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1021 阿部　未歩 ｱﾍﾞ ﾐﾎ 八幡平中学校 中２年 34.42 38.47

1003 遠田　彩夏 ｴﾝﾀﾞ ｱﾔｶ 湯沢南中学校 中２年 101.24 286.66

1012 大嶋　南緒 ｵｵｼﾏ ﾅｵ 御野場中学校 中２年 40.04 83.77

大野　璃美 ｵｵﾉ ﾘﾐ 阿仁中学校 中３ 29.61 24.32

岡本　怜 ｵｶﾓﾄ ﾚｲ 秋田大学附属小学校 中１ 74.81

奥山　茅紗子 ｵｸﾔﾏ ﾁｻｺ 羽後中学校 中３

小野寺　紅美 ｵﾉﾃﾞﾗ ｸﾐ 東成瀬中学校 中３ 6.04 18.62

工藤　あのん ｸﾄﾞｳ ｱﾉﾝ 二ツ井小学校 中１ 80.67

1014 栗澤　七愛 ｸﾘｻﾜ ﾅﾅﾐ 城東中学校 中２年 40.26 116.98

1020 黒澤　南帆 ｸﾛｻﾜ ﾅﾎ 花輪第一中学校 中３年

児玉　果琳 ｺﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ 大館国際情報学院中学校 中２ 76.13

1002 後藤　瑞貴 ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ 皆瀬中学校 中１年 183.57

1017 斉藤　夢望 ｻｲﾄｳ ﾕﾒﾉ 鷹巣中学校 中１年 115.78

1006 佐藤　葵 ｻﾄｳ ｱｵｲ 美郷中学校 中２年 32.44 121.29

1001 佐藤　かなで ｻﾄｳ ｶﾅﾃﾞ 皆瀬中学校 中１年 65.60

1010 佐藤　楓花 ｻﾄｳ ﾌｳｶ 岩城中学校 中１年 127.65

佐藤　美羽 ｻﾄｳ ﾐｳ 二ツ井中学校 中３ 1.30 0.00

1007 佐藤　凜 ｻﾄｳ ﾘﾝ 生保内中学校 中２年 250.97 377.59

高野　光 ﾀｶﾉ ﾋｶﾘ 大曲中学校 中３ 395.28

1018 髙橋　すみれ ﾀｶﾊｼ ｽﾐﾚ 鷹巣中学校 中２年 138.20 223.13

髙橋　希美 ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 増田小学校 中１ 262.59

高橋　京 ﾀｶﾊｼ ﾐｻﾄ 鷹巣西小学校 中１ 122.87

高橋　美鈴 ﾀｶﾊｼ ﾐｽｽﾞ 皆瀬小学校 中１ 297.05

髙橋　桃香 ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｶ 東成瀬小学校 中１ 247.05

1005 髙橋　凛湖 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 太田中学校 中２年 0.00 58.78

1015 竹嶋　菜央 ﾀｹｼﾏ ﾅｵ 能代東中学校 中１年 108.62

武田　和 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ 高瀬中学校 中２ 77.79

田中　七奈 ﾀﾅｶ ﾅﾅ 鷹巣中学校 中２ 74.38

辻　一華 ﾂｼﾞ ｲﾁｶ 鷹巣小学校 中１

土田　莉渚 ﾂﾁﾀﾞ ﾘﾅ 仙道小学校 中１ 188.40

1013 豊嶋　さわ ﾄﾖｼﾏ ｻﾜ 秋田東中学校 中１年 146.09

長崎　杏奈 ﾅｶﾞｻｷ ｱﾝﾅ 鷹巣西小学校 中１ 177.24

1011 長門　迪花 ﾅｶﾞﾄ ﾐﾁｶ 秋田大学附属中学校 中３年 3.53 60.43

野崎　静紅 ﾉｻﾞｷ ｼｽﾞｸ 鷹巣小学校 中１ 242.68

畠山　結衣 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｲ 東由利小学校 中１ 189.92

備前　未玲 ﾋﾞｾﾞﾝ ﾐﾚｲ 東成瀬小学校 中１ 97.05

日高　野々子 ﾋﾀﾞｶ ﾉﾉｺ 生保内中学校 中３ 46.61 65.90

1009 眞坂　梨夢 ﾏｻｶ ﾘﾑ 鳥海中学校 中１年 95.22

村上　葉月 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾂﾞｷ 仙道小学校 中１ 71.74

1008 村上　よつば ﾑﾗｶﾐ ﾖﾂﾊﾞ 鳥海中学校 中１年 50.44

1016 安井　陽菜 ﾔｽｲ ﾋﾅ 鷹巣南中学校 中３年 6.33 3.98
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1004 矢野　菜々美 ﾔﾉ ﾅﾅﾐ 羽後中学校 中３年 28.34 38.32

山田　岬季 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｻｷ 上小阿仁小学校 中１

1019 川又　優衣 ﾜｶﾏﾀ ﾕｲ 花輪第一中学校 中１年
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