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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  広島市立古田小学校 広島 中国 松永 悠希  

     松永 悠希

2     Bye   

       

3  倉敷市立葦高小学校 岡山 中国 大平 晴仁   

       

4  新潟市立新潟小学校 新潟 北信越 田中 悠翔   

       

5  呉市立坪内小学校 広島 中国 森原 千一郎   

     森原 千一郎  

6     Bye   

       

7     Bye   

     角谷 宙希  

8  金沢市立戸板小学校 石川 北信越 角谷 宙希   

       

9  札幌市立平岡公園小学校 北海道 北海道 八木 颯馬   

     八木 颯馬  

10     Bye   

       

11     Bye   

     中村 雅史  

12  八代市立太田郷小学校 熊本 九州 中村 雅史   

       

13  富士市立須津小学校 静岡 東海 松村 侑   

     松村 侑  

14     Bye   

       

15     Bye   

     森岩 大和  

16  盛岡市立見前小学校 岩手 東北 森岩 大和   

       

17  鈴鹿市立若松小学校 三重 東海 淺井 健斗   

     淺井 健斗  

18     Bye   

       

19  大津市立青山小学校 滋賀 関西 平野 悠大   

       

20  松前町立北伊予小学校 愛媛 四国 廣瀬 景人   

       

21  岡山市立津島小学校 岡山 中国 髙森 太吏郎   

     髙森 太吏郎  

22     Bye   

       

23     Bye   

     三瓶 泰斗  

24  郡山市立永盛小学校 福島 東北 三瓶 泰斗   

       

25  大野城市立大野南小学校 福岡 九州 山口 蒼司   

     山口 蒼司  

26     Bye   

       

27     Bye   

     志水 陽奏  

28  南箕輪村立南箕輪小学校 長野 北信越 志水 陽奏   

       

29  恵庭市立和光小学校 北海道 北海道 熊谷 直翔   

     熊谷 直翔  

30     Bye   

       

31     Bye   

     齊藤 壱知  

32  昭島玉川小学校 東京 関東 齊藤 壱知   

       



33  富士市立岩松北小学校 静岡 東海 三木 慶至   

     三木 慶至  

34     Bye   

       

35     Bye   

     佐藤 謙信  

36  宝塚市立西山小学校 兵庫 関西 佐藤 謙信   

       

37  浜松市立中部小学校 静岡 東海 名倉 康巧   

     名倉 康巧  

38     Bye   

       

39     Bye   

     小清水 煌真  

40  登別市立幌別西小学校 北海道 北海道 小清水 煌真   

       

41  札幌市立福住小学校 北海道 北海道 吉田 龍之介   

     吉田 龍之介  

42     Bye   

       

43     Bye   

     岩城 遼  

44  徳島市沖洲小学校 徳島 四国 岩城 遼   

       

45  狭山市立柏原小学校 埼玉 関東 吉田 悠佑   

     吉田 悠佑  

46     Bye   

       

47     Bye   

     弟子丸 透太  

48  福岡市立松島小学校 福岡 九州 弟子丸 透太   

       

49  松前町立北伊予小学校 愛媛 四国 平田 大翔   

     平田 大翔  

50     Bye   

       

51     Bye   

     宇川 開惺  

52  京都市立新町小学校 京都 関西 宇川 開惺   

       

53  波佐見町立南小学校 長崎 九州 吉田 未杜   

     吉田 未杜  

54     Bye   

       

55     Bye   

     山崎 倫大朗  

56  沼津市立第五小学校 静岡 東海 山崎 倫大朗   

       

57  二本松市立油井小学校 福島 東北 鳴海 太陽   

     鳴海 太陽  

58     Bye   

       

59     Bye   

     岩崎 優樹  

60  新潟市立坂井東小学校 新潟 北信越 岩崎 優樹   

       

61  春日市立春日東小学校 福岡 九州 後藤 悠真   

       

62  横浜市立根岸小学校 神奈川 関東 中島 一輝   

       

63     Bye   

     大塚 仁一朗  

64  かすみがうら市立千代田義務教育学校 茨城 関東 大塚 仁一朗  


