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9035 荒谷　結那 ｱﾗﾔ ﾕｲﾅ 大潟小学校 小５年

9001 安倍　結梛 ｱﾝﾊﾞｲ ｹｲﾅ 高瀬小学校 小５年 268.70

9060 安保　陽向 ｱﾝﾎﾞ ﾋﾅﾀ 尾去沢小学校 小６年 154.60

9053 石垣　紅丹 ｲｼｶﾞｷ ﾍﾞﾆ 長木小学校 小６年 153.97

9063 石川　愛莉 ｲｼｶﾜ ｱｲﾘ 尾去沢小学校 小４年

9018 伊藤　采音 ｲﾄｳ ｱﾔﾈ 吉田小学校 小６年 369.41

9014 伊藤　沙奈 ｲﾄｳ ｻﾅ 増田小学校 小４年

9030 伊藤　洵 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 大内小学校 小４年

9013 伊藤　里奈 ｲﾄｳ ﾘﾅ 増田小学校 小４年

9057 伊藤　凜夢 ｲﾄｳ ﾘﾑ 十和田小学校 小６年 120.22

9058 岩根　和 ｲﾜﾈ ﾉﾄﾞｶ 花輪小学校 小６年

9043 岩谷　真帆 ｲﾜﾔ ﾏﾎ 鷹巣東小学校 小６年 500.34

9045 岩谷　百花 ｲﾜﾔ ﾓﾓｶ 綴子小学校 小４年

9035 大友　純葉 ｵｵﾄﾓ ｲﾄﾊ 御所野小学校 小５年 112.26

9005 大日向　美憂 ｵｵﾋﾅﾀ ﾐｳ 羽後明成小学校 小６年 146.43

9064 片山　美希 ｶﾀﾔﾏ ﾐｷ 尾去沢小学校 小４年

9028 金子　伊織 ｶﾈｺ ｲｵﾘ 東由利小学校 小４年

9042 金澤　由和 ｶﾈｻﾞﾜ ﾕﾅ 鷹巣東小学校 小４年

9016 亀谷　怜花 ｶﾒﾔ ﾚｲｶ 旭小学校 小５年 430.96

9037 菊池　愛奈 ｷｸﾁ ﾏﾅ 藤里小学校 小６年 116.18

9048 岸野　陽香 ｷｼﾉ ﾊﾙｶ 鷹巣小学校 小５年 386.03

9020 草彅　悠那 ｸｻﾅｷﾞ ﾕｲﾅ 神代小学校 小４年

9046 髙坂　優理 ｺｳｻｶ ﾕﾘ 鷹巣小学校 小４年

9066 小西　瑠花 ｺﾆｼ ﾙｶ 大曲小学校 小４年 12/14追加

9034 今野　小夏 ｺﾝﾉ ｺﾅﾂ 保戸野小学校 小５年 114.20

9006 酒井　舞弥 ｻｶｲ ﾏｲﾔ 川連小学校 小６年 512.09

9022 佐々木　爽楽 ｻｻｷ ｿﾗ 角館小学校 小６年 258.13

佐藤　碧唯 ｻﾄｳ ｱｵｲ 雄勝小学校 小５

9003 佐藤　花香 ｻﾄｳ ｶｵﾘ 西馬音内小学校 小４年

9004 佐藤　夏帆 ｻﾄｳ ｶﾎ 羽後明成小学校 小４年

9027 佐藤　多恵 ｻﾄｳ ﾀｴ 鳥海小学校 小６年 128.61

9029 佐藤　和愛 ｻﾄｳ ﾅﾁｶ 東由利小学校 小６年 122.80

9012 佐藤　那南 ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 旭小学校 小４年

9052 佐藤　芭奈 ｻﾄｳ ﾊﾅ 鷹巣中央小学校 小５年 271.12

9011 佐藤　榛南 ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ 旭小学校 小６年 440.90

9051 佐藤　陽和 ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ 鷹巣中央小学校 小５年 248.21

9040 柴田　栞奈 ｼﾊﾞﾀ ｶﾝﾅ 前田小学校 小５年 218.80

9041 庄司　奏 ｼｮｳｼﾞ ｶﾅﾃﾞ 前田小学校 小５年 763.25

鈴木　咲良 ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ 湯沢西小学校 小５

9021 須原　凜 ｽﾊﾗ ﾘﾝ 豊川小学校 小６年

9065 関　彩泉 ｾｷ ｱﾔｾ 増田小学校 小４年 12/13追加
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9039 高関　侑亜 ﾀｶｾｷ ﾕｱ 米内沢小学校 小４年

9024 髙野　由菜 ﾀｶﾉ ﾕｳﾅ 大曲小学校 小５年 271.31

9055 高橋　暖 ﾀｶﾊｼ ﾉﾝ 西館小学校 小６年 136.24

9007 髙橋　蓮 ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 湯沢東小学校 小４年

9038 田中　心菜 ﾀﾅｶ ｺｺﾅ 上小阿仁小学校 小４年

9023 田中　結衣 ﾀﾅｶ ﾕｲ 生保内小学校 小４年

9026 樽谷　奏音 ﾀﾙﾀﾆ ｶﾉﾝ 平沢小学校 小６年 73.09

9033 千葉　羽湖 ﾁﾊﾞ ﾜｺ 御所野小学校 小６年 130.55

9009 照井　楓 ﾃﾙｲ ｶｴﾃﾞ 大雄小学校 小４年

9008 永井　一海 ﾅｶﾞｲ ﾋﾄﾐ 湯沢西小学校 小５年

9015 中山　舞依 ﾅｶﾔﾏ ﾏｲ 増田小学校 小５年 373.12

9056 成田　風羽 ﾅﾘﾀ ﾌｳﾜ 有浦小学校 小５年 248.39

9049 西村　愛和 ﾆｼﾑﾗ ｱｺ 鷹巣小学校 小５年 663.75

9050 野崎　寧音 ﾉｻﾞｷ ﾈﾈ 鷹巣小学校 小４年

9054 畠山　瑚子 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｺ 東館小学校 小５年 353.05

畠山　夢月 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ 鷹巣中央小学校 小５

半田　碧依 ﾊﾝﾀﾞ ｱｵｲ 旭小学校 小５

9031 藤中　咲良 ﾌｼﾞﾅｶ ｻｸﾗ 秋田東小学校 小５年

9010 本藤　美祥 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾐｻｷ 大雄小学校 小６年 124.58

9061 松岡　涼羽 ﾏﾂｵｶ ｽｽﾞﾊ 尾去沢小学校 小４年

9059 松岡　理緒 ﾏﾂｵｶ ﾘｵ 尾去沢小学校 小６年 284.43

9032 村田　楽奈 ﾑﾗﾀ ﾗﾅ 秋田大学附属小学校 小４年

9047 森川　莉音 ﾓﾘｶﾜ ﾘｵﾝ 鷹巣小学校 小６年 165.42

9062 栁舘　歩 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾃ ｱﾕﾐ 尾去沢小学校 小４年

9044 柳谷　唯花 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾕｲｶ 鷹巣東小学校 小６年 321.88

9002 矢野　菜子 ﾔﾉ ﾅｺ 西馬音内小学校 小５年 149.22

9017 山石　真智 ﾔﾏｲﾁ ﾏﾁ 横手北小学校 小６年 147.58

9019 山田　朝日 ﾔﾏﾀﾞ ｱｻﾋ 横手北小学校 小５年 432.04

吉田　歩乃可 ﾖｼﾀﾞ ﾎﾉｶ 東成瀬小学校 小６ 435.24

9025 渡邊　梨依 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｴ 尾崎小学校 小５年 281.00
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