
分野 氏 名 学校名

絵画 中井 優菜 三重県立上野高等学校

絵画 木下 友貴 和歌山県立紀央館高等学校

絵画 上田 夕加 和歌山県立紀央館高等学校

絵画 調子 ちえ 和歌山県立南部高等学校

絵画 間弓 咲 大阪府立港南造形高等学校

絵画 鈴江 空里子 徳島県立徳島商業高等学校

絵画 松尾 海杜 京都府立網野高等学校

絵画 南谷 奈津美 大阪府立緑風冠高等学校

絵画 森 真菜美 大阪府立緑風冠高等学校

絵画 渡田 開斗 神戸市立六甲アイランド高等学校

絵画 飯田 雛子 愛媛県立南宇和高等学校

絵画 峰松 沙矢 大阪府立港南造形高等学校

絵画 山本 真彩 大阪府立旭高等学校

絵画 飯野 美涼 富山第一高等学校

絵画 飯野 美涼 富山第一高等学校

絵画 並木 咲 高崎市立高崎経済大学附属高等学校

絵画 原田 かのん 大阪府立港南造形高等学校

絵画 中西 彩花 三重県立名張桔梗丘高等学校

絵画 松崎 佑太 伊丹市立伊丹高等学校

絵画 秋山 颯貴 静岡県立伊東高等学校城ケ崎分校

写真 山下 鈴 飛鳥未来高等学校　広島キャンパス

写真 三島 健太郎 島根県立松江北高等学校

写真 山本 優花 大阪府立成城高等学校

写真 眞岡 綺音 大阪府立成城高等学校

写真 太田 樹 大阪桐蔭高等学校

写真 上続 ことみ 慶風高等学校

写真 田中 千夏 神戸市立六甲アイランド高等学校

写真 岩永 登紀菜 長崎日本大学高等学校

写真 壹岐 叶恵 山口県立下松高等学校

写真 山岡 夏希 大阪市立工芸高等学校

写真 岡田 あかり 和歌山県立神島高等学校

写真 中村 美里 福井県立丹生高等学校

写真 上野 睦生 福井県立丹生高等学校

写真 川口 春瑠 帝塚山学院高等学校

写真 吉岡 沙莉 和歌山県立笠田高等学校

写真 菊池 拓未 北海道稚内高等学校

グラフィックデザイン 八木 梨沙 土佐女子高等学校

グラフィックデザイン 佐藤 愛莉音 福島県立福島西高等学校

グラフィックデザイン 橋本 真衣 山口県立下松高等学校

グラフィックデザイン 堺 神楽 清水国際高等学校
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イラストレーション 糸原 涼香 鳥取県立米子西高等学校

イラストレーション 久保山 真衣 佐賀県立鳥栖高等学校

イラストレーション 大隈 七海 佐賀県立鳥栖高等学校

イラストレーション 髙木 彩 佐賀県立鳥栖高等学校

イラストレーション 奥谷 円香 明誠学院高等学校

イラストレーション 井置 雄大 履正社高等学校

イラストレーション 芹澤 ひなの 加藤学園暁秀高等学校

イラストレーション 黒川 美聖 富山県立志貴野高等学校

イラストレーション 赤坂 陽菜 神戸市立六甲アイランド高等学校

イラストレーション 川辺 悠以 奈良県立西の京高等学校

イラストレーション 厚ヶ瀨 美羽 鹿児島情報高等学校

イラストレーション 大原 空 聖和女子学院高等学校

イラストレーション 重黒木 みなみ 北海道芸術高等学校 名古屋サテライトキャンパス

彫刻 三原 航大 神戸市立六甲アイランド高等学校

工芸 吉田 直央 大阪市立都島工業高等学校

工芸 松原 亮太 大阪府立淀川工科高等学校

工芸 林 怜那 大阪府立港南造形高等学校

工芸 西 由里 金蘭会高等学校

ファッションデザイン 岩城 遼子 静岡県立伊東高等学校

ファッションデザイン 赤坂 陽菜 神戸市立六甲アイランド高等学校

ファッションデザイン 夏原 加奈 岐阜県立大垣桜高等学校

建築 山岸 蓮弥 福島県立勿来工業高等学校

建築 濱田 悠平 高知県立高知工業高等学校

建築 古澤 音々 新潟県立上越総合技術高等学校

建築 磯野 亜夢 新潟県立上越総合技術高等学校

キャラクター 磯村 日菜 愛知県立常滑高等学校

キャラクター 浜中 美音 青森県立弘前工業高等学校

キャラクター 金丸 なな子 宮崎県立佐土原高等学校

キャラクター 山川 潮莉 岐阜県立岐阜総合学園高等学校

キャラクター 山﨑 遼 大阪府立成城高等学校

キャラクター 神代 愛実 富山県立八尾高等学校

キャラクター 阿南 菜緒美 神戸市立六甲アイランド高等学校

キャラクター 工藤 菜々子 青森県立弘前中央高等学校

漫画 井上 奈津実 八洲学園大学国際高等学校

漫画 髙橋 涼 神戸市立六甲アイランド高等学校

漫画 中村 朱華音 神戸市立六甲アイランド高等学校

漫画 亀本 岳 大阪府立佐野高等学校

文芸（エッセイ／短編小説） 佐野 美咲 大阪府立貝塚南高等学校

文芸（エッセイ／短編小説） 佐野 美咲 大阪府立貝塚南高等学校

文芸（エッセイ／短編小説） 東本 祥 愛知県立昭和高等学校

文芸（エッセイ／短編小説） 磯田 ひびき 開星高等学校
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映像 寺坂 瑠菜 兵庫県立川西緑台高等学校

映像 寺坂 瑠菜 兵庫県立川西緑台高等学校

映像 中西 花奈 富山県立富山北部高等学校

映像 橋本 幸征 関西大倉高等学校

映像 寺島 捷人 長野県梓川高等学校

音楽 岩田 知美 ヒューマンキャンパス高等学校　広島学習センター

音楽 高山 侑里香 浪速高等学校

音楽 尾﨑 偲乃 帝塚山学院高等学校

音楽 髙崎 由衣 清教学園高等学校

音楽 津田 康平 奈良県立高円高等学校

音楽 新西 ひなた 大阪府立吹田東高等学校

音楽 新西 ひなた 大阪府立吹田東高等学校

音楽 北本 琉奈 鳥取県立鳥取東高等学校

音楽 田村 美月 大阪府立登美丘高等学校

音楽 加藤 夢望 上宮高等学校

舞台 木下 大輔 追手門学院大手前高等学校

舞台 黒田 都華 金蘭会高等学校

舞台 大川 澪哉 関西福祉大学金光藤蔭高等学校

舞台 本田 大河 北海道札幌藻岩高等学校

舞台 本田 大河 北海道札幌藻岩高等学校

放送（アナウンス・朗読） 松山 瑛樹 京都府立京都すばる高等学校

放送（アナウンス・朗読） 菊田 千紘 帝塚山学院高等学校

放送（アナウンス・朗読） 十時 伶緒 愛媛県立松山南高等学校

放送（アナウンス・朗読） 北村 芽久 和歌山市立和歌山高等学校

放送（アナウンス・朗読） 延次 莉衣奈 大阪スクールオブミュージック高等専修学校

放送（アナウンス・朗読） 中野 伸一朗 石見智翠館高等学校

放送（アナウンス・朗読） 松本 夏葵 相愛高等学校

放送（アナウンス・朗読） 上野 倭 西宮市立西宮高等学校

放送（アナウンス・朗読） 奥山 あかり 盛岡白百合学園高等学校

放送（制作） 白川 颯人 青森県立青森工業高等学校

放送（制作） 小池 優子 岐阜県立岐阜工業高等学校

放送（制作） 瀬良 勇太 広島県立府中高等学校


