
出演
順序

1 西関東 埼玉県 春日部市立飯沼中学校 銀賞

2 西関東 埼玉県 川口市立元郷中学校 銀賞

3 東京都 東京 東海大学付属高輪台高等学校中等部 銀賞

4 東関東 神奈川県 川崎市立玉川中学校 金賞

5 東関東 栃木県 真岡市立真岡東中学校 銀賞

6 東北 福島県 南相馬市立原町第二中学校 金賞

7 西関東 埼玉県 埼玉栄中学校 金賞

8 北陸 富山県 射水市立小杉中学校 金賞

9 東京都 東京 葛飾区立小中一貫教育校新小岩学園新小岩中学校 銅賞

10 東北 宮城県 仙台市立八乙女中学校 銅賞

11 北海道 北見地区 網走市立第三中学校 銀賞

12 東関東 神奈川県 鎌倉市立腰越中学校 銀賞

13 北海道 旭川地区 旭川市立旭川中学校 金賞

14 北陸 石川県 かほく市立高松中学校 銅賞

15 東京都 東京 日野市立七生中学校 銀賞

16 東関東 神奈川県 横浜市立平戸中学校 金賞

17 北海道 旭川地区 中富良野町立中富良野中学校 金賞

18 北陸 福井県 あわら市芦原中学校 銅賞

19 東北 福島県 南相馬市立鹿島中学校 銅賞

20 東北 山形県 山形市立金井中学校 銀賞

21 西関東 山梨県 山梨市立山梨南中学校 金賞

22 北海道 北見地区 遠軽町立南中学校 銀賞

23 東京都 東京 江戸川区立鹿本中学校 銀賞

24 西関東 埼玉県 久喜市立久喜東中学校 金賞

25 北陸 石川県 かほく市立河北台中学校 金賞

26 東京都 東京 瑞穂町立瑞穂中学校 銅賞

27 東関東 神奈川県 横浜市立丸山台中学校 金賞

28 北海道 札幌地区 札幌市立平岡中学校 銀賞

29 東関東 神奈川県 三浦市立初声中学校 銀賞

30 西関東 埼玉県 蕨市立第二中学校 金賞
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出演
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1 北海道 函館地区 北斗市立上磯小学校 金賞

2 東北 宮城県 仙台市立向陽台小学校 金賞

3 北海道 函館地区 北斗市立久根別小学校 銀賞

4 東京都 東京 武蔵野市立第三小学校 銀賞

5 東関東 千葉県 柏市立柏第二小学校 金賞

6 西関東 山梨県 甲斐市立竜王北小学校 銅賞

7 東京都 東京 武蔵野市立関前南小学校 銅賞

8 北陸 福井県 鯖江市惜陰小学校 銅賞

9 東北 福島県 いわき市立植田小学校 金賞

10 西関東 埼玉県 さいたま市立大宮南小学校 銀賞

11 東北 岩手県 盛岡市立城北小学校 金賞

12 東関東 千葉県 柏市立酒井根西小学校 金賞
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1 東関東 茨城県 県立伊奈高等学校 銀賞

2 東北 福島県 帝京安積高等学校 銀賞

3 西関東 埼玉県 淑徳与野高等学校 金賞

4 北海道 旭川 北海道旭川東栄高等学校 銀賞

5 東京 東京 白梅学園高等学校 銀賞

6 東北 山形県 羽黒高等学校 銅賞

7 北陸 福井県 福井県立三国高等学校 銀賞

8 東京 東京 都立世田谷総合高等学校 銅賞

9 東関東 栃木県 県立鹿沼南高等学校 金賞

10 北陸 富山県 富山県立高岡工芸高等学校 金賞

11 西関東 埼玉県 埼玉県立越谷北高等学校 金賞

12 東北 宮城県 東北学院高等学校 銀賞

13 西関東 群馬県 群馬県立前橋南高等学校 銀賞

14 東関東 茨城県 水戸女子高等学校 金賞

15 北海道 札幌 北海道札幌東陵高等学校 銀賞

16 東京 東京 都立東大和高等学校 銀賞

17 北陸 富山県 富山県立石動高等学校 銅賞

18 北海道 北見 北海道北見商業高等学校 金賞
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