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7015 秋元　丈幸 ｱｷﾓﾄ ﾀｹﾕｷ 大館市立南中学校 中１年 12264 23193 26283

阿部　杏平 ｱﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ 西馬音内小学校 中２ 40239

7021 阿部　敬太 ｱﾍﾞ ｹｲﾀ 羽後中学校 中１年 15302 26718 30616

7012 阿部　宗平 ｱﾍﾞ ｿｳﾍｲ 八幡平中学校 中２年 6182 4371 11521

阿部　俊喜 ｱﾍﾞ ﾄｼｷ 東由利中学校 中３ 12875 21180 20192

7004 淡路　海地 ｱﾜｼﾞ ｶｲﾁ 藤里中学校 中２年 8152 5831 18401

7007 石垣　銀夢 ｲｼｶﾞｷ ｷﾞﾝ 大館国際情報学院中学校 中１年 15652 13287 56118

7024 石垣　優翔 ｲｼｶﾞｷ ﾕｳﾄ 大館市立東中学校 中１年 23196

7030 伊藤　拓真 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 横手清陵学院中学校 中３年 10962 14998 22425

猪股　元典 ｲﾉﾏﾀ ﾓﾄﾉﾘ 本荘南中学校 中３ 14225 22730

7032 岩谷　和泉 ｲﾜﾔ ｲｽﾞﾐ 二ツ井中学校 中２年 9747 10490 17386

植村　陽太朗 ｳｴﾑﾗ ﾖｳﾀﾛｳ 矢島小学校 中１ 22017 24843 47879

7018 鵜沼　貴大 ｳﾇﾏ ﾀｶﾋﾛ 湯沢北中学校 中３年 4584 933 2773

7013 遠藤　暢人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾄ 城南中学校 中３年 0 3746 0

7023 大川　輝 ｵｵｶﾜ ｺｳ 大館市立東中学校 中３年 9601 6835

7019 大嶋　隼典 ｵｵｼﾏ ｼｭﾝｽｹ 秋田南高等学校中等部 中１年 9007 16784 16345

岡崎　優平 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳﾍｲ 城東中学校 中３ 7983 7287 10452

7001 海沼　結人 ｶｲﾇﾏ ﾕｲﾄ 八幡平中学校 中１年 19337 17160 45688

柿崎　天翔 ｶｷｻﾞｷ ﾃﾝｼｮｳ 平鹿中学校 中３ 13148 48945

片山　輝哉 ｶﾀﾔﾏ ﾃﾙﾔ 尾去沢中学校 中３ 10782 6658 24530

7008 加藤　輝 ｶﾄｳ ﾋｶﾙ 八幡平中学校 中２年 9153 9280 24906

加藤　飛良 ｶﾄｳ ﾋﾗ 大内小学校 中１ 19877 56465

金子　颯 ｶﾈｺ ﾊﾔﾄ 大潟中学校 中３ 8483 9008 16171

7036 鎌田　宇朗 ｶﾏﾀﾞ ﾈｵ 角館中学校 中２年 6948 0 5312

清塚　玲央 ｷﾖﾂﾞｶ ﾚｵ 大潟中学校 中３ 10793 7336 22495

7006 沓澤　琉太朗 ｸﾂｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 稲川中学校 中３年 4984 1575 19724

7035 熊谷　光輝 ｸﾏｶﾞｲ ﾋｶﾙ 小坂中学校 中１年 17352 13402 52219

小坂　輝 ｺｻｶ ﾋｶﾙ 羽後中学校 中３ 6768 13278

小塚　悠平 ｺﾂﾞｶ ﾕｳﾍｲ 駒形小学校 中１ 17094 53686

7017 小西　翔汰郎 ｺﾆｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 横手清陵学院中学校 中２年 5944 5783 10974

今野　駿 ｺﾝﾉ ｼｭﾝ 鳥海中学校 中３ 6965 10698 11397

7020 斎藤　舜介 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 藤里中学校 中２年 7762 12210

7016 佐々木　駿介 ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ 大館市立東中学校 中１年 8075 5448 18626

7003 佐々木　太翔 ｻｻｷ ﾀｲﾄ 東成瀬中学校 中１年 13503 11122 28602

佐々木　悠大 ｻｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ 大潟中学校 中３ 3639 2302 4608

7033 佐々木　瑠斗 ｻｻｷ ﾘｭｳﾄ 羽後中学校 中２年

佐々木　凌佑 ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ 大内小学校 中２ 17114 33185 37259

佐藤　和穂 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ 羽後明成小学校 中１ 28542

佐藤　剛 ｻﾄｳ ｺﾞｳ 羽後中学校 中３ 9952

7010 佐藤　柊太 ｻﾄｳ ｼｭｳﾀ 岩城中学校 中１年 18527 22958 32100

佐藤　匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 広面小学校 中１ 14084 11616 32581
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佐藤　佑志 ｻﾄｳ ﾕｳｼ 生保内中学校 中３ 23995 13801 34430

7011 眞田　拓翔 ｻﾅﾀﾞ ﾀｸﾄ 羽後中学校 中１年 18689 19217 53515

7028 柴田　大夢 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛﾑ 横手明峰中学校 中２年 15400 21319 24213

7014 高橋　一誠 ﾀｶﾊｼ ｲｯｾｲ 御所野学院中学校 中１年 10495 12518 20292

髙橋　杏翼 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｽｹ 東成瀬小学校 中１ 16558 28191

髙橋　星来 ﾀｶﾊｼ ｾﾗ 東成瀬小学校 中１ 16700

髙橋　優斗 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 増田小学校 中１ 23914 40731

7009 髙橋　風雅 ﾀｶﾊｼ ﾌｳｶﾞ 増田中学校 中２年 10743 16938 18343

7026 田口　真治 ﾀｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 飯島中学校 中３年 5041 1399 9965

7022 田口　天太 ﾀｸﾞﾁ ﾃﾝﾀ 生保内中学校 中２年 10427 4081 13474

田口　晃 ﾀｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 飯島南小学校 中１ 43051

7031 田中　恒清 ﾀﾅｶ ｺｳｾｲ 生保内中学校 中３年 10595 6561 18271

7029 千田　隼 ﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 増田中学校 中２年 7118 6561 16495

戸田　響 ﾄﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 平鹿中学校 中３ 6916 7140 16346

7002 中嶋　匠智 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾁ 藤里中学校 中２年 8339 5514 18747

奈良　和磨 ﾅﾗ ｶｽﾞﾏ 尾去沢中学校 中３ 9772 4349

7025 成田　陸 ﾅﾘﾀ ﾘｸ 二ツ井中学校 中１年 17181 19552 34203

7005 芳賀　仁 ﾊｶﾞ ｼﾞﾝ 成章中学校 中１年 16463 21463 27021

半田　一貴 ﾊﾝﾀﾞ ｶｽﾞｷ 有浦小学校 中１

平塚　寿一 ﾋﾗﾂｶ ﾄｼｶｽﾞ 十和田中学校 中３ 31626

7027 藤田　賢生 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｾｲ 生保内中学校 中１年 17357 20543 23385

7034 藤原　諒太 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀ 豊成中学校 中２年 18800 29434 25555

7037 三浦　圭仁 ﾐｳﾗ ｹｲﾄ 矢島中学校 中３年 4150 3074 4837

渡部　渓太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 比内中学校 中２ 16637 23903
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