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5002 阿部　喜斗 ｱﾍﾞ ﾖｼﾄ 稲川中学校 中３年 46.07 140.69

5022 荒谷　伶音 ｱﾗﾔ ﾚｵﾝ 大潟中学校 中３年 43.53 135.17

有原　崚真 ｱﾘﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 花輪第一中学校 中２ 102.69 197.88

5033 安保　龍門 ｱﾝﾎﾞ ﾘｭｳﾓﾝ 尾去沢中学校 中２年 94.80 129.59

5028 石垣　峻歩 ｲｼｶﾞｷ ｼｭﾝﾎ 北陽中学校 中３年 56.00 127.40

石川　聖亜 ｲｼｶﾜ ｾｲｱ 尾去沢小学校 中１ 129.86

伊藤　卓真 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 綴子小学校 中１ 348.45

5034 伊藤　玲央 ｲﾄｳ ﾚｵ 十和田中学校 中１年 105.75

5023 岩谷　和真 ｲﾜﾔ ｶｽﾞﾏ 二ツ井中学校 中３年 49.09 144.46

5015 梅津　友煕 ｳﾒﾂ ﾕｳｷ 東由利中学校 中２年 26.55 209.71

大友　正太郎 ｵｵﾄﾓ ｼｮｳﾀﾛｳ 秋田大学附属中学校 中３ 56.70 228.94

奥山　郁耶 ｵｸﾔﾏ ｲｸﾔ 湯沢南中学校 中３ 63.50 180.55

5014 小沼　流聖 ｵﾇﾏ ﾘｭｳｾｲ 鳥海中学校 中１年 97.82

5004 小場　夏亜 ｵﾊﾞ ﾅﾂｱ 湯沢北中学校 中２年 66.08 162.42

5032 海沼　史人 ｶｲﾇﾏ ﾌﾐﾄ 花輪第一中学校 中１年

加賀谷　公成 ｶｶﾞﾔ ｺｳｾｲ 東館小学校 中１ 182.68

5005 加瀬谷　玲杜 ｶｾﾔ ﾚｲﾄ 湯沢南中学校 中２年 68.91 263.91

金澤　寛武 ｶﾈｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 鷹巣小学校 中１ 213.07

鎌田　笙太朗 ｶﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 御所野学院中学校 中３ 58.80 338.36

5013 鎌田　匠人 ｶﾏﾀﾞ ｼｮｳﾄ 角館中学校 中１年 68.83

5008 萱森　紹准 ｶﾔﾓﾘ ｼｮｳｼﾞｭﾝ 横手北中学校 中１年 62.03

5031 川又　大朗 ｶﾜﾏﾀ ﾋﾛｵ 花輪第一中学校 中１年

5021 清塚　璃久 ｷﾖﾂﾞｶ ﾘｸ 大潟中学校 中３年 134.54 240.91

工藤　琉希也 ｸﾄﾞｳ ﾙｷﾔ 二ツ井中学校 中３ 28.11 102.51

5038 熊谷　夏輝 ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾂｷ 小坂中学校 中１年 129.39

5009 久米　哉大 ｸﾒ ｶﾅﾀ 横手北中学校 中２年 74.82

栗田　匠 ｸﾘﾀ ﾀｸﾐ 増田小学校 中１ 146.61

5037 栗山　和人 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾄ 八幡平中学校 中２年 84.15 261.69

小塚　崇晴 ｺﾂﾞｶ ﾀｶﾊﾙ 駒形小学校 中１ 150.24

5016 小林　魁星 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ 大内中学校 中１年 111.75

5011 齋藤　千輝 ｻｲﾄｳ ﾁｻｷ 西明寺中学校 中１年 224.92

坂谷　孔晟 ｻｶﾔ ｺｳｾｲ 鷹巣小学校 中１ 207.57

5027 佐々木　洸介 ｻｻｷ ｺｳｽｹ 大館東中学校 中１年 87.63

5007 佐藤　歩武 ｻﾄｳ ｱﾕﾑ 羽後中学校 中２年 172.15 368.64

佐藤　駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 羽後明成小学校 中１ 374.83

佐藤　天舞 ｻﾄｳ ﾃﾝﾏ 雄勝小学校 中１ 458.63

篠木　祥英 ｼﾉｷ ｼｮｳｴｲ 湯沢西小学校 中１ 199.53

5018 柴山　英士 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾋﾛﾄ 城南中学校 中１年 141.79

嶋津　和輝 ｼﾏﾂ ｶｽﾞｷ 美郷中学校 中２ 114.42

5020 菅原　琉貴弥 ｽｶﾞﾜﾗ ﾙｷﾔ 大潟中学校 中３年 45.41 22.56

鈴木　達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 東成瀬小学校 中１ 139.42

関　凌星 ｾｷ ﾘｮｳｾｲ 増田小学校 中１ 161.77

5003 髙橋　海斗 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 皆瀬中学校 中２年 90.89 226.14
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髙橋　慧丞 ﾀｶﾊｼ ｹｲｽｹ 大潟中学校 中３ 79.17 136.54

5001 髙橋　弘哉 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾔ 東成瀬中学校 中１年 94.63

5019 髙橋　侑冴 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ 桜中学校 中２年 185.82 434.66

髙橋　瑠真 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾏ 東成瀬小学校 中１ 244.32

5012 田口　慧 ﾀｸﾞﾁ ｻﾄｷ 生保内中学校 中３年 0.00 0.00

田中　央介 ﾀﾅｶ ｵｳｽｹ 朝倉小学校 中１ 91.00

5025 田中　透心 ﾀﾅｶ ﾄｵｼﾝ 上小阿仁小学校 中２年 54.90 213.52

谷藤　秀人 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾋﾃﾞﾄ 東成瀬小学校 中１ 281.31

5006 千田　陸 ﾁﾀﾞ ﾘｸ 増田中学校 中１年 76.65

戸沢　佳太 ﾄｻﾞﾜ ｹｲﾀ 米内沢小学校 中１ 130.61

豊嶋　眞宙 ﾄﾖｼﾏ ﾏﾋﾛ 協和中学校 中３ 89.47 114.20

5017 長門　岳 ﾅｶﾞﾄ ｶﾞｸ 将軍野中学校 中１年 110.43

中村　隼人 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 生保内小学校 中１ 497.88

5036 成田　光哉 ﾅﾘﾀ ｺｳﾔ 十和田中学校 中１年 130.01

芳賀　幸信 ﾊｶﾞ ﾕｷﾉﾌﾞ 大館南中学校 中３ 90.24 145.65

5026 畠山　公佑 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳｽｹ 田代中学校 中３年 30.74 44.98

5029 畠山　瑠 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｭｳ 尾去沢中学校 中３年 75.19 110.43

疋田　航 ﾋｷﾀ ﾜﾀﾙ 鷹巣東小学校 中１ 331.45

5035 廣嶋　渓介 ﾋﾛｼﾏ ｹｲｽｹ 十和田中学校 中２年 42.62 155.93

廣嶋　真 ﾋﾛｼﾏ ｼﾝ 尾去沢小学校 中１ 180.92

藤原　凱逸 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｲﾁ 北陽中学校 中３

5024 松橋　結人 ﾏﾂﾊｼ ﾕｲﾄ 阿仁中学校 中１年 101.32

村上　周 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳ 朝倉小学校 中１

5010 山石　奏人 ﾔﾏｲｼ ｶﾅﾄ 横手北中学校 中２年 58.62 153.95

山口　勇将 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼｮｳ 八幡平小学校 中１

5030 若松　篤 ﾜｶﾏﾂ ｱﾂｼ 尾去沢中学校 中３年 45.33 83.26
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