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3029 阿部　俊汰 ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾀ 川連小学校 小５年 421.05 849.59

3060 阿部　壮真 ｱﾍﾞ ｿｳﾏ 皆瀬小学校 小４年 654.29 857.19

3015 阿部　凌大 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾞｲ 大川西根小学校 小５年 391.01 765.86

3055 安保　秀虎 ｱﾝﾎﾞ ﾋﾃﾞﾄ 尾去沢小学校 小６年 125.84 95.88 362.72

3053 石綿　響 ｲｼﾜﾀ ﾋﾋﾞｷ 東成瀬小学校 小６年 112.24 114.02 252.88

3046 市川　湊人 ｲﾁｶﾜ ﾐﾅﾄ 藤里小学校 小４年 274.26 749.22

3004 大川　暁 ｵｵｶﾜ ｱｷﾗ 山瀬小学校 小６年 415.51

3006 大場　泰斗 ｵｵﾊﾞ ﾀｲﾄ 岩谷小学校 小４年 281.72 420.64 903.41

3026 小場　圭留 ｵﾊﾞ ｹｲﾄ 湯沢東小学校 小５年 298.30 602.29

3033 葛西　春琉 ｶｻｲ ﾊﾙ 湯沢東小学校 小６年 195.49 367.21

3050 勝田　一颯 ｶﾂﾀ ｲﾌﾞｷ 大潟小学校 小５年

加藤　駿里 ｶﾄｳ ｼｭﾘｸ 大川西根小学校 小６ 494.74

3035 金子　航 ｶﾈｺ ﾜﾀﾙ 大潟小学校 小５年 284.77 304.83 689.33

3045 金澤　岳和 ｶﾈｻﾞﾜ ﾀｹｶｽﾞ 鷹巣東小学校 小５年 258.02 515.08 755.85

3018 川村　史人 ｶﾜﾑﾗ ﾌﾐﾄ 湯沢東小学校 小５年 169.13 255.67 520.07

3040 菊池　聖真 ｷｸﾁ ｼｮｳﾏ 藤里小学校 小６年 144.15 188.67 323.07

3030 岸野　公祐 ｷｼﾉ ｺｳｽｹ 鷹巣小学校 小５年 703.46

3038 工藤　耀太 ｸﾄﾞｳ ﾖｳﾀ 尾去沢小学校 小４年 652.62

3051 久保市　翔大 ｸﾎﾞｲﾁ ｼｮｳﾀ 栄小学校 小５年 359.27

3057 児玉　遥飛 ｺﾀﾞﾏ ﾊﾙﾄ 花輪小学校 小４年 201.48 469.37

3028 小西　成紀 ｺﾆｼ ﾅﾙｷ 横手南小学校 小５年 393.54 664.56

3003 近藤　優音 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 大館市立南小学校 小５年 316.39 632.59

3002 佐々木　槙平 ｻｻｷ ｼﾝﾍﾟｲ 大内小学校 小５年 267.83 381.12 755.54

3056 佐々木　悠佑 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ 大曲小学校 小６年 730.44

3010 佐藤　清 ｻﾄｳ ｾｲ 増田小学校 小５年 185.75 241.25 493.23

3032 佐藤　聡介 ｻﾄｳ ｿｳｽｹ 鷹巣小学校 小５年 250.68 294.83 648.52

3021 佐藤　陽喜 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 羽後明成小学校 小５年 395.29

3042 宍戸　壮亮 ｼｼﾄﾞ ｿｳｽｹ 綴子小学校 小５年 283.73 315.95 702.35

3039 白戸　悠禾 ｼﾛﾄ ﾊﾙｶ 大潟小学校 小６年 238.37 268.60 653.42

3034 菅野　泰馳 ｽｶﾞﾉ ﾀｲﾁ 西馬音内小学校 小６年 230.19 278.40 527.26

3044 菅原　豪太 ｽｶﾞﾜﾗ ｺﾞｳﾀ 大潟小学校 小６年 155.32 127.65 405.46

3062 髙桑　正仁 ﾀｶｸﾜ ﾏｻﾋﾄ 旭北小学校 小４年

3023 髙橋　樹生 ﾀｶﾊｼ ｲﾂｷ 鷹巣小学校 小５年 237.33 285.33

3025 髙橋　隼 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ 湯沢東小学校 小５年 286.11 439.38 656.13

3052 高橋　颯世 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔｾ 皆瀬小学校 小５年 191.61 246.14 418.31

3036 髙橋　輝 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 大雄小学校 小５年 254.93 263.06 744.54

3022 髙橋　心月 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾞｷ 千畑小学校 小６年 390.89 597.07

3054 髙橋　結人 ﾀｶﾊｼ ﾕｲﾄ 東成瀬小学校 小４年 257.85 424.81 593.12

3001 髙橋　優心 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾝ 湯沢東小学校 小４年 904.05

3061 田口　祐里 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾘ 千畑小学校 小５年 319.71 589.77 744.95

3008 武田　修治 ﾀｹﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 大曲小学校 小４年 340.05
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3043 武田　城治 ﾀｹﾀﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 大曲小学校 小５年 279.67

3017 土田　貫慈 ﾂﾁﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 矢島小学校 小６年 173.00 182.39 455.19

3048 土田　透矢 ﾂﾁﾀﾞ ﾄｳﾔ 矢島小学校 小４年 597.86 835.96

3037 照井　柾斗 ﾃﾙｲ ﾏｻﾄ 大雄小学校 小４年 341.51

3013 戸部　遥斗 ﾄﾍﾞ ﾊﾙﾄ 大潟小学校 小５年 225.38 285.03 542.47

3012 永井　海音 ﾅｶﾞｲ ｶｲﾄ 湯沢西小学校 小５年 269.44 333.37 595.96

3058 芳賀　司 ﾊｶﾞ ﾂｶｻ 成章小学校 小６年 175.72 254.83 562.10

3031 畠山　知香人 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾁｶﾄ 鷹巣中央小学校 小６年 181.25 294.60 346.58

3009 畠山　那寛 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾅｵ 東館小学校 小５年 318.22 343.85

3059 日景　勘太 ﾋｶｹﾞ ｶﾝﾀ 釈迦内小学校 小６年 263.83

3019 藤中　陽太郎 ﾌｼﾞﾅｶ ﾖｳﾀﾛｳ 秋田市立東小学校 小６年 183.37 320.74 569.27

3041 眞坂　天雅 ﾏｻｶ ﾃﾝｶﾞ 鳥海小学校 小６年 200.84 291.07 381.38

3007 増田　渓人 ﾏｽﾀﾞ ｹｲﾄ 鷹巣小学校 小４年 239.33 344.30 643.46

3005 松橋　慶人 ﾏﾂﾊｼ ｹｲﾄ 阿仁合小学校 小５年 208.30 309.46 620.13

3027 三船　泰雅 ﾐﾌﾈ ﾀｲｶﾞ 朝倉小学校 小５年 526.69 724.84

3049 三船　真裕 ﾐﾌﾈ ﾏﾋﾛ 朝倉小学校 小４年 610.85 850.54

3047 桃井　小太郎 ﾓﾓｲ ｺﾀﾛｳ 岩谷小学校 小６年 241.89 320.37 613.70

3014 森田　勘太 ﾓﾘﾀ ｶﾝﾀ 大潟小学校 小５年 524.21 999.99 815.07

3020 門間　拓実 ﾓﾝﾏ ﾀｸﾐ 大潟小学校 小５年 379.49 509.99 729.26

3016 山田　康介 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 仙南小学校 小６年 148.70 107.66 359.22

吉田　雅大 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 秋田大学附属小学校 小６ 734.97

3011 和賀　颯真 ﾜｶﾞ ﾌｳﾏ 栄小学校 小６年 103.71 202.34

3024 和田　空翔 ﾜﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 尾去沢小学校 小６年 151.45 405.68
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