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9043 阿部　風宥 ｱﾍﾞ ｶﾅﾀ 花輪小学校 小４年 212.00 301.48

9026 阿部　俊汰 ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾀ 川連小学校 小６年 220.20 372.79 611.28

9017 阿部　壮真 ｱﾍﾞ ｿｳﾏ 皆瀬小学校 小５年 244.35 618.88

9030 阿部　凌大 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾞｲ 大川西根小学校 小６年 234.81 350.65 527.55

9034 板垣　孝亮 ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｽｹ 鷹巣東小学校 小４年

9018 市川　湊人 ｲﾁｶﾜ ﾐﾅﾄ 藤里小学校 小５年 188.23 283.65 510.91

9003 伊藤　倫太郎 ｲﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 大内小学校 小４年 243.06 614.02

9016 大場　泰斗 ｵｵﾊﾞ ﾀｲﾄ 岩谷小学校 小５年 167.57 275.64 665.10

9033 小場　圭留 ｵﾊﾞ ｹｲﾄ 湯沢東小学校 小６年 227.16 363.98

勝田　一颯 ｶﾂﾀ ｲﾌﾞｷ 大潟小学校 小６

9019 加藤　友輝 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 太田南小学校 小４年 307.48 788.36

9031 金子　航 ｶﾈｺ ﾜﾀﾙ 大潟小学校 小６年 201.68 183.58 451.02

金澤　岳和 ｶﾈｻﾞﾜ ﾀｹｶｽﾞ 鷹巣東小学校 小６ 188.89 393.88 517.54

9035 鎌田　悠仁 ｶﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋﾄ 有浦小学校 小４年 450.68

9048 川村　史人 ｶﾜﾑﾗ ﾌﾐﾄ 湯沢東小学校 小６年 100.00 134.42 281.76

岸野　公祐 ｷｼﾉ ｺｳｽｹ 鷹巣小学校 小６ 634.33

工藤　耀太 ｸﾄﾞｳ ﾖｳﾀ 尾去沢小学校 小５ 583.49

9023 久保市　翔大 ｸﾎﾞｲﾁ ｼｮｳﾀ 栄小学校 小６年 236.76

9042 児玉　遥飛 ｺﾀﾞﾏ ﾊﾙﾄ 花輪小学校 小５年 122.62 348.12

9022 小西　成紀 ｺﾆｼ ﾅﾙｷ 横手南小学校 小６年 260.57 426.25

9052 小林　瑠生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｲ 神岡小学校 小４年 193.61

9009 近藤　優音 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 大館市立南小学校 小６年 247.26 402.87

9024 佐々木　槙平 ｻｻｷ ｼﾝﾍﾟｲ 大内小学校 小６年 182.73 259.87 517.23

9007 佐藤　仁 ｻﾄｳ ｼﾞﾝ 川連小学校 小４年 309.39

9051 佐藤　清 ｻﾄｳ ｾｲ 増田小学校 小６年 116.62 119.13 254.92

9027 佐藤　聡介 ｻﾄｳ ｿｳｽｹ 鷹巣小学校 小６年 174.77 173.58 410.21

9004 佐藤　空 ｻﾄｳ ｿﾗ 駒形小学校 小４年 293.51

9047 佐藤　陽喜 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 羽後明成小学校 小６年 326.16

9010 宍戸　壮亮 ｼｼﾄﾞ ｿｳｽｹ 綴子小学校 小６年 194.12 194.70 464.04

9039 髙桑　正仁 ﾀｶｸﾜ ﾏｻﾋﾄ 旭北小学校 小５年 678.31

9041 高関　虎空 ﾀｶｾｷ ﾄｱ 米内沢小学校 小４年 260.10 373.90

9036 髙橋　樹生 ﾀｶﾊｼ ｲﾂｷ 鷹巣小学校 小６年 165.10 164.08

9025 髙橋　隼 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ 湯沢東小学校 小６年 216.98 318.13 417.82

9032 高橋　颯世 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔｾ 皆瀬小学校 小６年 117.84 124.89 180.00

髙橋　輝 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 大雄小学校 小６ 185.80 141.81 506.23

9006 髙橋　結人 ﾀｶﾊｼ ﾕｲﾄ 東成瀬小学校 小５年 188.72 252.62 354.81

9045 髙橋　優心 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾝ 湯沢東小学校 小５年 231.12 665.74

9053 田口　剛士 ﾀｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 大曲小学校 小４年 347.76

9038 田口　祐里 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾘ 千畑小学校 小６年 210.49 346.07 506.64

9044 武田　修治 ﾀｹﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 大曲小学校 小５年 270.92

9002 武田　城治 ﾀｹﾀﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 大曲小学校 小６年 210.54
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9037 田沢　颯汰 ﾀｻﾞﾜ ｿｳﾀ 千畑小学校 小４年 279.57 496.60

9028 谷藤　湊 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾐﾅﾄ 東成瀬小学校 小４年 213.29 384.47

9029 土田　透矢 ﾂﾁﾀﾞ ﾄｳﾔ 矢島小学校 小５年 326.47 597.65

9001 土田　遥心 ﾂﾁﾀﾞ ﾄｵｺﾞ 矢島小学校 小４年 170.42

9046 照井　柾斗 ﾃﾙｲ ﾏｻﾄ 大雄小学校 小５年 271.97

9008 戸部　遥斗 ﾄﾍﾞ ﾊﾙﾄ 大潟小学校 小６年 155.09 163.78 304.16

9021 永井　海音 ﾅｶﾞｲ ｶｲﾄ 湯沢西小学校 小６年 140.88 190.08 357.65

9005 芳賀　一磨 ﾊｶﾞ ｶｽﾞﾏ 成章小学校 小４年 523.56

9050 畠山　那寛 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾅｵ 東館小学校 小６年 236.87 222.60

9015 増田　渓人 ﾏｽﾀﾞ ｹｲﾄ 鷹巣小学校 小５年 165.20 223.05 405.15

9020 松橋　慶人 ﾏﾂﾊｼ ｹｲﾄ 阿仁合小学校 小６年 139.17 174.03 381.82

9013 三浦　颯太 ﾐｳﾗ ｿｳﾀ 川連小学校 小４年 194.50 380.29

9012 三澤　諒 ﾐｻﾜ ﾘｮｳ 大館市立南小学校 小４年 481.32

9049 三船　泰雅 ﾐﾌﾈ ﾀｲｶﾞ 朝倉小学校 小６年 379.30 486.53

9011 三船　真裕 ﾐﾌﾈ ﾏﾋﾛ 朝倉小学校 小５年 353.29 612.23

9014 森田　勘太 ﾓﾘﾀ ｶﾝﾀ 大潟小学校 小６年 305.09 599.21 576.76

9040 門間　拓実 ﾓﾝﾏ ﾀｸﾐ 大潟小学校 小６年 232.02 372.57 490.95
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