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ｺｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 GSﾎﾟｲﾝﾄ SLﾎﾟｲﾝﾄ SGﾎﾟｲﾝﾄ 備考

荒谷　結那 ｱﾗﾔ ﾕｲﾅ 大潟小学校 小６

3009 淡路　楓海 ｱﾜｼﾞ ﾌｳﾐ 藤里小学校 小４年 283.45

3041 安倍　結梛 ｱﾝﾊﾞｲ ｹｲﾅ 高瀬小学校 小６年 161.67 127.72

石川　愛莉 ｲｼｶﾜ ｱｲﾘ 尾去沢小学校 小５

3022 伊藤　沙奈 ｲﾄｳ ｻﾅ 増田小学校 小５年 219.30 344.73

3031 伊藤　洵 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 大内小学校 小５年 218.66

3021 伊藤　里奈 ｲﾄｳ ﾘﾅ 増田小学校 小５年 180.48 320.49

3012 岩谷　香帆 ｲﾜﾔ ｶﾎ 鷹巣東小学校 小４年 287.84

3048 岩谷　百花 ｲﾜﾔ ﾓﾓｶ 綴子小学校 小５年 261.30 445.03

3007 大友　純葉 ｵｵﾄﾓ ｲﾄﾊ 御所野小学校 小６年 123.91

3011 小笠原　百花 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾓﾓｶ 鷹巣東小学校 小４年 370.29

片山　美希 ｶﾀﾔﾏ ﾐｷ 尾去沢小学校 小５

3049 金子　伊織 ｶﾈｺ ｲｵﾘ 東由利小学校 小５年 250.85 398.43

3030 金子　詩 ｶﾈｺ ｳﾀ 尾崎小学校 小４年

3013 金澤　由和 ｶﾈｻﾞﾜ ﾕﾅ 鷹巣東小学校 小５年 481.46

3015 亀谷　怜花 ｶﾒﾔ ﾚｲｶ 旭小学校 小６年 174.24

3024 岸野　陽香 ｷｼﾉ ﾊﾙｶ 鷹巣小学校 小６年 204.23

草彅　悠那 ｸｻﾅｷﾞ ﾕｲﾅ 神代小学校 小５

3027 髙坂　優理 ｺｳｻｶ ﾕﾘ 鷹巣小学校 小５年 188.41

3035 児玉　徠未 ｺﾀﾞﾏ ｸﾙﾐ 尾去沢小学校 小４年 413.67

3037 小塚　結衣 ｺﾂﾞｶ ﾕｲ 尾去沢小学校 小４年 413.87

3047 小西　瑠花 ｺﾆｼ ﾙｶ 大曲小学校 小５年 358.64 611.33

3044 小林　美沙季 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 上北手小学校 小４年 290.95

3023 今野　小夏 ｺﾝﾉ ｺﾅﾂ 保戸野小学校 小６年 113.69

3006 佐々木　碧波 ｻｻｷ ｱｵﾊﾞ 角館小学校 小４年 181.62

3054 佐々木　さら ｻｻｷ ｻﾗ 花館小学校 小４年 465.98 12/18追加

3045 佐藤　絢音 ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 鳥海小学校 小４年 540.10

3004 佐藤　花香 ｻﾄｳ ｶｵﾘ 西馬音内小学校 小５年 280.92

3033 佐藤　夏帆 ｻﾄｳ ｶﾎ 羽後明成小学校 小５年 212.97

3034 佐藤　那南 ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 旭小学校 小５年 373.88

3017 佐藤　芭奈 ｻﾄｳ ﾊﾅ 鷹巣中央小学校 小６年 223.34

3016 佐藤　陽和 ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ 鷹巣中央小学校 小６年 227.25 388.72

3002 柴田　栞奈 ｼﾊﾞﾀ ｶﾝﾅ 前田小学校 小６年 193.02

庄司　奏 ｼｮｳｼﾞ ｶﾅﾃﾞ 前田小学校 小６ 759.88

3053 東海林　玲 ｼｮｳｼﾞ ﾚｲ 矢島小学校 小４年 422.54

3019 鈴木　咲良 ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ 湯沢西小学校 小６年 216.14

関　彩泉 ｾｷ ｱﾔｾ 増田小学校 小５

3040 高関　侑亜 ﾀｶｾｷ ﾕｱ 米内沢小学校 小５年 248.21

3014 髙野　由菜 ﾀｶﾉ ﾕｳﾅ 大曲小学校 小６年 223.51 297.01

3032 髙橋　彩友 ﾀｶﾊｼ ｻﾕ 羽後明成小学校 小４年 201.48

3005 髙橋　幸那 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾅ 桜小学校 小４年 148.25

Jr女子/2018JrｗP2.xls  2018/2/26更新



 2018 SAA 2nd ポイント　小学校女子
ｺｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 学年 GSﾎﾟｲﾝﾄ SLﾎﾟｲﾝﾄ SGﾎﾟｲﾝﾄ 備考

3039 髙橋　蓮 ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 湯沢東小学校 小５年 259.19

3051 田中　心菜 ﾀﾅｶ ｺｺﾅ 上小阿仁小学校 小５年 190.95

3050 田中　結衣 ﾀﾅｶ ﾕｲ 生保内小学校 小５年 365.00 530.79

3010 照井　楓 ﾃﾙｲ ｶｴﾃﾞ 大雄小学校 小５年 130.52 197.45

3018 永井　一海 ﾅｶﾞｲ ﾋﾄﾐ 湯沢西小学校 小６年 346.30

3008 中嶋　智杏楽 ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｱﾗ 藤里小学校 小４年 240.38

3020 中山　舞依 ﾅｶﾔﾏ ﾏｲ 増田小学校 小６年 208.95 302.97

3043 成田　風羽 ﾅﾘﾀ ﾌｳﾜ 有浦小学校 小６年 192.25 296.26

3025 西村　愛和 ﾆｼﾑﾗ ｱｺ 鷹巣小学校 小６年 258.93

3029 西村　愛唯 ﾆｼﾑﾗ ﾒｲ 鷹巣小学校 小４年 386.66

3026 野崎　寧音 ﾉｻﾞｷ ﾈﾈ 鷹巣小学校 小５年 365.83

3038 畠山　瑚子 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｺ 東館小学校 小６年 234.92

3055 藤中　咲良 ﾌｼﾞﾅｶ ｻｸﾗ 秋田東小学校 小６年 396.60 1/5追加

3042 船木　彩花 ﾌﾅｷ ｲﾛﾊ 大曲小学校 小４年 713.52

3046 船木　ひなた ﾌﾅｷ ﾋﾅﾀ 鳥海小学校 小４年 380.04

3036 松岡　涼羽 ﾏﾂｵｶ ｽｽﾞﾊ 尾去沢小学校 小５年 239.72

3001 村田　楽奈 ﾑﾗﾀ ﾗﾅ 秋田大学附属小学校 小５年 239.02

3028 森川　栞奈 ﾓﾘｶﾜ ｶﾝﾅ 鷹巣小学校 小４年 136.93

栁舘　歩 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾃ ｱﾕﾐ 尾去沢小学校 小５

矢野　菜子 ﾔﾉ ﾅｺ 西馬音内小学校 小６ 145.85

山田　朝日 ﾔﾏﾀﾞ ｱｻﾋ 横手北小学校 小６ 428.67

3052 和賀　結愛 ﾜｶﾞ ﾕﾒ 横手南小学校 小４年

3003 渡部　小百合 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾕﾘ 西館小学校 小４年 391.51

渡邊　梨依 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｴ 尾崎小学校 小６ 288.07
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