
振興局名 氏名 ふりがな 学校名 学年

1 県北 安齋　未沙来 あんざい　みさき 二本松市立二本松第三中学校 1

2 県北 中塚　碧咲 なかつか　みさき 二本松市立二本松第三中学校 1

3 県北 渡邉　理乃 わたなべ　りの 二本松市立二本松第三中学校 1

4 県北 遠藤　風花 えんどう　ふうか 福島市立福島第二中学校 1

5 県北 鶴宮　虎志郎 つるみや　こじろう 福島市立福島第二中学校 1

6 県北 丹野　結彩 たんの　ゆあ 二本松市立二本松第三中学校 1

7 県北 大友　美知 おおとも　みち 伊達市立梁川中学校 2

8 県北 井上　祐希奈 いのうえ　ゆきな　 本宮市立本宮第二中学校 3 県北8点

9 県中 河原　胡々菜 かわはら　ここな 須賀川市立第一中学校 1

10 県中 小林　智華 こばやし　ともか 須賀川市立第一中学校 2

11 県中 柳沼　結音 やぎぬま　ゆの 須賀川市立第一中学校 2

12 県中 佐藤　直輝 さとう　なおき 須賀川市立第一中学校 3

13 県中 近　彩音 ちか　あやね 須賀川市立第一中学校 2

14 県中 鈴木　葵 すずき　あおい 石川町立石川中学校 1

15 県中 富山　紗衣 とみやま　さえ 石川町立石川中学校 1

16 県中 小針　夏希 こばり　なつき 浅川町立浅川中学校 1

17 県中 江田　心和 えだ　こより 浅川町立浅川中学校 3 県中9点

18 県南 永澤　泰子 ながさわ　ひろこ 棚倉町立棚倉中学校 3

19 県南 角田　実沙季 つのだ　みさき 矢吹町立矢吹中学校 3

20 県南 水野谷　美桜 みずのや　みお 中島村立中島中学校 2

21 県南 穂積　葵 ほづみ　あおい 白河市立白河第二中学校 3

22 県南 三森　柑奈 みもり　かんな 矢吹町立矢吹中学校 2

23 県南 北野　和歌子 きたの　わかこ 西郷村立西郷第一中学校 2

24 県南 宮崎　栞 みやざき　しおり 西郷村立西郷第二中学校 3

25 県南 遠藤　楓 えんどう　かえで 矢吹町立矢吹中学校 2

26 県南 髙久　愛菜玖 たかく　まなひ 矢吹町立矢吹中学校 2

27 県南 鈴木　さくら すずき　さくら 矢吹町立矢吹中学校 3 県南10点
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28 会津 熊谷　理桜 くまがい　りお 会津若松市立第二中学校 3

29 会津 杉山　心優 すぎやま　みゆ 会津若松市立第二中学校 3

30 会津 鈴木　蒼空 すずき　そら 会津若松市立第六中学校 1

31 会津 小林　愛 こばやし　あい 喜多方市立高郷中学校 3

32 会津 白井　るな しらい　るな 会津若松市立北会津中学校 2

33 会津 渡部　華楓 わたなべ　かえで 会津若松市立一箕中学校 3

34 会津 穴澤　梨里 あなざわ　りり 磐梯町立磐梯中学校 1

35 会津 佐藤　木乃枷 さとう　このか 会津若松市立第六中学校 1

36 会津 塩澤　董 しおざわ　なお 喜多方市立高郷中学校 3

37 会津 鈴木　陽仁 すずき　はると 磐梯町立磐梯中学校 1 会津10点

38 相双 目黒　なな子 めぐろ　ななこ 相馬郡新地町立尚英中学校 2

39 相双 田原　愛姫 たはら　あき 相馬市立中村第一中学校 2

40 相双 伊藤　愛佳 いとう　あいか 双葉郡葛尾村立葛尾中学校 3

41 相双 島村　杏路 しまむら　あんじ 相馬市立中村第一中学校 3

42 相双 菅野　結夢 かんの　ゆめ 相馬郡新地町立尚英中学校 3

43 相双 水戸　心海 みと　ここみ 相馬郡新地町立尚英中学校 2

44 相双 荒　颯妃 あら　さつき 相馬市立中村第一中学校 3

45 相双 荒　羅彩夏 あら　らいか 相馬郡新地町立尚英中学校 3

46 相双 草野　晃穂 くさの　あきほ 相馬市立中村第二中学校 3 相双9点

47 いわき 雨澤 優菜 あめざわ　ゆな いわき市立泉中学校 3

48 いわき 鈴木 いろは すずき　いろは いわき市立中央台北中学校 2

49 いわき 室井 菜花 むろい　なな いわき市立磐崎中学校 2

50 いわき 斉藤 美緒 さいとう　みお　 いわき市立小名浜第二中学校 1

51 いわき 岡本　唯愛 おかもと　ゆあ いわき市立中央台南中学校 3

52 いわき 添田　海美 そえだ　うみ いわき市立内郷第一中学校 3

53 いわき 須藤　くるみ すとう　くるみ いわき市立小名浜第一中学校 3

54 いわき 大利　倖菜 おおとし　ゆきな いわき市立泉中学校 3

55 いわき 石橋　樹 いしばし　たつき いわき市立泉中学校 2 いわき9点
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