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8022 安倍　來花 ｱﾝﾊﾞｲ ﾗｲｶ 高瀬小学校 小５年 365.09 536.60

8023 伊藤　小晴 ｲﾄｳ ｺﾊﾙ 吉田小学校 小４年

梅村　佳奈 ｳﾒﾑﾗ ｶﾅ 花輪小学校 小６

8036 大澤　佑月 ｵｵｻﾜ ﾕﾂﾞｷ 千畑小学校 小６年 275.75 580.59 1/12追加

8032 大信田　光琉 ｵｵｼﾀﾞ ﾋｶﾙ 太田東小学校 小６年 172.18 456.11 384.53

8013 海沼　実羽 ｶｲﾇﾏ ﾐｳ 八幡平小学校 小６年 275.72 274.11 537.66

片山　美紅 ｶﾀﾔﾏ ﾐｸ 尾去沢小学校 小５ 370.56

8007 加藤　つくし ｶﾄｳ ﾂｸｼ 太田南小学校 小６年 269.66 361.06 536.11

8012 加藤　葉那 ｶﾄｳ ﾊﾅ 大内小学校 小６年 148.25 266.20 502.05

8010 加藤　聖 ｶﾄｳ ﾋｼﾞﾘ 西馬音内小学校 小４年

8019 菊池　瑞彩 ｷｸﾁ ﾐｽﾞｻ 藤里小学校 小５年 252.27

8008 黒政　莉音 ｸﾛﾏｻ ﾘｵ 新山小学校 小４年

8025 髙坂　真美 ｺｳｻｶ ﾏﾐ 鷹巣小学校 小６年 154.94 334.59

8018 高坂　利枝 ｺｳｻｶ ﾘｴ 能代第四小学校 小４年

8016 小西　来愛 ｺﾆｼ ｷｱ 大曲小学校 小５年 398.32 612.55 640.38

8030 小西　来夏 ｺﾆｼ ｺﾅﾂ 横手南小学校 小４年

近藤　永恋 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾚﾝ 有浦小学校 小５ 618.42

佐藤　涼音 ｻﾄｳ ｽｽﾞﾈ 鳥海小学校 小５ 506.92

8026 佐藤　もな ｻﾄｳ ﾓﾅ 花輪小学校 小５年 210.20 220.80

8001 眞田　陽椛 ｻﾅﾀﾞ ﾊﾙｶ 羽後明成小学校 小６年 250.97 348.22

8033 柴田　乙希 ｼﾊﾞﾀ ｲﾂｷ 藤木小学校 小６年 270.05 368.63 494.37

8031 柴山　幸子 ｼﾊﾞﾔﾏ ｻｷｺ 上北手小学校 小６年 174.66 291.41

8003 鈴木　菜月 ｽｽﾞｷ ﾅﾂｷ 東成瀬小学校 小６年 157.93 150.74 287.68

8035 高階　玲衣 ﾀｶｼﾅ ﾚｲ 六郷小学校 小４年 11/30追加

8017 高橋　歩愛 ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ 港北小学校 小５年 204.92 296.06 363.09

8004 髙橋　依吹 ﾀｶﾊｼ ｲﾌﾞｷ 千畑小学校 小５年 334.68 374.10

8005 髙橋　詠 ﾀｶﾊｼ ｳﾀ 太田東小学校 小４年

8024 髙𣘺　みなみ ﾀｶﾊｼ ﾐﾅﾐ 横手南小学校 小６年 301.46

8027 髙橋　優未 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾐ 増田小学校 小５年 231.57 399.96

8014 髙橋　凛 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 太田東小学校 小６年 212.59 426.15

8021 千田　萌菜 ﾁﾀﾞ ﾓﾅ 増田小学校 小６年 100.00 120.00 220.00

千葉　咲湖 ﾁﾊﾞ ｻｺ 御所野小学校 小５ 501.49 632.63

8028 中村　心愛 ﾅｶﾑﾗ ｺｺｱ 秋田大学附属小学校 小５年 189.55 280.45 352.25

8006 奈良　美花 ﾅﾗ ﾐﾊﾙ 花輪小学校 小５年 307.62

8034 成田　裕帆 ﾅﾘﾀ ﾕﾎ 大湯小学校 小５年 456.62

8037 乳井　香緒莉 ﾆｭｳｲ ｶｵﾘ 城南小学校 小５年 3/10追加

8009 日景　梨紗 ﾋｶｹﾞ ﾘｻ 釈迦内小学校 小５年 249.38

8020 藤中　絢女 ﾌｼﾞﾅｶ ｱﾔﾒ 秋田市立東小学校 小４年

8015 牧　朱織 ﾏｷ ｱｶﾘ 矢島小学校 小４年

8002 三嶋　愛美 ﾐｼﾏ ｱﾐ 神代小学校 小６年

8029 村上　つばき ﾑﾗｶﾐ ﾂﾊﾞｷ 鳥海小学校 小４年
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8011 桃井　奈々緒 ﾓﾓｲ ﾅﾅｵ 岩谷小学校 小５年 294.16 537.22
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