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8050 秋元　丈幸 ｱｷﾓﾄ ﾀｹﾕｷ 大館南小学校 小５年 284.93

8008 阿部　杏平 ｱﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ 西馬音内小学校 小６年

8007 阿部　敬太 ｱﾍﾞ ｹｲﾀ 西馬音内小学校 小５年 327.33

8025 阿部　宗平 ｱﾍﾞ ｿｳﾍｲ 八幡平小学校 小６年 112.14

8016 淡路　海地 ｱﾜｼﾞ ｶｲﾁ 藤里小学校 小６年 189.46

8049 安保　秀虎 ｱﾝﾎﾞ ﾋﾃﾞﾄ 尾去沢小学校 小４年

8003 石垣　銀夢 ｲｼｶﾞｷ ｷﾞﾝ 長木小学校 小５年 230.74

8002 石垣　優翔 ｲｼｶﾞｷ ﾕｳﾄ 長木小学校 小５年

8062 石塚　康平 ｲｼﾂﾞｶ ｺｳﾍｲ 生保内小学校 小６年 475.56

8040 石綿　響 ｲｼﾜﾀ ﾋﾋﾞｷ 東成瀬小学校 小４年

伊藤　天真 ｲﾄｳ ﾃﾝﾏ 協和小学校 小６

8057 岩谷　和泉 ｲﾜﾔ ｲｽﾞﾐ 二ツ井小学校 小６年 142.13

8020 植村　陽太朗 ｳｴﾑﾗ ﾖｳﾀﾛｳ 矢島小学校 小５年 346.52

8052 大嶋　隼典 ｵｵｼﾏ ｼｭﾝｽｹ 広面小学校 小５年 158.24

大庭　柊汰 ｵｵﾊﾞ ｼｭｳﾀ 岩谷小学校 小５ 481.55

8023 海沼　結人 ｶｲﾇﾏ ﾕｲﾄ 八幡平小学校 小５年

8064 葛西　春琉 ｶｻｲ ﾊﾙ 湯沢東小学校 小４年

8068 加藤　駿里 ｶﾄｳ ｼｭﾘｸ 大川西根小学校 小４年

8024 加藤　輝 ｶﾄｳ ﾋｶﾙ 八幡平小学校 小６年 203.44

8043 加藤　飛良 ｶﾄｳ ﾋﾗ 大内小学校 小５年 333.86

8009 鎌田　宇朗 ｶﾏﾀﾞ ﾈｵ 角館小学校 小６年 109.11

8014 菊池　聖真 ｷｸﾁ ｼｮｳﾏ 藤里小学校 小４年

8065 熊谷　光輝 ｸﾏｶﾞｲ ﾋｶﾙ 小坂小学校 小５年

8018 小塚　悠平 ｺﾂﾞｶ ﾕｳﾍｲ 駒形小学校 小５年 220.34

8004 小西　翔汰郎 ｺﾆｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 横手南小学校 小６年 116.96

8017 斎藤　舜介 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 藤里小学校 小６年 119.93

8012 酒井　元気 ｻｶｲ ｹﾞﾝｷ 川連小学校 小６年 237.05

8047 佐々木　駿介 ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ 有浦小学校 小５年 144.18

8039 佐々木　太翔 ｻｻｷ ﾀｲﾄ 東成瀬小学校 小５年 264.77

8042 佐々木　凌佑 ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ 大内小学校 小６年 231.80

8045 佐藤　和穂 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ 羽後明成小学校 小５年

8044 佐藤　柊太 ｻﾄｳ ｼｭｳﾀ 岩城小学校 小５年 255.44

8011 佐藤　春哉 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 西館小学校 小６年 231.92

8033 佐藤　大耀 ｻﾄｳ ﾀｲﾖｳ 増田小学校 小６年 255.01

8010 佐藤　匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 広面小学校 小５年 213.14

8046 眞田　拓翔 ｻﾅﾀﾞ ﾀｸﾄ 羽後明成小学校 小５年 238.85

8066 柴田　大夢 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛﾑ 大森小学校 小６年 176.36

8022 東海林　奏 ｼｮｳｼﾞ ｶﾅﾃﾞ 矢島小学校 小６年 341.43

8055 白戸　悠禾 ｼﾛﾄ ﾊﾙｶ 大潟小学校 小４年

8006 菅野　泰馳 ｽｶﾞﾉ ﾀｲﾁ 西馬音内小学校 小４年

8054 菅原　豪太 ｽｶﾞﾜﾗ ｺﾞｳﾀ 大潟小学校 小４年
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8036 鈴木　新大 ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ 東成瀬小学校 小６年 196.28

8035 高橋　一誠 ﾀｶﾊｼ ｲｯｾｲ 御所野小学校 小５年 171.01

8059 高橋　乙矢 ﾀｶﾊｼ ｵﾄﾔ 鷹巣東小学校 小６年 225.24

8037 髙橋　杏翼 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｽｹ 東成瀬小学校 小５年 392.22

髙橋　健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 雄勝小学校 小６ 752.95

8038 髙橋　星来 ﾀｶﾊｼ ｾﾗ 東成瀬小学校 小５年 318.51

8021 高橋　秀和 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 矢島小学校 小６年 321.68

8034 髙橋　優斗 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 増田小学校 小５年 311.89

8032 髙橋　風雅 ﾀｶﾊｼ ﾌｳｶﾞ 増田小学校 小６年 198.56

8069 髙橋　心月 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾞｷ 千畑小学校 小４年

8063 田口　天太 ﾀｸﾞﾁ ﾃﾝﾀ 生保内小学校 小６年 145.63

8060 田口　晃 ﾀｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 飯島南小学校 小５年

8031 千田　隼 ﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 増田小学校 小６年 161.23

8019 土田　貫慈 ﾂﾁﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 矢島小学校 小４年

豊島　聖弥 ﾄﾖｼﾏ ｾｲﾔ 協和小学校 小６

長倉　琥海 ﾅｶﾞｸﾗ ｺｳｶﾞ 増田小学校 小５ 730.60

8015 中嶋　匠智 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾁ 藤里小学校 小６年 141.31

8028 成田　瑛志 ﾅﾘﾀ ｴｲｼ 鷹巣中央小学校 小６年 338.14

8058 成田　陸 ﾅﾘﾀ ﾘｸ 二ツ井小学校 小５年 300.30

8027 芳賀　仁 ﾊｶﾞ ｼﾞﾝ 成章小学校 小５年 257.01

8026 芳賀　司 ﾊｶﾞ ﾂｶｻ 成章小学校 小４年

8030 畠山　知香人 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾁｶﾄ 鷹巣中央小学校 小４年

8013 日景　勘太 ﾋｶｹﾞ ｶﾝﾀ 釈迦内小学校 小４年

8061 藤田　賢生 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｾｲ 生保内小学校 小５年 248.00

8001 藤中　陽太郎 ﾌｼﾞﾅｶ ﾖｳﾀﾛｳ 秋田市立東小学校 小４年

藤山　優吾 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾕｳｺﾞ 三関小学校 小５ 269.00

8053 藤原　諒太 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀ 中仙小学校 小６年 253.93

8029 本城谷　光陽 ﾎﾝｼﾞｮｳﾔ ﾋﾀﾞｶ 鷹巣中央小学校 小５年 336.63

真坂　宗磨 ﾏｻｶ ｼｭｳﾏ 鳥海小学校 小６ 346.78

8056 眞坂　天雅 ﾏｻｶ ﾃﾝｶﾞ 鳥海小学校 小４年

松本　大翼 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 大潟小学校 小６

8041 桃井　小太郎 ﾓﾓｲ ｺﾀﾛｳ 岩谷小学校 小４年

8070 山田　康介 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 仙南小学校 小４年 1/17追加

8051 吉田　雅大 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 秋田大学附属小学校 小４年

8067 和賀　颯真 ﾜｶﾞ ﾌｳﾏ 栄小学校 小４年

8048 和田　空翔 ﾜﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 尾去沢小学校 小４年

8005 渡部　渓太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 西館小学校 小６年 180.40
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