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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

2005 阿部　未歩 ｱﾍﾞ ﾐﾎ 八幡平中学校 中３年 29.68 3.22

安保　陽向 ｱﾝﾎﾞ ﾋﾅﾀ 尾去沢小学校 中１ 166.80

石垣　紅丹 ｲｼｶﾞｷ ﾍﾞﾆ 長木小学校 中１ 152.92

伊藤　采音 ｲﾄｳ ｱﾔﾈ 吉田小学校 中１ 312.47

2006 伊藤　凜夢 ｲﾄｳ ﾘﾑ 十和田中学校 中１年 110.72 127.14

2016 岩根　和 ｲﾜﾈ ﾉﾄﾞｶ 花輪第一中学校 中１年 482.13 289.06

岩谷　真帆 ｲﾜﾔ ﾏﾎ 鷹巣東小学校 中１ 355.26

遠田　彩夏 ｴﾝﾀﾞ ｱﾔｶ 湯沢南中学校 中３ 120.03 249.25

2004 大嶋　南緒 ｵｵｼﾏ ﾅｵ 御野場中学校 中３年 36.24 48.52 64.80

大日向　美憂 ｵｵﾋﾅﾀ ﾐｳ 羽後明成小学校 中１ 144.65

川又　優衣 ｶﾜﾏﾀ ﾕｲ 花輪第一中学校 中２

2011 菊池　愛奈 ｷｸﾁ ﾏﾅ 藤里中学校 中１年 115.70 184.77

2018 栗澤　七愛 ｸﾘｻﾜ ﾅﾅﾐ 城東中学校 中３年 33.48 67.42 126.94

後藤　瑞貴 ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ 皆瀬中学校 中２ 177.83

斉藤　夢望 ｻｲﾄｳ ﾕﾒﾉ 鷹巣中学校 中２ 122.78

酒井　舞弥 ｻｶｲ ﾏｲﾔ 川連小学校 中１ 372.58

2017 佐々木　爽楽 ｻｻｷ ｿﾗ 角館中学校 中１年 161.57 268.67

2013 佐藤　葵 ｻﾄｳ ｱｵｲ 美郷中学校 中３年 24.89 54.11 52.21

2020 佐藤　かなで ｻﾄｳ ｶﾅﾃﾞ 皆瀬中学校 中２年 27.33 79.48 0.00

佐藤　多恵 ｻﾄｳ ﾀｴ 鳥海小学校 中１ 125.81 170.98

2019 佐藤　和愛 ｻﾄｳ ﾅﾁｶ 東由利中学校 中１年 68.59 140.14 116.17

佐藤　榛南 ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ 旭小学校 中１ 255.15

2009 佐藤　楓花 ｻﾄｳ ﾌｳｶ 岩城中学校 中２年 95.26 130.36

佐藤　凜 ｻﾄｳ ﾘﾝ 生保内中学校 中３ 192.09 287.80

須原　凜 ｽﾊﾗ ﾘﾝ 豊川小学校 中１

髙橋　すみれ ﾀｶﾊｼ ｽﾐﾚ 鷹巣中学校 中３ 88.98 156.10 137.98

2003 高橋　暖 ﾀｶﾊｼ ﾉﾝ 比内中学校 中１年 132.87 117.31

2021 髙橋　凛湖 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 太田中学校 中３年 0.00 0.00

2022 竹嶋　菜央 ﾀｹｼﾏ ﾅｵ 能代東中学校 中２年 83.89 104.02

2001 樽谷　奏音 ﾀﾙﾀﾆ ｶﾉﾝ 仁賀保中学校 中１年 58.93 176.69 80.00

2012 千葉　羽湖 ﾁﾊﾞ ﾜｺ 御所野学院中学校 中１年 126.32

2002 豊嶋　さわ ﾄﾖｼﾏ ｻﾜ 秋田東中学校 中２年 69.49 68.48 133.79

2014 本藤　美祥 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾐｻｷ 横手明峰中学校 中１年 74.28 82.96 154.95

2007 眞坂　梨夢 ﾏｻｶ ﾘﾑ 鳥海中学校 中２年 65.95 106.50 54.50

松岡　理緒 ﾏﾂｵｶ ﾘｵ 尾去沢小学校 中１ 144.55

2008 村上　よつば ﾑﾗｶﾐ ﾖﾂﾊﾞ 鳥海中学校 中２年 18.10 52.56

2015 森川　莉音 ﾓﾘｶﾜ ﾘｵﾝ 鷹巣中学校 中１年 123.81

柳谷　唯花 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾕｲｶ 鷹巣東小学校 中１ 299.45

2010 山石　真智 ﾔﾏｲﾁ ﾏﾁ 横手北中学校 中１年 139.84 127.35
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