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5017 淡路　楓海 ｱﾜｼﾞ ﾌｳﾐ 藤里小学校 小５年 237.36 459.89

5038 伊藤　沙奈 ｲﾄｳ ｻﾅ 増田小学校 小６年 191.23 348.01

5014 伊藤　洵 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 大内小学校 小６年 169.31 363.57

5037 伊藤　里奈 ｲﾄｳ ﾘﾅ 増田小学校 小６年 152.44

5034 岩谷　香帆 ｲﾜﾔ ｶﾎ 鷹巣東小学校 小５年 266.48

5044 岩谷　百花 ｲﾜﾔ ﾓﾓｶ 綴子小学校 小６年 243.20 267.26

5051 梅村　佳奈 ｳﾒﾑﾗ ｶﾅ 花輪小学校 小４年 1/24追加

5046 遠藤　さくら ｴﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 横手南小学校 小６年

5043 大澤　佑月 ｵｵｻﾜ ﾕﾂﾞｷ 千畑小学校 小４年

5011 大信田　光琉 ｵｵｼﾀﾞ ﾋｶﾙ 太田東小学校 小４年

5033 小笠原　百花 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾓﾓｶ 鷹巣東小学校 小５年 352.19

5027 海沼　実羽 ｶｲﾇﾏ ﾐｳ 八幡平小学校 小４年

5007 加藤　つくし ｶﾄｳ ﾂｸｼ 太田南小学校 小４年

5013 加藤　葉那 ｶﾄｳ ﾊﾅ 大内小学校 小４年

5045 金子　伊織 ｶﾈｺ ｲｵﾘ 東由利小学校 小６年 195.61

5032 金澤　由和 ｶﾈｻﾞﾜ ﾕﾅ 鷹巣東小学校 小６年 463.36 753.05

5025 髙坂　真美 ｺｳｻｶ ﾏﾐ 鷹巣小学校 小４年

5024 髙坂　優理 ｺｳｻｶ ﾕﾘ 鷹巣小学校 小６年 158.08 203.93

5030 児玉　徠未 ｺﾀﾞﾏ ｸﾙﾐ 尾去沢小学校 小５年 253.56 235.19

5029 小塚　結衣 ｺﾂﾞｶ ﾕｲ 尾去沢小学校 小５年 395.77

5040 小西　瑠花 ｺﾆｼ ﾙｶ 大曲小学校 小６年 251.84

5048 小林　美沙季 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 上北手小学校 小５年 272.85 12/17追加

5015 佐々木　碧波 ｻｻｷ ｱｵﾊﾞ 角館小学校 小５年 128.18 129.40

5012 佐々木　さら ｻｻｷ ｻﾗ 花館小学校 小５年 323.35

5042 佐藤　絢音 ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 鳥海小学校 小５年 522.00

5001 佐藤　花香 ｻﾄｳ ｶｵﾘ 西馬音内小学校 小６年 185.10

5036 佐藤　夏帆 ｻﾄｳ ｶﾎ 羽後明成小学校 小６年 157.08

佐藤　那南 ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 旭小学校 小６ 355.78

5022 眞田　陽椛 ｻﾅﾀﾞ ﾊﾙｶ 羽後明成小学校 小４年

5006 柴田　乙希 ｼﾊﾞﾀ ｲﾂｷ 藤木小学校 小４年

5035 柴山　幸子 ｼﾊﾞﾔﾏ ｻｷｺ 上北手小学校 小４年

5021 東海林　玲 ｼｮｳｼﾞ ﾚｲ 矢島小学校 小５年 382.61

5009 鈴木　菜月 ｽｽﾞｷ ﾅﾂｷ 東成瀬小学校 小４年

5028 高杉　琉月 ﾀｶｽｷﾞ ﾙﾅ 尾去沢小学校 小５年

5004 高関　侑亜 ﾀｶｾｷ ﾕｱ 米内沢小学校 小６年 230.11 474.53

5005 髙橋　彩友 ﾀｶﾊｼ ｻﾕ 羽後明成小学校 小５年 163.48

5047 髙𣘺　みなみ ﾀｶﾊｼ ﾐﾅﾐ 横手南小学校 小４年

5002 髙橋　幸那 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾅ 桜小学校 小５年 130.15 180.79

5010 髙橋　凛 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 太田東小学校 小４年

5019 髙橋　蓮 ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 湯沢東小学校 小６年 241.09

5023 田中　心菜 ﾀﾅｶ ｺｺﾅ 上小阿仁小学校 小６年 158.14 244.09
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5020 田中　結衣 ﾀﾅｶ ﾕｲ 生保内小学校 小６年 301.27

5008 千田　萌菜 ﾁﾀﾞ ﾓﾅ 増田小学校 小４年

5049 照井　楓 ﾃﾙｲ ｶｴﾃﾞ 大雄小学校 小６年 112.42 1/4追加

5016 中嶋　智杏楽 ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｱﾗ 藤里小学校 小５年 222.28

5018 西村　愛唯 ﾆｼﾑﾗ ﾒｲ 鷹巣小学校 小５年 294.72 979.60

5050 野崎　寧音 ﾉｻﾞｷ ﾈﾈ 鷹巣小学校 小６年 295.98 265.12 1/8追加

5041 船木　ひなた ﾌﾅｷ ﾋﾅﾀ 西目小学校 小５年 281.29

5031 松岡　涼羽 ﾏﾂｵｶ ｽｽﾞﾊ 尾去沢小学校 小６年 203.68 198.50

村田　楽奈 ﾑﾗﾀ ﾗﾅ 秋田大学附属小学校 小６ 220.92

5026 森川　栞奈 ﾓﾘｶﾜ ｶﾝﾅ 鷹巣小学校 小５年 118.83 100.00

5003 渡部　小百合 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾕﾘ 西館小学校 小５年 196.37
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