗美 妙高保育園（認定こども園） 年長

104 林 伊吹 妙高保育園（認定こども園） 年長

105 松井 琳太郎 妙高保育園（認定こども園） 年長

106 木下 偉裟 大栄幼稚園 年長

107 渡邊 奈津 今渡幼稚園 年長

108 杉山 慶次 菫根本幼稚園 年長

109 川地 陽真里 北野保育園(多治見市) 年長

110 木下 琴音 前畑保育園 年長

111 曽我 麻帆 前畑保育園 年長

112 中川 歩紀 増島保育園 年長

113 岩見 珀汰 増島保育園 年長

114 吉川 空汰 河合保育園 年長



＜小学校＞

入選　(３１４点) 部門≪　絵画・デザイン　≫

通番 氏 名 学校(園)名 学年

1 野々村 秀一 網代小学校 １年

2 花房 春奈 長良東小学校 １年

3 中村　 妃歩 正木小学校 １年

4 洞戸 七海 八幡小学校（郡上市） １年

5 川合 虹輝 口明方小学校 １年

6 坂田 彩斗 口明方小学校 １年

7 河合 琉伊 大和南小学校 １年

8 尾関 莉子 大和北小学校 １年

9 福冨 日彩 土田小学校 １年

10 塚本 光琉 泉小学校 １年

11 髙橋 侑莉 華陽小学校 ２年

12 豊𠮷 由萌 方県小学校 ２年

13 三鴨 葵 長良東小学校 ２年

14 大島 伊織 長森東小学校 ２年

15 平光 淳之丞 長森東小学校 ２年

16 本村 優月 柳津小学校 ２年

17 丸山 陽 正木小学校 ２年

18 西脇 航士朗 堀津小学校 ２年

19 川村 玲空 弾正小学校 ２年

20 林 尚緒 弾正小学校 ２年

21 原田 緋那 弾正小学校 ２年

22 廣瀬 桃子 根尾小学校 ２年

23 髙橋 希 笠松小学校 ２年

24 武藤 圭佑 長良小学校 ２年

25 菱田 心実 吉里小学校 ２年

26 伊藤 泰志 広幡小学校 ２年

27 北田 紫乃織 府中小学校 ２年



28 溝口 璃子 名森小学校 ２年

29 中嶋 あおい 下有知小学校 ２年

30 山中 優花 中有知小学校 ２年

31 髙田 笑李 八幡小学校（郡上市） ２年

32 大前 心優 川合小学校 ２年

33 大坪 梨恵 那留小学校 ２年

34 野々俣 綾人 那留小学校 ２年

35 玉越 翔大 白鳥小学校 ２年

36 松井 杏梨 大中小学校 ２年

37 岡地 瑠栞 加茂野小学校 ２年

38 吉川 結菜 加茂野小学校 ２年

39 小林 千華 八百津小学校 ２年

40 浅野 寛介 下米田小学校 ２年

41 村瀬 到真 今渡南小学校 ２年

42 安藤 明亮 瑞浪小学校 ２年

43 小野 明歩 瑞浪小学校 ２年

44 太田 晴翔 陶小学校 ２年

45 林 里奈 明世小学校 ２年

46 小川 釉唯華 日吉小学校（瑞浪市） ２年

47 熊谷 侑真 日吉小学校（瑞浪市） ２年

48 土屋 陽菜 日吉小学校（瑞浪市） ２年

49 岡地 拓海 釜戸小学校 ２年

50 西尾 杏夏 明智小学校 ２年

51 阿部 美月 明智小学校 ２年

52 黒川 暖心 妻木小学校 ２年

53 森 遥々桃 妻木小学校 ２年

54 永井 佑果 泉小学校 ２年

55 宮嶋 由梨 栃尾小学校 ２年

56 谷口 陽大 神岡小学校 ２年

57 大前 栞奈 神岡小学校 ２年



58 中林 詩多 神岡小学校 ２年

59 山田 羽琉 神岡小学校 ２年

60 中 雪音 神岡小学校 ２年

61 トンプソン 椛音 華陽小学校 ３年

62 和田 彩愛 長良小学校 ３年

63 端場 咲月 三里小学校 ３年

64 小枝 来瑠実 方県小学校 ３年

65 玉井 砂羽 方県小学校 ３年

66 森岡 莉菜 芥見小学校 ３年

67 野宮 颯真 網代小学校 ３年

68 平工 琴羽 長森東小学校 ３年

69 春日井 愛乃 長森東小学校 ３年

70 河野 結南 正木小学校 ３年

71 十川 ななみ 尾崎小学校（各務原市） ３年

72 原 一槻 生津小学校 ３年

73 大橋 咲和 生津小学校 ３年

74 中嶋 貫太 外山小学校 ３年

75 谷口 智規 外山小学校 ３年

76 佐野 健 弾正小学校 ３年

77 上田 陽菜 興文小学校 ３年

78 古田 琴音 興文小学校 ３年

79 小竹 玲 府中小学校 ３年

80 安田 弥遥 府中小学校 ３年

81 児山 惠亮 牧谷小学校 ３年

82 井川 結衣 大矢田小学校 ３年

83 清水 寛生 藍見小学校 ３年

84 𠮷田 絆里 八幡小学校（郡上市） ３年

85 安藤 楓 大和北小学校 ３年

86 清水 美羽 白鳥小学校 ３年

87 渡辺 結月 白鳥小学校 ３年



88 野々尻 玲王 高鷲北小学校 ３年

89 安江 海翔 蜂屋小学校 ３年

90 加藤 優空 加茂野小学校 ３年

91 日比野 一花 今渡南小学校 ３年

92 坂本 翔麻 今渡北小学校 ３年

93 岩井 梨里香 今渡北小学校 ３年

94 川上 莉世 蘇原小学校 ３年

95 纐纈 彩萊 黒川小学校 ３年

96 林 優那 御嵩小学校 ３年

97 水野 一輝 御嵩小学校 ３年

98 宮田 夏衣斗 付知北小学校 ３年

99 工藤 瑞稀 瑞浪小学校 ３年

100 奥平 ジェシカ 陶小学校 ３年

101 河野 由奈 陶小学校 ３年

102 堀 晃己 稲津小学校 ３年

103 石田 篤希 明世小学校 ３年

104 堀 馨太 明智小学校 ３年

105 加藤 陽花 妻木小学校 ３年

106 石塚 智子 妻木小学校 ３年

107 武田 桃奈 妻木小学校 ３年

108 戸田 結音 妻木小学校 ３年

109 中垣 陽翔 濃南小学校 ３年

110 古田 一姫 泉小学校 ３年

111 大家 楓華 国府小学校 ３年

112 片町 秀人 古川小学校 ３年

113 田中 あゆ子 古川西小学校 ３年

114 新田 実はな 神岡小学校 ３年

115 星谷 空來 金山小学校 ３年



116 加藤 志穂 加納西小学校 ４年

117 野々村 まりん 方県小学校 ４年

118 武知 志織 芥見小学校 ４年

119 髙井 孝泰 網代小学校 ４年

120 髙井 遼人 網代小学校 ４年

121 加納 盟子 岐阜大学教育学部附属小中学校 ４年

122 中山 心結 正木小学校 ４年

123 炭竃 翔葵 正木小学校 ４年

124 板橋 亜衣子 正木小学校 ４年

125 大西 快人 堀津小学校 ４年

126 豊田 叶夏 生津小学校 ４年

127 村瀬 羽南 弾正小学校 ４年

128 若曽根 莉穂 松枝小学校 ４年

129 上口 真奈 長良西小学校 ４年

130 村瀬 心奏 長良小学校 ４年

131 常川　 瑠衣 長良小学校 ４年

132 上平 凌央 長良東小学校 ４年

133 松岡 凛人 府中小学校 ４年

134 山田 結愛 名森小学校 ４年

135 髙橋 佳奈 大矢田小学校 ４年

136 武藤 遼樹 藍見小学校 ４年

137 中村 華 中有知小学校 ４年

138 長屋 颯真 中有知小学校 ４年

139 横関 千 八幡小学校（郡上市） ４年

140 槙澤 一生 川合小学校 ４年

141 澤崎 龍生 那留小学校 ４年

142 蓑島 晴紀 高鷲小学校 ４年

143 三島 瑛士 高鷲北小学校 ４年

144 納土 凛子 蜂屋小学校 ４年

145 竹内 壱桜 今渡北小学校 ４年

146 黒川 昇真 上麻生小学校 ４年

147 今井 美兎 東白川小学校 ４年



148 斎藤 壮 太田小学校 ４年

149 中村 ましろ 今渡南小学校 ４年

150 松浦 光汰朗 今渡北小学校 ４年

151 安保 月乃 瑞浪小学校 ４年

152 成瀬 和輝 明世小学校 ４年

153 溝口 瑛大 明世小学校 ４年

154 小栗 雫 明世小学校 ４年

155 小川 茉那華 日吉小学校（瑞浪市） ４年

156 萱野 梨花 大井第二小学校 ４年

157 曽根 光織 妻木小学校 ４年

158 小木曽 大晟 駄知小学校 ４年

159 中根 暖人 駄知小学校 ４年

160 曽我 美羽音 泉小学校 ４年

161 山口 煌実 泉小学校 ４年

162 小栗 光叶 泉小学校 ４年

163 蒲田 翔琉 精華小学校 ４年

164 増田 紗季 丹生川小学校 ４年

165 清水口 瑠世 国府小学校 ４年

166 高橋 乃愛 華陽小学校 ５年

167 土田 康喜 則武小学校 ５年

168 豊吉 愛梨 方県小学校 ５年

169 野久 純奈 方県小学校 ５年

170 市橋 真盛 網代小学校 ５年

171 野々村 瑛吏 網代小学校 ５年

172 関谷 桂吾 長森東小学校 ５年

173 杉山 愛音 柳津小学校 ５年

174 岩田 康誠 岐阜大学教育学部附属小中学校 ５年

175 渡邉 煌留磨 正木小学校 ５年

176 浅野 花音 正木小学校 ５年

177 足立 成 桑原学園（前期課程） ５年



178 神谷 和花 生津小学校 ５年

179 大野 樹凛 生津小学校 ５年

180 𠮷田 響 根尾小学校 ５年

181 竹内 脩瑛 松枝小学校 ５年

182 山田 大貴 長森北小学校 ５年

183 澤田 倫太朗 長森北小学校 ５年

184 谷 望 墨俣小学校 ５年

185 谷 琉生 墨俣小学校 ５年

186 伴 真之介 吉里小学校 ５年

187 曽根 万里加 府中小学校 ５年

188 近藤 為希 小野小学校 ５年

189 八木 望月 下有知小学校 ５年

190 石田 まりな 八幡小学校（郡上市） ５年

191 浅野 真奏 八幡小学校（郡上市） ５年

192 北洞 憲三 白鳥小学校 ５年

193 藤井 稟子 吉田小学校 ５年

194 和田 曹 明宝小学校 ５年

195 ハム グウィン 古井小学校 ５年

196 舟坂 湖夏 古井小学校 ５年

197 土岐 藍子 古井小学校 ５年

198 松崎 空矢 古井小学校 ５年

199 堀部 南葵 蜂屋小学校 ５年

200 水野 春輝 蜂屋小学校 ５年

201 村雲 美月 東白川小学校 ５年

202 村雲 双亮 東白川小学校 ５年

203 横田 紗梨 旭小学校 ５年

204 吉村 さくら 付知南小学校 ５年

205 鈴木 伶於 瑞浪小学校 ５年

206 高橋 沙弥 瑞浪小学校 ５年

207 福岡 桜和 稲津小学校 ５年



208 伊藤 美涼 明世小学校 ５年

209 黄 裕美 明世小学校 ５年

210 福永 真希 明世小学校 ５年

211 日比野 佳那 日吉小学校（瑞浪市） ５年

212 溝口 希歩 釜戸小学校 ５年

213 橋爪 芽衣那 釜戸小学校 ５年

214 小木曽 みこ 明智小学校 ５年

215 松山 繕光 下石小学校 ５年

216 後藤 翔希 下石小学校 ５年

217 古根 羽菜 脇之島小学校 ５年

218 松葉 理沙 丹生川小学校 ５年

219 宇津宮 聖那 国府小学校 ５年

220 吉野 もも 神岡小学校 ５年

221 小島 吉平 華陽小学校 ６年

222 呉 日葵 華陽小学校 ６年

223 野口 友妃奈 方県小学校 ６年

224 早川 はるか 網代小学校 ６年

225 芝野 ことみ 長森東小学校 ６年

226 野田 侑里 正木小学校 ６年

227 土田 華鈴 正木小学校 ６年

228 則竹 峻希 正木小学校 ６年

229 渡邉 杏 弾正小学校 ６年

230 植村 輝来 真桑小学校 ６年

231 吉田 雅 根尾小学校 ６年

232 水野 莉桜 松枝小学校 ６年

233 小塩 歩楓 北小学校（大垣市） ６年

234 丸山 桂 長良小学校 ６年

235 立松 元志 吉里小学校 ６年

236 西堀 耕史 府中小学校 ６年

237 木戸 ひより 笠郷小学校 ６年



238 高木 美優 垂井小学校 ６年

239 長屋 優芽 中有知小学校 ６年

240 加藤 康輔 中有知小学校 ６年

241 上村 隆介 八幡小学校（郡上市） ６年

242 石田 桃亜奈 八幡小学校（郡上市） ６年

243 平野 太陽 八幡小学校（郡上市） ６年

244 原 唯彩 白鳥小学校 ６年

245 大屋 蓮珠 高鷲北小学校 ６年

246 橋詰 茉穂 吉田小学校 ６年

247 福井 南音 蜂屋小学校 ６年

248 三宅 桃佳 加茂野小学校 ６年

249 田原 柚葵 今渡北小学校 ６年

250 道下 優彩 御嵩小学校 ６年

251 斎藤 有里 太田小学校 ６年

252 木崎 寛太 山之上小学校 ６年

253 勝 うたね 陶小学校 ６年

254 勝股 日茉莉 稲津小学校 ６年

255 小畑 綾乃 明世小学校 ６年

256 加納 奏空 明世小学校 ６年

257 工藤 琉愛 明世小学校 ６年

258 加藤 謙人 日吉小学校（瑞浪市） ６年

259 工藤 柚月 日吉小学校（瑞浪市） ６年

260 小木曽 陽菜 日吉小学校（瑞浪市） ６年

261 武市 瑚子 日吉小学校（瑞浪市） ６年

262 西尾 颯真 日吉小学校（瑞浪市） ６年

263 渡邊 友彩 釜戸小学校 ６年

264 今枝 優太 妻木小学校 ６年

265 鈴木 達也 妻木小学校 ６年

266 的場 麗太 濃南小学校 ６年

267 下田 紗來 泉小学校 ６年

268 トルン ニイ 泉西小学校 ６年

269 松永 直太朗 古川小学校 ６年

314 住田 一心 古川小学校 ６年



＜中学校＞

入選　(１３３点) 部門≪　絵画・デザイン　≫

通番 氏 名 学校(園)名 学年

1 成瀬 磨吹 岐阜清流中学校 １年

2 川島 夏緒 岐阜清流中学校 １年

3 甲斐 くるみ 梅林中学校 １年

4 小川 侑夏 精華中学校 １年

5 伊藤 綾花 精華中学校 １年

6 安西 ななほ 精華中学校 １年

7 堂前 立夏 精華中学校 １年

8 箕浦 美乃 岐北中学校 １年

9 下中 こころ 岐阜大学教育学部附属小中学校 １年

10 木村 柚南 登龍中学校 １年

11 土田 健留 登龍中学校 １年

12 佐藤 希美 登龍中学校 １年

13 遠藤 ゆめ 白鳥中学校 １年

14 川端 咲千絵 高鷲中学校 １年

15 前田 カミラ遠藤 東中学校(美濃加茂市) １年

16 長谷川 扇汰 東中学校(美濃加茂市) １年

17 日下部 未来 加子母中学校 １年

18 安江 ひあら 加子母中学校 １年

19 山田 紅桜 濃南中学校 １年

20 丸田 柚香 古川中学校 １年

21 岩井 悠 本荘中学校 ２年

22 畑中 玲那 加納中学校 ２年

23 林 なな子 加納中学校 ２年

24 西村 彩純 加納中学校 ２年

25 前田 菜々子 精華中学校 ２年

26 中村 咲姫 精華中学校 ２年

27 都竹 琉花 三輪中学校 ２年



28 今村 未希 青山中学校 ２年

29 池田 こはく 陽南中学校 ２年

30 日高 絵里花 岐阜西中学校 ２年

31 根藤 ななみ 岐阜西中学校 ２年

32 山田 紗奈 岐阜西中学校 ２年

33 佐野 ひかり 境川中学校 ２年

34 竹山 優奈 竹鼻中学校 ２年

35 増川 茉穂 竹鼻中学校 ２年

36 田中 太智 竹鼻中学校 ２年

37 古川 敬太 竹鼻中学校 ２年

38 岩井 優奈 川島中学校 ２年

39 板谷 樹璃 川島中学校 ２年

40 山口 菫 鵜沼中学校 ２年

41 岡部 由奈 真正中学校 ２年

42 桐谷 綾音 不破中学校 ２年

43 藤井 橘華 不破中学校 ２年

44 河瀬 豊虎 池田中学校 ２年

45 林 澪奈 池田中学校 ２年

46 藤原 綺香 池田中学校 ２年

47 國定 柔 岐阜聖徳学園大学附属中学校 ２年

48 牧村 遙人 穂積中学校 ２年

49 田邊 杏理 高鷲中学校 ２年

50 渡邉 栞有 東中学校(美濃加茂市) ２年

51 長谷川 歩花 上麻生中学校 ２年

52 長谷部 來夢 上麻生中学校 ２年

53 伊佐治 暖都 八百津中学校 ２年

54 真央 八百津中学校 ２年

55 長瀬 帆乃香 八百津中学校 ２年

56 杉山 優菜 瑞浪北中学校 ２年

57 宮地 一輝 瑞浪北中学校 ２年



58 原 心穏 岩邑中学校 ２年

59 近藤 日奈 岩邑中学校 ２年

60 後藤 ひかり 泉中学校 ２年

61 藤掛 那月 小泉中学校 ２年

62 小川 森太郎 日枝中学校 ２年

63 松山 優仁 日枝中学校 ２年

64 中田 紗永 中山中学校 ２年

65 髙井 圭人 中山中学校 ２年

66 中谷 愛美 中山中学校 ２年

67 角岡 歩夢 中山中学校 ２年

68 直井 苺香 中山中学校 ２年

69 松森 優奈 東山中学校 ２年

70 志村 高太郎 東山中学校 ２年

71 桑原 苺 東山中学校 ２年

72 岩島 百音 丹生川中学校 ２年

73 清水 ゆりな 丹生川中学校 ２年

74 山下 紗世 清見中学校 ２年

75 池戸 悠登 金山中学校 ２年

76 矢野 未空透 本荘中学校 ３年

77 中村 日菜多 梅林中学校 ３年

78 山本 彩世 梅林中学校 ３年

79 有馬 菜月 梅林中学校 ３年

80 田口 陽梨 加納中学校 ３年

81 村瀬 沙耶花 長森中学校 ３年

82 水﨑 真菜 長良中学校 ３年

83 山口 のどか 岩野田中学校 ３年

84 堀口 真悠乃 岩野田中学校 ３年

85 椎名 優希 精華中学校 ３年

86 小野 詢子 精華中学校 ３年

87 田原 直樹 精華中学校 ３年



88 小川 満由 精華中学校 ３年

89 安藤 翠悠 精華中学校 ３年

90 寺坂 光稀 青山中学校 ３年

91 森岡 慶 岐阜西中学校 ３年

92 渡辺 永愛 那加中学校 ３年

93 後藤 綾子 桜丘中学校 ３年

94 松井 里緒子 桜丘中学校 ３年

95 大場 琢矢 桜丘中学校 ３年

96 牧田 優衣 鵜沼中学校 ３年

97 河村 妃菜 岐南中学校 ３年

98 荒川 桜子 岐南中学校 ３年

99 清水 悠加 北中学校(大垣市) ３年

100 小川 丹都 江並中学校 ３年

101 森 椛恋 江並中学校 ３年

102 吉仲 莉子 江並中学校 ３年

103 安田 真桜 星和中学校 ３年

104 三宅 望生 高田中学校 ３年

105 野々垣 樹 高田中学校 ３年

106 日比 梓央里 高田中学校 ３年

107 伊藤 香帆 輪之内中学校 ３年

108 瀧澤 満ちる 大野中学校 ３年

109 佐藤 琉玖 池田中学校 ３年

110 竹田 香月 池田中学校 ３年

111 神田 遥花 旭ヶ丘中学校 ３年

112 野崎 真白 大和中学校 ３年

113 澤田 悠子 高鷲中学校 ３年

114 硲 優花 高鷲中学校 ３年

115 水上 昊娃 高鷲中学校 ３年

116 糸山 陽菜希 東中学校(美濃加茂市) ３年

117 伊藤 光晟 坂祝中学校 ３年



118 佐藤 朱音 坂祝中学校 ３年

119 纐纈 ゆら 坂祝中学校 ３年

120 平田 詩織 双葉中学校 ３年

121 岡田 愛菜 八百津中学校 ３年

122 丹羽 來海 八百津中学校 ３年

123 渡邉 心花 八百津中学校 ３年

124 齋藤 弥恵 白川中学校(白川町) ３年

125 三尾 柚稀 苗木中学校 ３年

126 伊藤 遥香 加子母中学校 ３年

127 駒田 香夏 福岡中学校 ３年

128 牧野 亜結 瑞浪北中学校 ３年

129 川尻 琴香 中山中学校 ３年

130 山口 陸 古川中学校 ３年

131 内海 志菜 古川中学校 ３年

132 大上 恭穂 神岡中学校 ３年

133 田立 楓 神岡中学校 ３年


