
国・県 市 団体名

台湾 新北 莒光小学校

台湾 新北 純徳小学校

台湾 屛東県 崇華小学校

台湾 台中 私立慈明高校

台湾 新北 致理科技大学

台湾 新北 宏國德霖科技大学

台湾 新北 淡江大学

宮城 石巻 玄穹社

広島 三次 布野中学校

大分 中津 中津南高等学校

大分 大分 福徳学院高等学校

大分 大分 大分雄城台高等学校

大分 国東 国東中学校

大分 国東 安岐中学校

大分 国東 安岐小学校

第14回世界夢一文字コンテスト

『夢一文字賞』（団体奨励賞）　　【順不同】
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　　　【特別賞】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

推薦 山梨 甲府 一般 杉本龍峰 無

推薦 宮城 仙台 一般 佐藤華炎 光

推薦 大分 国東 一般 滝口さゆり 宙

推薦 千葉 成田 一般 柳橋香仙 楽

推薦 大分 杵築 一般 安倍敬二 祈

推薦 大分 大分 一般 神志那詩子 気

推薦 山口 大島郡 一般 林　春雪 瞬

推薦 東京 足立区 一般 𠮷𠮷澤美帆 勢

推薦 東京 西東京 一般 広瀬舟雲 虎

推薦 東京 西東京 一般 下津裕美 和

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

広島 三次 和田小 小1 川本愛舞 空

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

大分 大分 松岡小 小2 江利角拓馬 馬

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

香川 高松 多肥小 小3 東原遥花 勇

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

香川 高松 木太北部小 小4 鳥谷眞子 気

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

秋田 大仙 豊成小 小5 中村有杜 打

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

東京 足立区 古千谷小 小6 山田花暖 支

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

台湾 新北 光仁中 中1 陳俞妡 時

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

大分 大分 南大分中 中2 唐澤美結 部

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

大分 杵築 杵築中 中3 岩田和海 恩

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

大分 中津 中津南高 高1 岡野美稀 声

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

大分 大分 上野丘高 高2 宮﨑結凪 努

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

香川 高松 英明高 高3 水口真菜 笑

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

東京 西東京 武蔵野大 大 冨沢加奈 煌

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

台湾 新北 一般 白孝羽 戦

大分県知事賞 熊本 熊本 一般 黒田清和 鮮

国東市長賞 青森 むつ 宮城教育大 大 伊藤二千翔 学

姫島村長賞 大分 別府 別府翔青高 高3 吉良真鈴 喜

豊後高田市長賞 香川 高松 英明高 高2 船井　萌 誇

国東市議会議長賞 東京 世田谷区 トキワ松学園高 高1 今井美裕 暢

姫島村議会議長賞 東京 文京区 小石川中等教育学校 中3 清水　環 顔

大分県教育長賞 北海道 岩見沢 光陵中 中2 藤井桜冴 輝

国東市教育長賞 大分 国東 志成学園 中1 豊村　葵 繋

姫島村教育長賞 青森 むつ 苫生小 小6 小野晏梛 奏
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　　　【特別賞】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

豊後高田市教育長賞 台湾 新北 莒光小 小5 張淮柔 静

大分県畜産公社賞 大分 国東 安岐中央小 小4 工藤絵梨夏 賢

大分県畜産公社賞 宮城 石巻 一般 髙橋さよ子 郷

大分県畜産公社賞 香川 高松 栗林小 小3 内藤綸香 思

国東市観光協会賞 群馬 高崎 吉井小 小2 横田隼希 希

国東市商工会賞 台湾 新北 純徳小 小1 林欣彤 神

台北駐福岡經濟文化辨事處
賞

神奈川 川崎 武蔵野大 大 武内明実 密

全日本書写書道教育研究会
会長賞

大分 別府 別府翔青高 高3 木舩星沙 幸

全日本書写書道教育研究会
会長賞

大分 大分 大分高 高2 宮﨑舞翔 警

全日本書写書道教育研究会
会長賞

香川 高松 英明高 高1 大浦美羽 翼

（公財）書道芸術院賞 大分 速見郡 大神中 中3 田川ひな 穏

（公財）書道芸術院賞 香川 高松 紫雲中 中2 渡部彩乃 躍

（公財）書道芸術院賞 大分 速見郡 大神中 中1 上杉南実 解

大分県書写書道教育研究協
議会会長賞

宮城 石巻 蛇田小 小6 後藤杏太朗 虎

大分県書写書道教育研究協
議会会長賞

香川 高松 木太北部小 小5 河野真依 飛

大分日華親善協会賞 台湾 新北 莒光小 小4 鄭詠允 静

ＮＰＯ法人書写書道指導者
連合会会長賞

台湾 台中 慈明高 高2 彭禹璇 絆

ＮＰＯ法人書写書道指導者
連合会会長賞 台湾 彰化 鹿江國際中小 中1 黃綵滋 夢

大分航空ターミナル株式会
社社長賞

宮城 塩釜市 一般 笨　睦子 墨

大分航空ターミナル株式会
社社長賞

宮城 仙台 尚絧学院大 大 信夫莉奈 憧

大分空港マーシャルくん賞 台湾 台中 慈明高 高3 鍾欣汝 家

大分空港マーシャルくん賞 台湾 台北 紫心草堂中 中2 梁鈞翔 楽

大分空港マーシャルくん賞 東京 足立区 古千谷小 小6 𠮷𠮷澤梨央 照

大分空港マーシャルくん賞 香川 高松 太田南小 小3 宅和那夏 寅

平倉賞 青森 むつ 一般 高原由樹 春

平倉賞 大分 大分 一般 牧　恵子 命

平倉賞 大分 別府 一般 篠田博美 美

イトダネーム賞 台湾 新北 新北高 高1 洪渝鈞 拼

通所リハビリテーションはなみ
ずき理事長賞

香川 高松 英明高 高1 川淵夏苗実 助

日本航空株式会社
大分支店長賞

大分 大分 大在西小 小2 櫻木日陽里 空

全日本空輸株式会社
大分支店長賞

宮城 石巻 石巻高 高1 村山郷華 己

社会福祉法人安岐の郷
理事長賞

台湾 屏東縣 一般 王善美 安

両子寺賞 東京 西東京 武蔵野大 大 大野双葉 純
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　　　【特別賞】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

両子寺賞 大分 大分 豊府小 小5 岡　百花 猫

両子寺賞 静岡 浜松 積志小 小4 松尾萌那 庭

萱島酒造有限会社賞 千葉 浦安 一般 末吉正浩 揚

萱島酒造有限会社賞 東京 墨田区 一般 加藤光寳 寳

国東時間賞 大分 速見郡 杵築高 高2 岩本美葉 躍

国東時間賞 台湾 台北 復興實驗高 高1 李浩熏 納

国東時間賞 台湾 台中 日南中 中3 郭賀妮 追

国東時間賞 大分 国東 国東中 中2 財前怜英子 楽

国東時間賞 台湾 新北 福和中 中1 施品萱 持

国東時間賞 大分 杵築 豊洋小 小6 木村菜波 菜

国東時間賞 台湾 新北 莒光小 小5 吳秉翰 稱

国東時間賞 大分 竹田 南部小 小4 昆　心宥 心

国東時間賞 大分 国東 安岐小 小3 木村妃那 元

国東時間賞 台湾 新北 莒光小 小2 趙苡安 教

国東時間賞 福島 郡山 安積第三小 小1 渡辺美桜 桜

国東時間賞 台湾 新北 致理科技大 大 陳俊良 食

国東時間賞 台湾 台中 慈明高 高3 吳巧婷 芽

国東時間賞 熊本 八代 熊本中央高 高2 緒方琴菜 夢

国東時間賞 大分 大分 豊府高 高1 淋　朋果 傍

国東時間賞 台湾 新北 福和中 中3 李沐磬 順

国東時間賞 台湾 台北 弘道中 中2 金鳳璽 蓮

国東時間賞 大分 国東 国東中 中1 小柳南実 続

国東時間賞 大分 国東 安岐小 小6 森田織江 謝

国東時間賞 大分 国東 志成学園 小5 安見彩里 真

国東時間賞 千葉 成田 中台小 小4 打越楓奈 起

国東時間賞 台湾 新北 純徳小 小3 濱野　瑞 永

国東時間賞 広島 東広島 福富小 小2 田部ひより 走

国東時間賞 台湾 新北 致理科技大 大 李　佳 楽

国東時間賞 台湾 新北 莊敬高職 高2 張純瑄 寧

国東時間賞 大分 速見郡 杵築高 高1 伊藤彩花 楽

国東時間賞 大分 国東 安岐中 中2 阿部百華 秀

国東時間賞 大分 速見郡 日出中 中1 平早水愛心 標

国東時間賞 台湾 新北 純徳小 小6 鄭衣涵 智

国東時間賞 台湾 新北 莒光小 小5 梁聿宜 進

医療法人心誠会院長賞 山口 大島郡 久賀小 小4 吉村明咲 気

大分文教産業株式会社賞 大分 速見郡 川崎小 小3 二宮　脩 仲

花風道賞 茨城 つくば 谷田部南小 小2 小堀春十 虫
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　　　【特別賞】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

西本皆文堂賞 台湾 新北 竹林高 高2 曽宇繁 宇

西本皆文堂賞 山口 大島郡 高水付属中 中2 小林はな 喜

森産業株式会社社長賞 熊本 宇城 当尾小 小5 中島彩央李 彩

森産業株式会社社長賞 台湾 屏東縣 崇華小 小4 徐維妡 携

森産業株式会社社長賞 台湾 新北 純徳小 小3 江亦涵 全

株式会社河合組会長賞 台湾 新北 致理科技大 大 許如婷 茶

株式会社河合組会長賞 香川 高松 高松高 高2 渡部桃佳 道

株式会社河合組会長賞 大分 大分 福徳学院高 高1 清山美咲 頑

竹永海商賞 広島 三次 八幡小 小4 今井優光 命

国東地区退職校長会長賞 大分 国東 一般 増岡ふみよ 旅

望月農園賞 東京 西東京 武蔵野大 大 吉田莉佳子 青

望月農園賞 大分 大分 判田小 小6 佐永芽佳 花

大分国東産椎茸賞 台湾 台中 慈明高 高2 洪蒙恩 光

糀屋本店賞 台湾 新北 一般 闕百華 跡

糀屋本店賞 台湾 新北 宏国德霖科技大 大 袁依婕 勇

糀屋本店賞 香川 高松 英明高 高2 西原千尋 演

糀屋本店賞 台湾 彰化 精誠高 高1 周守博 解

糀屋本店賞 大分 国東 安岐中 中2 諸冨紗菜 望

糀屋本店賞 大分 国東 国東中 中1 佐野由奈 輝

糀屋本店賞 台湾 新北 南勢小 小6 吳昀潔 潔

糀屋本店賞 大分 大分 豊府小 小5 鮫島來海 心

糀屋本店賞 台湾 屏東縣 崇華小 小4 吳紘圻 豪

糀屋本店賞 大分 国東 志成学園 小3 橋下隼和 友

糀屋本店賞 大分 大分 一般 武藤安江 歩

糀屋本店賞 台湾 新北 淡江大 大 余亮衡 教

糀屋本店賞 台湾 台中 慈明高 高2 林韋丞 始

糀屋本店賞 大分 中津 中津南高耶馬溪 高1 吉良美羽 彩

糀屋本店賞 台湾 新北 淡水中 中2 何盈瑩 春

糀屋本店賞 台湾 台中 日南中 中1 夏欣汝 安

糀屋本店賞 茨城 つくば 一般 中山伸子 若

糀屋本店賞 兵庫 神戸 一般 橋本吉博 楽

糀屋本店賞 台湾 新北 一般 吳欣玫 思

糀屋本店賞 大分 中津 中津南高耶馬渓 高2 池田沙瑛 努

糀屋本店賞 大分 大分 大分支援学校 高1 椎原健瑠 志

糀屋本店賞 大分 大分 雄城台高 高1 藤井綾香 相

糀屋本店賞 台湾 彰化 精誠高 高1 黃翊晉 越

糀屋本店賞 大分 杵築 杵築中 中1 秦　菜月 達
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　　　【特別賞】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

糀屋本店賞 広島 三次 布野中 中1 小田愛実 挑

糀屋本店賞 福岡県 福津 福間南小 小6 佐藤美織 楽

糀屋本店賞 台湾 台北 建安小 小5 簡奕柔 待

糀屋本店賞 大分 速見郡 大分舞鶴高 高1 二宮　優 跳

糀屋本店賞 大分 杵築 日出中 中1 岩波菜緒 頑

糀屋本店賞 宮城 岩沼 逢隈小 小5 及川美波 仲

糀屋本店賞 台湾 台中 慈明高 高2 徐姵婷 家

糀屋本店賞 台湾 台北 東山高 高1 張皓程 安

糀屋本店賞 台湾 台北 弘道中 中2 張嘉安 師

毎日新聞社賞 台湾 新北 中山小 小6 蔡秀蓉 零

毎日新聞社賞 台湾 新北 竹圍小 小5 林廷宇 宇

毎日新聞社賞 台湾 新北 莒光小 小4 廖珮潔 義

毎日新聞社賞 台湾 新北 南勢小 小3 張子袁 淨

毎日新聞社賞 台湾 屏東縣 崇華小 小2 黃庠語 恩

大分合同新聞社賞 台湾 屏東縣 崇華小 小6 楊子誼 声

J；COM大分ケーブルテレコ
ム賞

大分 東国東郡 姫島中 中1 小島紗英 頑
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　　　　【金　賞】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

金賞 大分 大分 城南小 小1 竹下莉央 月

金賞 大分 国東 旭日小 小1 大谷蒼空 育

金賞 広島 三次 みらさか小 小2 重行　悠 楽

金賞 大分 大分 松岡小 小2 安部文椛 丸

金賞 千葉 浦安 高洲北小 小2 小室葵未加 仲

金賞 大分 速見郡 日出小 小2 秋吉結菜 外

金賞 大分 大分 豊府小 小2 自見茉奈美 歩

金賞 大分 国東 安岐中央小 小2 吉田恵萌 円

金賞 大分 竹田 久住小 小3 工藤花音 未

金賞 大分 速見郡 日出小 小3 佐藤怜佳 猫

金賞 千葉 浦安 高洲北小 小3 末吉希羽 手

金賞 台湾 新北 純徳小 小3 朱彥瑾 平

金賞 台湾 新北 林口康橋国際学校付属小 小3 許鈞珈 幸

金賞 香川 高松 多肥小 小3 小比賀俐心 助

金賞 熊本 宇城 当尾小 小3 中島由莉 心

金賞 大分 大分 豊府小 小3 秋吉奏和 花

金賞 台湾 新北 文林小 小4 陳　辰 笛

金賞 台湾 台北 西湖小 小4 陳彥任 壽

金賞 台湾 新北 純徳小 小4 洪新雅 雅

金賞 大分 速見郡 川崎小 小4 枝村乃彩 生

金賞 大分 大分 小佐井小 小4 吉賀りずは 心

金賞 大分 佐伯 佐伯東小 小4 沢田詩栞 踊

金賞 神奈川 横浜 駒林小 小4 熊田璧宮 愉

金賞 大分 大分 豊府小 小4 小野茉衣花 花

金賞 広島 三次 和田小 小4 伊豆真奈美 農

金賞 台湾 新北 莒光小 小5 蔡沛蓁 徳

金賞 台湾 新北 淡水小 小5 翁瑀琝 楽

金賞 台湾 新北 莒光小 小5 林姿岑 圓

金賞 台湾 新北 純徳小 小5 邱翊涵 順

金賞 大分 国東 国東小 小5 寺川佑唯 輝

金賞 大分 国東 富来小 小5 福永千晴 勝

金賞 大分 速見郡 大神小 小5 藤原琴乃 学

金賞 大分 速見郡 川崎小 小5 田辺蒼依 空

金賞 大分 速見郡 川崎小 小5 阿部颯太 寅
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　　　　【金　賞】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

金賞 大分 速見郡 日出小 小6 佐藤昊介 力

金賞 東京 足立区 伊興小 小6 中台一路 米

金賞 宮城 石巻 湊小 小6 日下瑠香 音

金賞 大分 国東 国東小 小6 中野妃菜 心

金賞 広島 三次 和田小 小6 岩瀧誇太郎 懸

金賞 大分 竹田 白丹小 小6 吉岡樹嶺 叶

金賞 大分 東国東郡 姫島小 小6 榊　颯那 極

金賞 宮城 岩沼市 逢隈小 小6 佐藤心咲 虹

金賞 台湾 新北 莒光小 小6 陳煒翰 球

金賞 台湾 新北 純徳小 小6 薛匀瑄 賀

金賞 台湾 新北 南勢小 小6 邱毅安 愛

金賞 北海道 岩見沢 光陵中 中1 藤本くるみ 優

金賞 広島 三次 君田中 中1 日野結菜 絆

金賞 東京 足立区 第１４中 中1 加藤祐晟 戦

金賞 大分 国東 志成学園 中1 末綱夢叶 瞬

金賞 大分 速見郡 大神中 中1 河野佑南 秦

金賞 宮城 遠田郡 涌谷中 中1 相馬凜音 感

金賞 大分 国東 国東中 中1 栗田紗奈 教

金賞 大分 国東 安岐中 中1 宇都宮ひまり 挑

金賞 台湾 新北 福和中 中1 王沛瑀 復

金賞 台湾 台北 龍門中 中1 蔡家光 精

金賞 台湾 彰化 鹿江國際中小 中1 古庭嘉 学

金賞 台湾 台北 弘道中 中2 林星妤 本

金賞 台湾 淡北 竹圍高等学校附属中 中2 林心亞 贏

金賞 台湾 台北 華興高校附属中 中2 魏子南 安

金賞 山口 大島郡 周防大島中 中2 沖廣麻美 楽

金賞 大分 大分 城東中 中2 中村晴奈 笑

金賞 東京 足立区 駒込中 中2 藤城涼香 楽

金賞 北海道 岩見沢 光陵中 中2 塚本風花 育

金賞 宮城 岩沼 岩沼中 中2 髙畑美羽 真

金賞 大分 国東 安岐中 中2 清原綾香 助

金賞 台湾 新北 竹林高校附属中 中3 陳巧鈞 巧

金賞 広島 三次 布野中 中3 東　愛華 伝

金賞 大分 杵築 宗近中 中3 安倍　靜 新
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　　　　【金　賞】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

金賞 千葉 浦安 高洲中 中3 末吉勇登 絆

金賞 台湾 彰化 精誠高 高1 陳宥儒 絵

金賞 台湾 苗栗 苗栗高 高1 林　瑋騏 化

金賞 大分 中津 中津南高 高1 梶原　優衣 繋

金賞 青森 むつ 田名部高 高1 大津芽久 楽

金賞 熊本 熊本 熊本中央高 高1 緒方詩乙 舞

金賞 熊本 熊本 熊本中央高 高1 立田妃佳里 翔

金賞 宮城 岩沼 仙台高専 高1 関本康之介 克

金賞 大分 中津 中津南高 高1 矢野裕大 蕾

金賞 宮城 東松島 石巻高 高1 井上美空 勝

金賞 大分 大分 福徳学院高 高1 麻生桃花 愛

金賞 宮城 石巻 石巻高 高1 千年光里 志

金賞 大分 速見郡 杵築高 高1 藤　華音 健

金賞 大分 中津 中津南高 高1 井上　凜 葵

金賞 大分 速見郡 別府翔青高 高1 長野雨情 縁

金賞 香川 高松 英明高 高1 藤川　碧 希

金賞 大分 別府 別府翔青高 高2 藤本　明 新

金賞 台湾 台北 金瓯女子高 高2 黃裔茹 和

金賞 台湾 台北 金瓯女子高 高2 黃郁婷 朝

金賞 台湾 台中 慈明高 高2 張君怡 平

金賞 熊本 熊本 熊本中央高 高2 上田玲華 越

金賞 青森 むつ 田名部高 高2 太田彩心 粘

金賞 大分 大分 雄城台高 高2 森　美友 勇

金賞 熊本 熊本 熊本中央高 高2 木村柚有羽 逢

金賞 茨城 つくば 牛久東洋附属高 高2 中山由香 舞

金賞 宮城 岩沼 名取高校 高2 横山未空 歩

金賞 岡山 倉敷 岡山大安寺中等教育学校高校 高2 鶴田周子 真

金賞 沖縄 浦添 未来高 高2 浜口　樹 勝

金賞 大分 大分 大分支援学校 高3 三浦愛子 桜

金賞 大分 別府 別府翔青高 高3 安波彩夏 粘

金賞 香川 高松 英明高 高3 杉野涼斗 楽

金賞 香川 高松 英明高 高3 飯間七葉 笑

金賞 東京 西東京 武蔵野大 大 小村耕平 和

金賞 東京 西東京 武蔵野大 大 出水尚輝 頑
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　　　　【金　賞】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

金賞 東京 西東京 武蔵野大 大 栁原　凜 逢

金賞 東京 西東京 武蔵野大 大 李　美綺 挑

金賞 東京 武蔵野 国際医療福祉大 大 下津千佳 優

金賞 台湾 新北 淡江大 大 沈育安 転

金賞 台湾 新北 致理科技大 大 何之璨 運

金賞 台湾 新北 致理科技大 大 徐淑萍 一

金賞 台湾 新北 致理科技大 大 吳玉如 苦

金賞 台湾 新北 致理科技大 大 陳維妮 康

金賞 大分 豊後大野 一般 武藤昭文 歩

金賞 大分 宇佐 一般 新開智美 柔

金賞 台湾 新北 一般 劉文潔 善

金賞 青森 上北郡 一般 白石桃子 寅

金賞 大分 豊後高田 一般 安本博幸 収

金賞 大分 竹田 一般 佐藤笑美 観

金賞 大分 大分 一般 橋本和美 進

金賞 大分 大分 一般 今村圭佑 好

金賞 大分 豊後高田 一般 瀬戸マリ子 龍

金賞 青森 むつ 一般 田村詩乃 誠
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　　　　【銀　賞】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

銀賞 台湾 新北 純徳小 小1 杜　幕宸 友

銀賞 香川 高松 太田みなみ小 小1 たくわ　しゅん 元

銀賞 大分 大分 松岡小 小2 山内敬太 金

銀賞 広島 三次 和田小 小2 藤恵蒼太 走

銀賞 宮城 岩沼 逢隈小 小2 佐藤心晴 夢

銀賞 大分 国東 志成学園 小2 金澤優衣 毛

銀賞 台湾 新北 莒光小 小2 魏語桐 福

銀賞 台湾 新北 純徳小 小2 黃永信 恩

銀賞 大分 大分 別保小 小3 工藤綾乃 進

銀賞 茨城 つくば 谷田部南小 小3 大塚未流 大

銀賞 台湾 台北 中正小 小3 陳歆媛 功

銀賞 台湾 新北 南勢小 小3 林嘉儀 科

銀賞 台湾 台北 中正小 小3 蔡椿珵 共

銀賞 大分 国東 安岐小 小3 加藤朱華 助

銀賞 大分 国東 志成学園 小3 大生さくら 神

銀賞 大分 国東 安岐小 小3 加藤珠季 幸

銀賞 台湾 新北 莒光小 小4 胡家浩 美

銀賞 台湾 新北 純徳小 小4 陳羿琦 星

銀賞 台湾 新北 新市小 小4 吳柏賢 行

銀賞 広島 三次 和田小 小4 藤恵小春 頼

銀賞 宮城 牡鹿郡 女川小 小4 遠藤咲歩 咲

銀賞 大分 大分 大在西小 小4 鈴木由梨奈 生

銀賞 大分 大分 別保小 小4 釘宮晴大 楽

銀賞 大分 大分 豊府小 小4 宮部有叶 花

銀賞 大分 速見郡 日出小 小4 渡邉穂乃花 笑

銀賞 台湾 台北 建安小 小5 林沛瑜 夢

銀賞 台湾 新北 莒光小 小5 陳希芸 書

銀賞 台湾 新北 林口康橋国際学校 小5 林品丞 教

銀賞 台湾 新北 莒光小 小5 童渼甯 友

銀賞 大分 大分 判田小 小5 竹尾桃夏 夢

銀賞 大分 大分 松岡小 小5 杉浦花音 芽

銀賞 大分 速見郡 川崎小 小5 松尾龍聖 強

銀賞 青森 むつ 大湊小 小5 五十嵐茉巳 明

銀賞 大分 杵築 豊洋小 小5 大村椛帆 新
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　　　　【銀　賞】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

銀賞 大分 速見郡 豊岡小 小5 二宮愛菜 算

銀賞 大分 大分 大在西小 小5 大塚利紗 前

銀賞 台湾 新北 南勢小 小6 周子妍 耀

銀賞 台湾 新北 莒光小 小6 陳宣萱 光

銀賞 台湾 新北 莒光小 小6 吳昀蔓 護

銀賞 宮城 石巻 和渕小 小6 阿部倖奈 誇

銀賞 宮城 岩沼 逢隈小 小6 宮田セイラ 歩

銀賞 熊本 八代 八千把小 小6 尾方克彰 友

銀賞 大分 杵築 豊洋小 小6 西原真子 莉

銀賞 東京 武蔵野 大野田小 小6 渡邊惠郁 挑

銀賞 大分 杵築 山香小 小6 志手晴香 楽

銀賞 大分 杵築 山香小 小6 松原光咲 始

銀賞 大分 国東 安岐中 中1 三重野　結 前

銀賞 大分 国東 志成学園 中1 宮本杏樹 信

銀賞 大分 国東 安岐中 中1 上野海翔 挑

銀賞 大分 国東 安岐中 中1 藤原直也 攻

銀賞 大分 国東 志成学園 中1 上野遙夏 勇

銀賞 大分 国東 安岐中 中1 羽迫吏久 躍

銀賞 大分 国東 安岐中 中1 蔵本愛葉 諦

銀賞 大分 国東 国東中 中1 藤本心音 頼

銀賞 台湾 彰化 鹿江國際中小 中1 李心睿 思

銀賞 台湾 台中 日南国中 中1 林家綺 幸

銀賞 台湾 桃園 八徳中 中1 張捷茹 助

銀賞 台湾 台北 弘道國中 中2 邱楷晴 晴

銀賞 台湾 台北 百齢高校附属中 中2 魏宇彤 順

銀賞 台湾 台北 石牌国中 中2 朱文宇 諧

銀賞 大分 速見郡 日出中 中2 廣瀬成琉 頑

銀賞 山口 大島郡 周防大島中 中2 西村和湖 統

銀賞 北海道 岩見沢 光陵中 中2 松村こまち 温

銀賞 北海道 岩見沢 光陵中 中2 佐藤夏音 巧

銀賞 広島 三次 君田中 中2 茶木来実 我

銀賞 大分 大分
大分大学教育学部附属

中
中2 石井花歩 繋

銀賞 台湾 台北 紫心草堂中 中3 陳昀昀 徳

銀賞 大分 杵築 日出中 中3 岩波紗季 楽
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　　　　【銀　賞】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

銀賞 青森 むつ 田名部中 中3 安倍朱音 耐

銀賞 大分 速見郡 大神中 中3 大平心菜 笑

銀賞 台湾 彰化 精誠高 高1 林　婷婕 超

銀賞 台湾 台中 慈明高 高1 吳芃進 春

銀賞 大分 大分 雄城台高 高1 岩下皓哉 尽

銀賞 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高1 河野鈴奈 早

銀賞 大分 中津 中津南高 高1 竹下くれあ 笑

銀賞 大分 中津 中津南高 高1 四井麻耶 燎

銀賞 大分 大分 福徳学院高 高1 幸　さくら 輝

銀賞 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高1 石井海斗 漢

銀賞 熊本 熊本 熊本中央高 高1 木代成埜乃夏 飛

銀賞 香川 高松 英明高 高1 橋立彩美 咲

銀賞 香川 高松 英明高 高1 伊澤季里 昇

銀賞 大分 中津 中津南高 高1 中西星奈 頂

銀賞 東京 練馬区 吉祥女子高 高1 石川愛純 結

銀賞 大分 大分 大分支援学校 高1 市丸大夢 夢

銀賞 大分 中津 中津南高耶馬溪 高2 熊本耕大 草

銀賞 宮城 石巻 石巻高 高2 石川　凜 信

銀賞 青森 むつ 田名部高 高2 村井利喜 貫

銀賞 沖縄 宜野湾 未来高 高2 喜屋武妃菜乃 先

銀賞 沖縄 那覇 未来高 高2 新垣　空 飛

銀賞 大分 中津 中津南高耶馬溪 高2 吉良龍騎 海

銀賞 台湾 台中 慈明高 高2 黃傑揚 凛

銀賞 台湾 台中 慈明高 高2 林汶嫻 咲

銀賞 台湾 苗栗 苗栗高 高2 謝　佳渝 芽

銀賞 宮城 石巻 石巻高 高2 藤原　凜 成

銀賞 香川 高松 英明高 高2 加藤夢依 彩

銀賞 宮城 石巻 石巻高 高2 浅野愛歩 拓

銀賞 大分 別府 別府翔青高 高3 石本優奈 笑

銀賞 大分 大分 雄城台高 高3 松下有希 芽

銀賞 香川 高松 高松北高 高3 松岡えみり 翔

銀賞 大分 速見郡 明豊高 高3 伊藤優希 遷

銀賞 台湾 新北 致理科技大 大 潘玉惠 浄

銀賞 台湾 新北 致理科技大 大 余曉雯 助
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　　　　【銀　賞】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

銀賞 台湾 新北 淡江大 大 張庭瑄 邁

銀賞 台湾 新北 淡江大 大 丸山海舟 健

銀賞 台湾 新北 宏國徳霖科技大 大 李奇峰 魚

銀賞 台湾 新北 淡江大 大 廖晟邦 超

銀賞 東京 西東京 武蔵野大 大 舛屋　廉 破

銀賞 東京 西東京 武蔵野大 大 吹上詩織 廉

銀賞 東京 西東京 武蔵野大 大 岡本和佳 遂

銀賞 大分 速見郡 別府大 大 坂西真由 悠

銀賞 宮城 石巻 一般 馬場貴美子 願

銀賞 大分 大分 一般 佐藤亜由美 鍛

銀賞 宮城 遠田郡 一般 練生川艸苑 護

銀賞 宮城 石巻 一般 千葉光泉 金

銀賞 台湾 新北 一般 蕭穎熙 送

銀賞 大分 大分 一般 阿部三四子 信

銀賞 大分 大分 一般 佐々木ユミ 家

銀賞 大分 杵築 一般 安倍順子 弾

銀賞 香川 東かがわ 一般 石井智子 我

銀賞 茨城 つくば 一般 富山加奈 余
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　　　　【銅　賞】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

銅賞 台湾 屏東縣 崇華小 小1 邱又宥 時

銅賞 東京 足立区 東伊興小 小1 長谷川ななみ 海

銅賞 台湾 屏東縣 崇華小 小2 陳泰均 習

銅賞 台湾 新北 純徳小 小2 饒庭菲 學

銅賞 山口 大島郡 久賀小 小2 井原志弥 志

銅賞 広島 東広島 福富小 小2 森　陽輝 計

銅賞 広島 三次 みらさか小 小2 森　彩乃 勉

銅賞 大分 大分 判田小 小2 大串玲衣 玲

銅賞 大分 国東 安岐小 小3 吉良蒼祐 蹴

銅賞 青森 石巻 和渕小 小3 阿部知早 星

銅賞 大分 速見郡 川崎小 小3 冨山花音 新

銅賞 大分 国東 旭日小 小3 宮川聖輝 笑

銅賞 大分 国東 志成学園 小3 青木杏那 星

銅賞 台湾 屏東縣 崇華小 小3 鄭子綺 友

銅賞 千葉 浦安 高洲小 小3 黒田姫舞 元

銅賞 台湾 臺北 中正小 小3 蕭詠芸 平

銅賞 台湾 台北 西湖小 小4 宗品樂 友

銅賞 台湾 新北 淡水小 小4 陳展頡 壽

銅賞 台湾 新北 莒光小 小4 康昱翎 軍

銅賞 大分 大分 松岡小 小4 安東祐貴 楽

銅賞 大分 国東 安岐小 小4 酒井菜月 勉

銅賞 大分 大分 豊府小 小4 浦松実花 成

銅賞 広島 三次 和田小 小4 林　輝帆 頂

銅賞 大分 速見郡 藤原小 小4 尾方優月 頑

銅賞 大分 大分 長浜小 小4 木村晟也 勝

銅賞 台湾 新北 二重小 小5 朱保萓 創

銅賞 台湾 屏東縣 崇華小 小5 陳思瑜 叶

銅賞 台湾 台北 建安小 小5 王意涵 健

銅賞 台湾 新北 莒光小 小5 劉雨霏 夢

銅賞 大分 大分 小佐井小 小5 狹間朱音 笑

銅賞 東京 足立区 古千谷小 小5 留場柚菜 繋

銅賞 大分 国東 志成学園 小5 宮迫空澄 走

銅賞 宮城 岩沼 岩沼南小 小5 佐藤愛華 強

銅賞 大分 国東 安岐小 小5 金本美都 絆
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　　　　【銅　賞】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

銅賞 大分 速見郡 大神小 小5 諸冨夏凜 産

銅賞 大分 国東 志成学園 小6 大橋　琉 琉

銅賞 福岡 福岡 老司小 小6 伴　彩美 外

銅賞 青森 むつ 第三田名部小 小6 新山幸華 努

銅賞 台湾 新北 莒光小 小6 蔡霈歆 研

銅賞 台湾 新北 莒光小 小6 谷内依紗 時

銅賞 大分 国東 伊美小 小6 江原　響 色

銅賞 台湾 新北 莒光小 小6 沈亦隹 鏡

銅賞 大分 速見郡 豊岡小 小6 首藤羚奈 挑

銅賞 大分 速見郡 川崎小 小6 金山真華 達

銅賞 宮城 東松島 大塩小 小6 井上凛音 努

銅賞 青森 むつ 第三田名部小 小6 佐々木凛香 明

銅賞 広島 三次 布野中 中1 北村夢叶 前

銅賞 大分 国東 国東中 中1 松林璃子 想

銅賞 大分 国東 安岐中 中1 小玉花菜 努

銅賞 大分 国東 安岐中 中1 野原かな 優

銅賞 大分 東国東郡 姫島中 中1 清水秀胡 双

銅賞 広島 三次 布野中 中1 箕岡芽育 幸

銅賞 台湾 新北 正徳中 中1 馬婕心 動

銅賞 台湾 彰化 鹿江國際中小 中1 黃韻慈 祥

銅賞 台湾 彰化 鹿江國際中小 中1 姚宇諺 深

銅賞 大分 国東 国東中 中1 矢野妃夏 頑

銅賞 広島 三次 君田中 中1 二本森夏希 続

銅賞 台湾 新北 淡水中 中2 郭芸希 晨

銅賞 台湾 台北 弘道中 中2 賴允琪 楽

銅賞 広島 三次 布野中 中2 檜高健伸 集

銅賞 大分 速見郡 日出中 中2 萱嶌咲歩 叶

銅賞 大分 国東 安岐中 中2 金本紗和 蘭

銅賞 北海道 岩見沢 光陵中 中2 鹿野七希 綺

銅賞 大分 国東 国東中 中2 安部椛恋 未

銅賞 青森 むつ むつ中 中2 広田琴花 歯

銅賞 青森 むつ 田名部中 中2 平沢琴葉 極

銅賞 山口 柳井 柳井中 中3 秋田唯莉 徳

銅賞 台湾 新北 竹林高付属中 中3 鮑其麟 麟
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　　　　【銅　賞】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

銅賞 大分 国東 安岐中 中3 吉岡菜々美 暁

銅賞 東京 文京区 第八中 中3 伊藤美璃 海

銅賞 台湾 台北 和平高 高1 陳彥伯 愛

銅賞 台湾 彰化 精誠高 高1 劉宸瑋 傑

銅賞 大分 別府 別府翔青高 高1 佐々木璃空 健

銅賞 大分 大分 雄城台高 高1 古賀風花 颯

銅賞 大分 大分 雄城台高 高1 甲斐心遥 努

銅賞 大分 大分 雄城台高 高1 村上凜華 為

銅賞 大分 別府 別府翔青高 高1 坂本花佳 包

銅賞 香川 高松 英明高 高1 赤松太智 運

銅賞 熊本 熊本 熊本中央高 高1 坂口聖奈 前

銅賞 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高1 高司みい 進

銅賞 大分 中津 中津南高耶馬渓 高1 小畑苑子 晴

銅賞 大分 別府 別府翔青高 高1 福永彩乃 云

銅賞 宮城 石巻 石巻高 高1 鈴木聡弥郁 和

銅賞 香川 高松 英明高 高1 内田沙英 望

銅賞 香川 高松 英明高 高2 髙尾朱里 笑

銅賞 台湾 台中 慈明高 高2 潘人維 愛

銅賞 宮城 石巻 石巻高 高2 千葉百夏 一

銅賞 香川 高松 英明高 高2 多田羅まりあ 絵

銅賞 台湾 苗栗 苗栗高 高2 陳姵璇 學

銅賞 台湾 台中 慈明高 高2 陳思奸 希

銅賞 大分 中津 中津南高耶馬渓 高2 熊谷拓也 心

銅賞 大分 中津 中津南高耶馬渓 高2 平野聖羅 笑

銅賞 熊本 熊本 熊本中央高 高2 渕田苺花 舞

銅賞 沖縄 那覇 未来高 高2 東江ジャズミンブレイズ 花

銅賞 沖縄 那覇 未来高 高2 友利明日香 歩

銅賞 沖縄 那覇 未来高 高2 普久原未怜 優

銅賞 香川 高松 英明高 高3 田中凜々杏 美

銅賞 大分 別府 別府翔青高 高3 甲斐萌夏 舞

銅賞 岐阜 海津 海津明誠高 高3 田中佑奈 自

銅賞 大分 大分 大分支援学校 高3 二宮汐梨 絆

銅賞 台湾 新北 致理科技大 大 許祐銓 航

銅賞 台湾 新北 致理科技大 大 董恩竹 恩

17/24



　　　　【銅　賞】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

銅賞 台湾 新北 致理科技大 大 唐亞昕 忍

銅賞 台湾 新北 致理科技大 大 郭子杉 幸

銅賞 台湾 新北 致理科技大 大 許瑜庭 光

銅賞 台湾 新北 致理科技大 大 陳妍君 心

銅賞 東京 西東京 武蔵野大 大 大村侑代 有

銅賞 兵庫 神戸市 神戸学院大 大 藤居咲帆 新

銅賞 東京 西東京 武蔵野大 大 飯田彩也香 瞬

銅賞 東京 西東京 武蔵野大 大 大友かや乃 黎

銅賞 大分 大分 一般 穴井香代子 感

銅賞 山口 大島郡  一般 平田貢三 老

銅賞 千葉 浦安  一般 斉藤五郎 百

銅賞 千葉 成田  一般 佐久間房子 和

銅賞 大分 大分  一般 小石川初美 親

銅賞 宮城 石巻  一般 尾形優子 墨

銅賞 大分 宇佐  一般 西園まゆみ 動

銅賞 大分 大分  一般 大下　薫 放

銅賞 大分 国東  一般 信原ラニソンブリオ 日

銅賞 大分 豊後高田  一般 是永弓子 道
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　　　　【入　選】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

入選 茨城 つくば 谷田部南小 小1 富山楓菜 山

入選 宮城 亘理郡 逢隈小 小1 相原ひまり 本

入選 台湾 新北 新市小 小1 劉　又溱 小

入選 広島 三次 和田小 小2 大杉叶夢 野

入選 広島 三次 みらさか小 小2 藤原　翔 勝

入選 大分 国東 安岐小 小2 三浦恵太 幸

入選 大分 速見郡 日出小 小2 帯刀柚佳 星

入選 広島 三次 みらさか小 小2 佐々木彩乃 勉

入選 台湾 屏東縣 崇華小 小2 蕭宸允 語

入選 台湾 新北 莒光小 小2 許維芸 満

入選 台湾 新北 純徳小 小2 李沛芯 琴

入選 台湾 新北 莒光小 小2 呂佩宸 安

入選 台湾 新北 純徳小 小2 張簡蕾蕾 春

入選 大分 臼杵 下南小 小3 毛利大樹 打

入選 熊本 宇城 当尾小 小3 村﨑朱里 花

入選 広島 三次 和田小 小3 中新結香 幸

入選 東京 足立区 伊興小 小3 中台仁亮 龍

入選 大分 竹田 南部小 小3 吉良　唯 字

入選 宮城 岩沼 岩沼南小 小3 川口恭平 球

入選 大分 国東 志成学園 小3 葛城　奏 踊

入選 大分 国東 旭日小 小3 国原みつき 力

入選 台湾 新北 純徳小 小3 林煒宸　 安

入選 台湾 屏東縣 崇華小 小3 何世豪 英

入選 台湾 屏東縣 崇華小 小3 王威凱 配

入選 台湾 新北 純徳小 小3 林采妍 彩

入選 台湾 屏東縣 崇華小 小3 沈明瑜 楽

入選 大分 大分 津留小 小4 佐藤宥之介 炎

入選 大分 大分 豊府小 小4 馬庭綺來 賞

入選 広島 三次 和田小 小4 山下心遥 覚

入選 大分 東国東郡 姫島小 小4 西村悠那 歌

入選 大分 国東 志成学園 小4 難波さや香 走

入選 大分 大分 南大分小 小4 中谷　楓 絵

入選 大分 大分 松岡小 小4 野田瑛斗 無

入選 宮城 亘理郡 逢隈小 小4 横山汐那 汐
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　　　　【入　選】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

入選 青森 むつ 第三田名部小 小4 根本凌我 続

入選 山口 大島郡 久賀小 小4 吉村美結 明

入選 大分 国東 安岐小 小4 斉藤愛乃 笑

入選 台湾 新北 淡水小 小4 楊霈琳 順

入選 台湾 新北 純徳小 小4 蔡子晴 長

入選 台湾 新北 純徳小 小4 施禹湘 真

入選 大分 大分 松岡小 小4 宮﨑羽叶 球

入選 大分 国東 国東小 小5 鶴田菜穂 挑

入選 青森 むつ 第一田名部小 小5 中村　暖 力

入選 山口 大島郡 久賀小 小5 郡山莉瑚 頑

入選 宮城 石巻 向陽小 小5 松川瑠輝 楽

入選 大分 別府 石垣小 小5 宮下月希 守

入選 大分 国東 安岐小 小5 田尾姫菜乃 感

入選 大分 大分 判田小 小5 安部颯真 然

入選 大分 国東 安岐中央小 小5 上野紗奈 和

入選 東京 足立区 東伊興小 小5 小宮智奏 輝

入選 大分 国東 安岐小 小5 井原優羽 優

入選 大分 国東 志成学園 小5 厚田柑奈 歩

入選 大分 大分 判田小 小5 灘波そよ香 波

入選 東京 足立区 東伊興小 小5 立木　純 穏

入選 台湾 新北 莒光小 小5 莊沂婕 轉

入選 台湾 新北 淡水小 小5 麥媁甯 樂

入選 台湾 新北 純徳小 小5 洪煜宸 生

入選 台湾 新北 莒光小 小5 劉家豪 順

入選 台湾 新北 莒光小 小5 龔于瑩 霞

入選 大分 大分 豊府小 小5 下岡朱理 笑

入選 香川 高松 屋島西小 小6 佐々木彩名 彩

入選 青森 むつ 第二田名部小 小6 渡邊うらら 学

入選 大分 国東 国東小 小6 田口愛菜 積

入選 東京 足立区 古千谷小 小6 奥山希空 笑

入選 大分 大分 南大分小 小6 田嶋咲菜 努

入選 大分 大分 豊府小 小6 豊東春政 挑

入選 台湾 新北 純徳小 小6 翁晛勛 龍

入選 台湾 新北 中山小 小6 蘇柏維 醫
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　　　　【入　選】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

入選 台湾 新北 莒光小 小6 呂詠媞 安

入選 台湾 新北 埔墘小 小6 何欣倫 享

入選 台湾 新北 純徳小 小6 陳震宇 緩

入選 福岡 福岡 老司小 小6 岩下美優 幸

入選 茨城 つくば 谷田部南小 小6 寺坂綾祐 新

入選 宮城 岩沼 岩沼南小 小6 阿部心咲 励

入選 宮城 岩沼 岩沼南小 小6 佐治亜衣子 桜

入選 東京 足立区 西伊興小 小6 永田ゆう 卒

入選 大分 東国東郡 姫島小 小6 常盤大陽 夢

入選 台湾 新北 莒光小 小6 陳冠侖 楽

入選 台湾 台北 弘道中 中1 吳宜亭 亭

入選 台湾 新北 淡水中 中1 鍾孟霏 夢

入選 台湾 新北 淡水中 中1 白宗翰 守

入選 台湾 台北 弘道中 中1 顏妤秦 夢

入選 台湾 新北 竹林高付属中 中1 黃紹瑜 瑜

入選 台湾 台北 弘道中 中1 林采誼 彩

入選 青森 むつ 大平中 中1 田中琴菜 明

入選 大分 国東 国東中 中1 小庄絢渚 両

入選 大分 大分 城東中 中1 佐藤渚沙 笑

入選 大分 国東 国東中 中1 田中颯太 颯

入選 大分 国東 志成学園 中1 糸永愛美 努

入選 青森 むつ 大湊中 中1 鈴木莉愛 動

入選 大分 国東 志成学園 中1 水元絢音 挑

入選 福島 双葉郡 葛尾中 中1 松本彩楓 明

入選 大分 国東 志成学園 中1 安見千哩 磨

入選 大分 国東 安岐中 中1 河野帆乃華 行

入選 宮城 石巻 河南東中 中1 齋藤千愛 希

入選 広島 三次 君田中 中1 大野すみれ 勇

入選 宮城 亘理郡 逢隈中 中1 岩間心菜 球

入選 台湾 台北 百齡高付属中 中2 吳咏庭 教

入選 広島 三次 君田中 中2 石田椎奈 歌

入選 台湾 新北 正徳中 中2 施欣妤 學

入選 台湾 新北 正徳中 中2 陳冠月 謝

入選 台湾 台北 百齡高付属中 中2 歐陽佳妤 英
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　　　　【入　選】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

入選 大分 国東 国東中 中2 渡辺夕夏 気

入選 大分 国東 安岐中 中2 井原紗菜 最

入選 大分 大分 大東中 中2 鳥井田莉那 新

入選 北海道 岩見沢 光陵中 中2 木川舞笑 弦

入選 大分 国東 安岐中 中2 鳥羽華純 感

入選 青森 むつ 田名部中 中2 佐々木夏波 投

入選 大分 国東 安岐中 中2 小田星夏 夢

入選 大分 国東 安岐中 中2 芝原美桜 志

入選 大分 速見郡 日出中 中2 間部実結 堂

入選 広島 三次 君田中 中3 曽根裕愛 志

入選 大分 国東 安岐中 中3 長塚由奈 勇

入選 大分 大分 大在中 中3 宿利　晴 絆

入選 広島 三次 布野中 中3 丸川日奈向 心

入選 台湾 台中 日南中 中3 李欣芸 謝

入選 台湾 台中 日南中 中3 許容慈 笑

入選 大分 国東 志成学園 中3 秦　凪海 道

入選 台湾 彰化 精誠高 高1 巫育宬 樂

入選 台湾 新北 格至高 高1 洪瑜涓 戰

入選 台湾 台中 慈明高 高1 吳柔蓁 心

入選 大分 大分 雄城台高 高1 矢幡美羽 謝

入選 宮城 石巻 石巻工高 高1 鈴木采紗 動

入選 大分 別府 別府翔青高 高1 牧　拓夢 夢

入選 大分 中津 中津南高 高1 矢部琴子 茉

入選 大分 大分 雄城台高 高1 笹森一瑳 造

入選 大分 別府 別府翔青高 高1 秦野真衣 翔

入選 大分 別府 別府翔青高 高1 岡　ななみ 勢

入選 大分 大分 福徳学院高 高1 赤尾奈緒 想

入選 大分 大分 福徳学院高 高1 河野美羽 強

入選 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高1 花田留那登 学

入選 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高1 坂上寛夢 夢

入選 大分 大分 福徳学院高 高1 大平涼香 優

入選 大分 大分 雄城台高 高1 小出柚芽 舞

入選 宮城 遠田郡 古川黎明高 高1 浅野日向子 己

入選 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高1 池内理信 化
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　　　　【入　選】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

入選 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高1 吉良陸斗 良

入選 大分 佐伯 日本文理大学附属高 高1 武藤千穂 頼

入選 香川 高松 英明高 高1 當野清愛 気

入選 香川 高松 英明高 高1 藤本彩愛 助

入選 大分 別府 別府翔青高 高1 足立　悠 剣

入選 台湾 台北 金甌女子高 高2 卓禹琪 海

入選 台湾 台中 慈明高 高2 陳苡欣 守

入選 台湾 台北 金甌女子高 高2 林妤倢 新

入選 台湾 台北 金甌女子高 高2 林佳儀 努

入選 台湾 台北 金甌女子高 高2 田亜卉 勝

入選 台湾 苗栗 苗栗高 高2 吳沛璇 幸

入選 台湾 台北 金甌女子高 高2 周宜軒 進

入選 香川 高松 英明高 高2 松石凜子 舜

入選 香川 高松 英明高 高2 杉村瑞稀 闘

入選 大分 中津 中津南高耶馬渓 高2 小川未沙希 人

入選 香川 高松 英明高 高2 岩佐南々未 愛

入選 香川 高松 英明高 高2 安藤一城 成

入選 香川 高松 英明高 高2 仁木千聖 心

入選 香川 高松 英明高 高2 延尺梨子 飛

入選 香川 高松 英明高 高2 𠮷𠮷田未来 美

入選 香川 高松 英明高 高2 沖田奈澄 希

入選 香川 高松 英明高 高2 渡邉博子 彩

入選 沖縄 浦添 未来高 高2 比嘉　渉 完

入選 沖縄 浦添 未来高 高2 内間愛賀 志

入選 沖縄 浦添 未来高 高2 佐藤大空 築

入選 大分 別府 別府翔青高 高3 木之元優花 志

入選 宮城 塩竃 塩釜高 高3 吉田　琳 新

入選 台湾 新北 宏國徳霖科技大 高3 段氏竹媚 信

入選 熊本 熊本 熊本中央高 高3 石堂愛実 春

入選 岐阜 海津 海津明誠高 高3 西脇彩華 信

入選 沖縄 浦添 未来高 高3 伊是名翔安 越

入選 台湾 新北 宏國徳霖科技大 大 顏子凌 答

入選 台湾 新北 淡江大 大 林德恩 朝

入選 台湾 新北 宏國徳霖科技大 大 吳柏增 風
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　　　　【入　選】

賞名 県 市 学校 学年 氏　　名 字

入選 台湾 新北 淡江大 大 石田奏海 進

入選 台湾 新北 宏國徳霖科技大 大 羅楚翔 友

入選 台湾 新北 淡江大 大 林文琇 椿

入選 宮城 石巻 東京工科大 大 渡邊瑛音 磨

入選 台湾 新北 淡江大 大 劉婧 光

入選 東京 西東京 武蔵野大 大 西野文香 悠

入選 台湾 新北 淡江大 大 林沁怡 愛

入選 東京 西東京 武蔵野大 大 田中南帆 信

入選 台湾 新北 致理科技大 大 陳霈涵 静

入選 東京 西東京 武蔵野大 大 畠山舞夏 穏

入選 東京 西東京 武蔵野大 大 合田里奈 楽

入選 台湾 新北 致理科技大 大 林佩羚 虹

入選 台湾 新北 致理科技大 大 周子芫 志

入選 東京 江戸川区  一般 浦竹竜弘 騰

入選 福岡 福岡  一般 眞﨑信栄 樂

入選 宮城 柴田郡  一般 佐藤憲子 寅

入選 大分 国東  一般 室　良枝 躍

入選 山口 大島郡  一般 小原津智江 夢

入選 茨城 つくば  一般 荻野智子 楽

入選 宮城 遠田郡  一般 井筒青翔 起

入選 宮城 仙台  一般 大泉　環 進

入選 大分 豊後高田  一般 吉村佐登子 心

入選 宮城 大崎  一般 小野朱星 舞

入選 大分 大分  一般 佐藤美和子 登

入選 大分 国東  一般 加藤正和 耕

入選 大分 国東  一般 德丸亜由美 魂

入選 東京 大田区  一般 二之方かおり 縁

入選 大阪 大阪  一般 髙野博子 進

入選 大分 宇佐  一般 髙橋カヲル 續

入選 沖縄県 宮古島 一般 久貝美和 進
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