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都道府県 所属団体 郡市町村 St. Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

     

1  多摩市立多摩第一小学校 東京 関東 天野 陽葵  

     天野 陽葵

2     Bye   

       

3  横浜市立宮谷小学校 神奈川 関東 赤羽 奏那   

       

4  松江市立乃木小学校 島根 中国 押川 美月   

       

5  旭川市立愛宕東小学校 北海道 北海道 坂田 もも   

     坂田 もも  

6     Bye   

       

7     Bye   

     大久保 莉子  

8  西尾市立矢田小学校 愛知 東海 大久保 莉子   

       

9  弘前市立時敏小学校 青森 東北 渋谷 月姫   

     渋谷 月姫  

10     Bye   

       

11     Bye   

     角田 莉沙  

12  中野区立江原小学校 東京 関東 角田 莉沙   

       

13  私立関東学院小学校 神奈川 関東 山下 瑚々   

     山下 瑚々  

14     Bye   

       

15     Bye   

     篠原 絢  

16  四国中央市立川之江小学校 愛媛 四国 篠原 絢   

       

17  甲斐市立双葉西小学校 山梨 関東 三好 玲奈   

     三好 玲奈  

18     Bye   

       

19     Bye   

     山中 星來  

20  松山市立小野小学校 愛媛 四国 山中 星來   

       

21  札幌市立手稲山口小学校 北海道 北海道 原中 音和   

     原中 音和  

22     Bye   

       

23     Bye   

     辻 和杏  

24  北島町立北島南小学校 徳島 四国 辻 和杏   

       

25  札幌市立手稲山口小学校 北海道 北海道 岩渕 有那   

     岩渕 有那  

26     Bye   

       

27     Bye   

     伊東 志  

28  伊賀市立西柘植小学校 三重 東海 伊東 志   

       

29  函館市立神山小学校 北海道 北海道 片山 星蘭   

     片山 星蘭  

30     Bye   

       

31     Bye   

     水内 柚月  

32  金沢市立伏見台小学校 石川 北信越 水内 柚月   

       



33  津市立豊が丘小学校 三重 東海 島村 芽衣   

     島村 芽衣  

34     Bye   

       

35     Bye   

     小野 果南  

36  越谷市立大袋小学校 千葉 関東 小野 果南   

       

37  高松市立栗林小学校 香川 四国 小若 実夢   

     小若 実夢  

38     Bye   

       

39     Bye   

     川村 紗慧  

40  花巻市立南城小学校 東北 東北 川村 紗慧   

       

41  松江市立乃木小学校 島根 中国 勝部 陽日   

     勝部 陽日  

42     Bye   

       

43     Bye   

     大村 和花子  

44  雫石町立雫石小学校 岩手 東北 大村 和花子   

       

45  広島市立五日市観音小学校 広島 中国 小田 朱莉   

     小田 朱莉  

46     Bye   

       

47     Bye   

     笹木 舞  

48  筑紫野市立山家小学校 福岡 九州 笹木 舞   

       

49  岡山市立宇野小学校 岡山 中国 永倉 聖理奈   

     永倉 聖理奈  

50     Bye   

       

51     Bye   

     渡邉 希  

52  掛川市立桜木小学校 静岡 東海 渡邉 希   

       

53  岸和田市立春木小学校 大阪 関西 白井 香帆   

     白井 香帆  

54     Bye   

       

55     Bye   

     桑水流 江菜  

56  国立大学法人　鹿児島大学教育学部附属小学校 鹿児島 九州 桑水流 江菜   

       

57  千葉県鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 千葉 関東 吉田 一花   

     吉田 一花  

58     Bye   

       

59     Bye   

     坂川 舞桜  

60  越前市立王子保小学校 福井 北信越 坂川 舞桜   

       

61  太田市立宝泉小学校 群馬 関東 吉田 青生   

       

62  山形市立第七小学校 山形 東北 奥山 し渚   

       

63     Bye   

     田中 愛  

64  広島市立美鈴が丘小学校 広島 中国 田中 愛  

     

    


