
男子 女子

No. 氏　　名 府県 小学校名 ｼｰﾄﾞ順位 No. 氏　　名 府県 小学校名 ｼｰﾄﾞ順位

1 福田 創楽 大阪 吹田市立藤白台小⑥ ① 1 向井 マリア 兵庫 神戸市立東須磨小⑥ ①

2 望月 勇希 大阪 大阪市立南港光小⑥ ② 2 反田 茉鈴 大阪 八尾市立大正小⑥ ②

3 上曽山 拓実 兵庫 尼崎市立立花南小⑥ ③ 3 長船 香菜子 京都 京都市立桃山南小⑥ ③

4 髙村 烈司 京都 枚方市立菅原東小⑥ ④ 4 伊藤 沙弥 兵庫 西宮市立大社小⑤ ④

5 松本 樹 兵庫 神戸市立星和台小⑥ ⑤ 5 奥田 日向 京都 京都市立二条城北小⑤ ⑤

6 白藤 成 大阪 五條市立牧野小⑤ ⑥ 6 黒川 彩子 滋賀 大津市立仰木の里東小⑥ ⑤

7 山田 健人 兵庫 神戸市立本山第三小⑤ ⑥ 7 池内 七夕 兵庫 神戸市立池田小⑥ ⑦

8 平山 浩大 滋賀 大津市立青山小⑥ ⑧ 8 八田 真穂 京都 京都市立上賀茂小⑥ ⑧

9 山下 晶平 兵庫 神戸市立福田小⑥ ⑨ 9 中谷 琴乃 大阪 松原市立天美西小⑥ ⑨

10 藤井 航大 兵庫 神戸市立小部東小⑥ ⑨ 10 山本 真奈 大阪 高槻市立真上小⑥ ⑩

11 遠藤 晃平 和歌山 岩出市立山﨑北小⑥ ⑨ 11 井手 梨香子 滋賀 守山市立物部小⑥ ⑪

12 服部 稜 奈良 奈良市立六条小⑥ ⑫ 12 田中 瑞萌 滋賀 大津市立瀬田南小⑤ ⑫

13 岩村 優友 京都 城陽市立寺田南小⑥ ⑬ 13 藤原 夕貴 兵庫 西脇市立楠ヶ丘小⑥ ⑫

14 清水 悠太 滋賀 湖南市立三雲小④ ⑬ 14 橋本 実結 京都 向日市立第３向陽小⑤ ⑭

15 小清水 拓生 大阪 河内長野市立三日市小⑤ ⑮ 15 田崎 菜々子 大阪 堺市立錦小⑤ ⑮

16 小川 裕之 京都 枚方市立菅原東小⑥ ⑯ 16 堀栄 琴美 大阪 堺市立宮園小⑥ ⑮

17 辻垣内 祥汰 和歌山 和歌山市立西脇小⑤ 17 能勢 彩佳音 奈良 橿原市立白橿南小⑥

18 上森 翔太 京都 高島市立今津東小⑥ 18 東 綾香 兵庫 西宮市立小松小⑥

19 漁 圭祐 兵庫 神戸市立唐櫃小⑥ 19 富田 真菜 大阪 大阪市立西三国小⑥

20 石島 結友 京都 京都市立松尾小⑤ 20 伊藤 栄湖 兵庫 神戸市立小部東小⑥

21 東 篤志 奈良 木津川市梅見台小⑤ 21 西田 なぎさ 和歌山 紀美野町立下神野小⑥

22 太田 智貴 兵庫 西宮市立東山台小⑤ 22 東 美穂 滋賀 草津市立山田小⑥

23 南泉 達政 和歌山 和歌山市立高松小④ 23 染川 真衣 奈良 奈良市立平城小⑥

24 池田 寛 京都 京都市立松尾小⑤ 24 林 奈央 兵庫 尼崎市立尼崎北小⑥

25 宮井 優輔 和歌山 和歌山市立今福小⑤ 25 山根 雛乃 兵庫 神戸市立若草小⑥

26 上西 佑治 和歌山 和歌山市立楠見小⑥ 26 竹中 稚葉 和歌山 和歌山市立雑賀小⑥

27 鈎 亮太 京都 宇治市立北槇島小⑥ 27 竹原 桜 和歌山 和歌山市立和佐小⑤

28 梶原 大郁 滋賀 守山市立物部小⑥ 28 野田 みなみ 京都 京都市立梅津小⑥

29 西村 厚祐 奈良 奈良市立東登美ヶ丘小⑥ 29 山本 いずみ 京都 宇治市立三室戸小⑥

30 福田 大晟 和歌山 和歌山市立四ヶ郷北小⑥ 30 松本 果歩 京都 福知山市立雀部⑥

31 仙波 寿明 滋賀 蒲生郡安土町立老蘇小⑥ 31 眞鍋 裕香 滋賀 大津市立堅田小⑤

32 山本 悠樹 京都 宇治市立岡屋小⑥ 32 井上 優花 和歌山 泉佐野市立中央小⑤

33 岩本 崇秀 大阪 和泉市立いぶき野小⑥ 33 明河 樹 滋賀 守山市立速野小⑤

34 福田 和雅 大阪 大阪市立晴明丘南小⑤ 34 武本 桃 滋賀 東近江市立能登川南小⑤

35 山羽 貴友輝 京都 宇治市立御蔵山小⑥ 35 松本 萌 大阪 茨木市立安威小⑥

36 西崎 慧 和歌山 和歌山市立雑賀小⑤ 36 藤原 早気 大阪 貝塚市立二色小⑤

37 吉川 海 大阪 宝塚市立山手台小⑥ 37 堀口 桃果 大阪 大阪市立山之内小⑤

38 田中 修斗 兵庫 神戸市立星和台小⑥ 38 北浦 季里子 兵庫 姫路市立高浜小⑥

39 羽澤 慎治 兵庫 三田市立弥生小④ 39 下寳 由依 兵庫 神戸市立藤原台小⑥

40 若林 主馬 和歌山 和歌山市立雑賀小⑤ 40 大塚 芽生 兵庫 神戸市立小部小⑤

41 小嶋 凛太郎 滋賀 東近江市立湖東第三小⑥ 41 山内 香奈恵 兵庫 神戸市立神出小⑥

42 太田 哲哉 滋賀 高島市立今津東小⑤ 42 丸山 みずき 滋賀 大津市立瀬田南小⑤

43 宇田 翔 滋賀 草津市立草津小⑤ 43 松本 彩良 滋賀 大津市立木戸小⑤

44 児島 夢有人 大阪 羽曳野市立羽曳ヶ丘小⑥ 44 川本 七菜 和歌山 和歌山市立和歌浦小④

45 牧野 聖矢 大阪 大阪市立鯰江小⑥ 45 望月 楓 和歌山 和歌山市立雄湊小⑤

46 高橋 倫 大阪 堺市立五箇荘小⑥ 46 川島 愛 京都 京都市立松ヶ崎小⑥

47 藤本 達朗 大阪 高槻市立奥坂小⑤ 47 大川 花菜 京都 京都市立明徳小⑥

48 澤田 啓佑 大阪 豊中市立少路小⑥ 48 髙木 寿美麗 滋賀 大津市立和邇小学校⑥

49 元谷 達矢 大阪 和泉市立緑ヶ丘小⑥ 49 中小路 友 滋賀 大津市立仰木の里東小⑥

50 三宅 昂樹 大阪 箕面市立中小⑥ 50 山中 千紘 大阪 大阪市立加賀屋東小⑥

51 此谷 明紘 大阪 寝屋川市立点野小⑤ 51 山本 果林 大阪 泉佐野市立日根野小⑥

52 深井 圭 兵庫 西宮市立神原小⑥ 52 小野 紗奈 大阪 岸和田市立旭小⑤

53 村西 開斗 兵庫 西宮市立津門小⑥ 53 近藤 加奈子 大阪 高石市立羽衣小⑥

54 鷲尾 祥貴 兵庫 神戸市立丸山小⑥ 54 堺 愛結 兵庫 加古川市立野口北小⑤

55 竹山 世成 兵庫 宝塚市立末広小⑥ 55 入江 夏海 和歌山 和歌山市立名草小⑤

56 寺尾 紘輝 京都 長岡京市立神足小⑥ 56 越野 菜摘 京都 宇治市立宇治小⑥

57 白出 晶太郎 大阪 岸和田市立春木小⑤ 57 吉岡 那菜 奈良 奈良市立青和小⑥

58 内田 愉一 大阪 交野市立妙息坂小⑤ 58 坊 有紗 兵庫 神戸市立舞子小⑥

59 村田 龍紀 兵庫 西宮市立苦楽園小⑤ 59 木嶋 更沙 兵庫 西宮市立安井小⑥

60 平川 暉人 兵庫 明石市立錦浦小④ 60 千屋 優里香 大阪 和泉市立緑が丘小⑥

61 石本 龍吾 京都 精華町立精北小⑥ 61 矢嶋 春菜 京都 京都市立神川小⑤

62 岡田 浩平 京都 宇治市立大開小⑤ 62 今村 南 大阪 藤井寺市立道明寺小⑥

63 大前 晨 滋賀 大津市立上田上小⑥ 63 大家 円花 京都 宇治市立三室戸小⑥

64 上原 悠希 滋賀 東近江市立湖東第三小⑥ 64 上原 悠愛 滋賀 東近江市立湖東第三小⑥

補欠１ 内田 夏樹 滋賀 大津市立小松小③ 補欠１ 寺田 理沙子 滋賀 野洲市立中主小⑤

補欠2 高田 祐平 大阪 大阪市立晴明丘小⑤ 補欠2 半田 椋華 大阪 西宮市立広田小⑤

補欠3 小林 奨 兵庫 三田市立ゆりのき台小⑥ 補欠3 大野 菜々子 大阪 高槻市立日吉台小⑤
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