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6027 淡路　楓海 ｱﾜｼﾞ ﾌｳﾐ 藤里小学校 小６年 195.48 242.46 440.04

6023 安倍　來花 ｱﾝﾊﾞｲ ﾗｲｶ 高瀬小学校 小４年 394.64 726.31

6021 岩谷　香帆 ｲﾜﾔ ｶﾎ 鷹巣東小学校 小６年 201.97 262.54 873.48

梅村　佳奈 ｳﾒﾑﾗ ｶﾅ 花輪小学校 小５

6045 大澤　佑月 ｵｵｻﾜ ﾕﾂﾞｷ 千畑小学校 小５年 305.30 770.30

6006 大信田　光琉 ｵｵｼﾀﾞ ﾋｶﾙ 太田東小学校 小５年 201.73 496.77 574.24

6015 小笠原　百花 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾓﾓｶ 鷹巣東小学校 小６年 272.51

6010 海沼　実羽 ｶｲﾇﾏ ﾐｳ 八幡平小学校 小５年 305.27 314.77 727.37

6013 片山　美紅 ｶﾀﾔﾏ ﾐｸ 尾去沢小学校 小４年 400.11

6008 加藤　つくし ｶﾄｳ ﾂｸｼ 太田南小学校 小５年 299.21 401.72 725.82

6001 加藤　葉那 ｶﾄｳ ﾊﾅ 大内小学校 小５年 177.80 306.86 691.76

6033 菊池　瑞彩 ｷｸﾁ ﾐｽﾞｻ 藤里小学校 小４年 281.82

6026 髙坂　真美 ｺｳｻｶ ﾏﾐ 鷹巣小学校 小５年 184.49 524.30

6018 児玉　徠未 ｺﾀﾞﾏ ｸﾙﾐ 尾去沢小学校 小６年 129.24 124.99 364.10

6042 小塚　結衣 ｺﾂﾞｶ ﾕｲ 尾去沢小学校 小６年 258.85 231.11

6014 小西　来愛 ｺﾆｼ ｷｱ 大曲小学校 小４年 427.87 653.21 830.09

6025 小林　美沙季 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 上北手小学校 小６年 177.58 167.87 399.12

6012 佐々木　碧波 ｻｻｷ ｱｵﾊﾞ 角館小学校 小６年 90.19 98.22 258.82

6017 佐々木　さら ｻｻｷ ｻﾗ 花館小学校 小６年 233.34 215.00 492.24

6040 佐藤　絢音 ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 鳥海小学校 小６年 300.41 517.84

6009 佐藤　涼音 ｻﾄｳ ｽｽﾞﾈ 鳥海小学校 小４年 536.47

6043 佐藤　もな ｻﾄｳ ﾓﾅ 花輪小学校 小４年 239.75 261.46

6024 眞田　陽椛 ｻﾅﾀﾞ ﾊﾙｶ 羽後明成小学校 小５年 280.52 537.93

6016 柴田　乙希 ｼﾊﾞﾀ ｲﾂｷ 藤木小学校 小５年 299.60 409.29 684.08

6029 柴山　幸子 ｼﾊﾞﾔﾏ ｻｷｺ 上北手小学校 小５年 204.21 481.12

6004 東海林　玲 ｼｮｳｼﾞ ﾚｲ 矢島小学校 小６年 250.03 352.81 537.15

6037 鈴木　菜月 ｽｽﾞｷ ﾅﾂｷ 東成瀬小学校 小５年 187.48 191.40 477.39

6035 高杉　琉月 ﾀｶｽｷﾞ ﾙﾅ 尾去沢小学校 小６年 270.26 434.56 733.12

6032 高橋　歩愛 ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ 港北小学校 小４年 234.47 336.72 552.80

6039 髙橋　依吹 ﾀｶﾊｼ ｲﾌﾞｷ 千畑小学校 小４年 364.23 414.76

6003 髙橋　彩友 ﾀｶﾊｼ ｻﾕ 羽後明成小学校 小６年 130.56 246.31 349.98

6022 髙𣘺　みなみ ﾀｶﾊｼ ﾐﾅﾐ 横手南小学校 小５年 331.01

6002 髙橋　優未 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾐ 増田小学校 小４年 261.12 589.67

6005 髙橋　幸那 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾅ 桜小学校 小６年 97.23 142.32 309.73

6038 髙橋　凛 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 太田東小学校 小５年 242.14 615.86

6041 千田　萌菜 ﾁﾀﾞ ﾓﾅ 増田小学校 小５年 129.55 160.66 409.71

6048 千葉　咲湖 ﾁﾊﾞ ｻｺ 御所野小学校 小４年 531.04 822.34

6028 中嶋　智杏楽 ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｱﾗ 藤里小学校 小６年 134.92 192.52 486.10

6007 中村　心愛 ﾅｶﾑﾗ ｺｺｱ 秋田大学附属小学校 小４年 219.10 321.11 541.96

6044 奈良　美花 ﾅﾗ ﾐﾊﾙ 花輪小学校 小４年 337.17

6019 成田　裕帆 ﾅﾘﾀ ﾕﾎ 大湯小学校 小４年 486.17
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6031 西村　愛唯 ﾆｼﾑﾗ ﾒｲ 鷹巣小学校 小６年 237.91 247.67

6046 畠山　紗依 ﾊﾀｹﾔﾏ ｻｴ 西明寺小学校 小６年

6020 日景　梨紗 ﾋｶｹﾞ ﾘｻ 釈迦内小学校 小４年 278.93

6036 船木　ひなた ﾌﾅｷ ﾋﾅﾀ 西目小学校 小６年 228.47 326.58 549.09

6047 三嶋　愛美 ﾐｼﾏ ﾏﾐ 神代小学校 小５年

6030 桃井　奈々緒 ﾓﾓｲ ﾅﾅｵ 岩谷小学校 小４年 323.71 726.93

6034 森川　栞奈 ﾓﾘｶﾜ ｶﾝﾅ 鷹巣小学校 小６年 76.51 69.60 202.15

6011 渡部　小百合 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾕﾘ 西館小学校 小６年 138.82 228.21 439.62

近藤　永恋 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾚﾝ 有浦小学校 小４ 647.97
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