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8061 浅川　寛英 ｱｻｶﾜ ｶﾝｴｲ 秋田北高校 高１年

8021 阿部　惣一朗 ｱﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 西明寺中学校 中１年

8014 阿部　喜斗 ｱﾍﾞ ﾖｼﾄ 稲川中学校 中１年 191.73

8016 阿部　椋平 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 羽後中学校 中１年 204.48

8062 荒谷　伶音 ｱﾗﾔ ﾚｵﾝ 大潟中学校 中１年 246.85

8042 安保　圭一郎 ｱﾝﾎﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 十和田中学校 中３年 206.45 235.55

8017 石垣　峻歩 ｲｼｶﾞｷ ｼｭﾝﾎ 大館第二中学校 中１年 209.87

石川　湧大 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 尾去沢小学校 中１ 555.71

石山　太一 ｲｼﾔﾏ ﾀｲﾁ 西馬音内小学校 中１ 258.65

8027 石綿　翼 ｲｼﾜﾀ ﾂﾊﾞｻ 東成瀬中学校 中２年 135.45 193.74

泉谷　尚資 ｲｽﾞﾐﾔ ﾀｶｼ 増田町ＳＣ 成年 288.75

8059 伊藤　清美 ｲﾄｳ ｷﾖﾐ 雄和ＳＣ 成年Ｃ 263.85

伊藤　真 ｲﾄｳ ｼﾝ 角館高校 成年 23.57 46.68

8029 伊藤　風太 ｲﾄｳ ﾌｳﾀ 大内中学校 中２年 142.42

岩崎　将彦 ｲﾜｻｷ ｶﾂﾋｺ 秋田大学付属小学校 中１ 307.56

8006 岩谷　和真 ｲﾜﾔ ｶｽﾞﾏ 二ツ井中学校 中１年 203.96

8030 梅津　太一 ｳﾒﾂ ﾀｲﾁ 東由利中学校 中２年 141.60 364.12

遠藤　大暉 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 花輪高校 高３ 30.92 74.11 162.96

8022 遠藤　直大 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ 横手明峰中学校 中１年 193.55

大沢　直也 ｵｵｻﾜ ﾅｵﾔ 秋田北鷹高校 高２ 149.89

8051 大塚　晋 ｵｵﾂｶ ｽｽﾑ ライナーＳＣ 成年Ｃ

8012 大友　正太郎 ｵｵﾄﾓ ｼｮｳﾀﾛｳ 秋田大学附属中学校 中１年 214.39

大友　祐人 ｵｵﾄﾓ ﾕｳﾄ 高瀬中学校 高１ 135.35

大日向　勇吹 ｵｵﾋﾅﾀ ｲﾌﾞｷ 羽後明成小学校 中１ 400.94

大日向　涯 ｵｵﾋﾅﾀ ｶﾞｲ 東由利中学校 中２ 192.49 411.83

大森　開登 ｵｵﾓﾘ ｶｲﾄ 鷹巣小学校 中１ 355.23

小笠原　翼 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾂﾊﾞｻ 鷹巣小学校 中１

8023 奥山　郁耶 ｵｸﾔﾏ ｲｸﾔ 湯沢南中学校 中１年 237.53

8039 小沼　徳行 ｵﾇﾏ ﾉﾘﾕｷ 鳥海中学校 中３年 108.03 160.32

小野　翔雅 ｵﾉ ｼｮｳﾏ 羽後明成小学校 中１

8044 小野　政利 ｵﾉ ﾏｻﾄｼ 東由利中学校 中３年 150.91 245.67

8013 加藤　仁就 ｶﾄｳ ﾋﾂﾞｷ 城東中学校 中１年 189.82

加藤　広明 ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ 秋田ｱﾙﾍﾟﾝＳＣ 成年

8019 鎌田　笙太朗 ｶﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 御所野学院中学校 中１年 262.63

8036 木村　優大 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 小坂中学校 中３年 127.19

8011 清塚　璃久 ｷﾖﾂﾞｶ ﾘｸ 大潟中学校 中１年 264.84

沓澤　航太朗 ｸﾂｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 駒形小学校 中１ 272.95

8057 工藤　史尚 ｸﾄﾞｳ ﾌﾐﾅｵ 大館ＳＣ 成年Ｃ 202.10

8035 工藤　龍太朗 ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ 大館東中学校 中２年 162.41 180.80

8007 工藤　琉希也 ｸﾄﾞｳ ﾙｷﾔ 二ツ井中学校 中１年 164.43

栗山　駿 ｸﾘﾔﾏ ｼｭﾝ 花輪高校 成年 50.74 47.37

栗山　聡 ｸﾘﾔﾏ ｿｳ 花輪第一中学校 高１ 62.57 186.05
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小嶋　貫太 ｺｼﾞﾏ ｶﾝﾀ 角館高校 高３ 9.42 0.00 0.00

齋藤　来輝 ｻｲﾄｳ ﾗｲｷ 上郷小学校 中１ 268.44

8043 佐伯　祐哉 ｻｴｷ ﾕｳﾔ 大潟中学校 中３年 164.25 250.55

佐々木　桂吾 ｻｻｷ ｹｲｺﾞ 東由利小学校 中２ 211.16

佐々木　功基 ｻｻｷ ｺｳｷ 秋田ｱﾙﾍﾟﾝＳＣ 成年 229.63

佐々木　泰生 ｻｻｷ ﾀｲｾｲ 大潟中学校 中２ 195.35

8026 佐々木　佑大 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 東成瀬中学校 中２年 134.40 197.86

8040 佐々木　優人 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 東成瀬中学校 中３年 108.79 272.39

佐藤　旭 ｻﾄｳ ｱｻﾋ 鷹巣小学校 中１

8015 佐藤　凱生 ｻﾄｳ ｶﾞｲｷ 羽後中学校 中１年 235.75

8032 佐藤　京也 ｻﾄｳ ｹｲﾔ 美郷中学校 中２年 164.31 406.67

8033 佐藤　淳 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 横手南中学校 中２年 289.64

佐藤　靖也 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 羽後中学校 中３ 235.94

佐藤　大河 ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ 鷹巣南中学校 高１ 96.99 265.78

佐藤　拓斗 ｻﾄｳ ﾀｸﾄ 二ツ井中学校 高１ 107.03

8024 佐藤　央一 ｻﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 大館第二中学校 中２年 183.10 299.22

佐藤　涼 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 横手南中学校 高１ 265.67

柴田　龍之介 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 湯沢南中学校 中３ 191.78

8058 菅原　章夫 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷｵ 大館ＳＣ 成年Ｃ 373.45

8008 菅原　琉貴弥 ｽｶﾞﾜﾗ ﾙｷﾔ 大潟中学校 中１年 195.32

8045 杉田　海 ｽｷﾞﾀ ｶｲ 本荘南中学校 中３年 128.74 161.10

8028 鈴木　辰誠 ｽｽﾞｷ ｼﾝｾｲ 大潟中学校 中２年 179.80 262.11

鈴木　颯斗 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 境町小学校 中１ 287.20

須田　歩 ｽﾀﾞ ｱﾕﾑ 矢島小学校 中１ 181.71

須田　忠厚 ｽﾀﾞ ﾀﾀﾞｱﾂ 角館高校 高２ 166.29

8060 高関　公典 ﾀｶｾｷ ｷﾐﾉﾘ 阿仁ＳＣ 成年Ｂ 272.79

8009 髙橋　慧丞 ﾀｶﾊｼ ｹｲｽｹ 大潟中学校 中１年 307.65

髙橋　宗一郎 ﾀｶﾊｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 大曲農業高校 高２ 98.12 74.90

高橋　空大 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾋﾛ 湯沢翔北高校 成年 42.26 48.61

8054 高橋　哲郎 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂﾛｳ 秋田ｱﾙﾍﾟﾝＳＣ 成年Ｃ

8050 髙橋　政光 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾐﾂ 三種町ｽｷｰ連盟 成年Ｃ 289.98

髙橋　優哉 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 東成瀬中学校 中３ 135.49 218.64

高橋　怜登 ﾀｶﾊｼ ﾚｲﾄ 東成瀬中学校 中２ 229.76

高谷　秀聖 ﾀｶﾔ ﾋﾃﾞｷﾖ 花輪小学校 中１

8048 高山　円 ﾀｶﾔﾏ ﾂﾌﾞﾗ 横手南中学校 中３年 110.43

8001 田口　慧 ﾀｸﾞﾁ ｻﾄｷ 生保内中学校 中１年 128.09

8047 田中　駿 ﾀﾅｶ ｼｭﾝ 横手北中学校 中３年 111.73 138.37

津江　詩音 ﾂｴ ｼｵﾝ 八幡平小学校 中１ 271.04

8055 土田　淳 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 秋田ｱﾙﾍﾟﾝＳＣ 成年Ｃ

8025 土田　陽大 ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾅﾀ 羽後中学校 中２年 152.70

土田　大翔 ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾛﾄ 仙道小学校 中１

徳田　羽琉 ﾄｸﾀ ﾊﾙ 種平小学校 中１ 464.66
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戸嶋　伸 ﾄｼﾏ ｼﾝ 花輪高校 成年 45.33 20.63 88.57

戸田　航太 ﾄﾀﾞ ｺｳﾀ 旭小学校 中１

豊嶋　紀之 ﾄﾖｼﾏ ﾉﾘﾕｷ 秋田東中学校 中３ 179.37

8020 豊嶋　眞宙 ﾄﾖｼﾏ ﾏﾋﾛ 協和中学校 中１年 266.71

豊田　聖成 ﾄﾖﾀ ｾﾅ 尾去沢小学校 中１ 309.63

永瀬　和也 ﾅｶﾞｾ ｶｽﾞﾔ 角館高校 高３ 44.54 29.84 82.22

長門　紀幸 ﾅｶﾞﾄ ﾉﾘﾕｷ 秋田ｽｷｰﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 成年 257.99

8041 奈良　伊織 ﾅﾗ ｲｵﾘ 尾去沢中学校 中３年 151.31 184.78

成田　健斗 ﾅﾘﾀ ｹﾝﾄ 鷹巣西小学校 中１ 474.66

成田　悠人 ﾅﾘﾀ ﾕｳﾄ 鷹巣中央小学校 中１ 373.48

8004 芳賀　幸信 ﾊｶﾞ ﾕｷﾉﾌﾞ 大館南中学校 中１年 260.57

羽崎　悟 ﾊｻﾞｷ ｻﾄﾙ ライナーＳＣ 成年

8005 畠山　公佑 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳｽｹ 田代中学校 中１年 177.06

畠山　皓 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋｶﾙ 東由利中学校 高１ 128.50 182.58

8002 畠山　瑠 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｭｳ 尾去沢中学校 中１年 217.41

日高　大樹 ﾋﾀﾞｶ ﾀﾞｲｷ 角館高校 高２ 23.05 82.88

日沼　啓斗 ﾋﾇﾏ ｹｲﾄ 八森小学校 中１ 246.23

平泉　楓喜 ﾋﾗｲｽﾞﾐ ﾌｳｷ 二ツ井小学校 中１ 201.00

8056 深澤　宏 ﾌｶｻﾜ ﾋﾛｼ 秋田ｱﾙﾍﾟﾝＳＣ 成年Ｃ

8037 福森　樹 ﾌｸﾓﾘ ｲﾂｷ 阿仁中学校 中３年 128.09 144.53

8053 藤井　新吾 ﾌｼﾞｲ ｼﾝｺﾞ 秋田ｱﾙﾍﾟﾝＳＣ 成年Ｃ

8052 藤島　佑介 ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳｽｹ 秋田ｱﾙﾍﾟﾝＳＣ 成年Ｃ

8049 藤田　大貴 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 秋田大学附属中学校 中３年 99.77 151.69

8046 藤原　博紹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ 太田中学校 中３年 128.03 144.19

古谷　優樹 ﾌﾙﾔ ﾕｳｷ 湯沢翔北高校 成年 25.51 3.17

8018 保坂　凜 ﾎｻｶ ﾘﾝ 秋田大学附属中学校 中１年

前田　一樹 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ 角館高校 高２ 51.08 163.70

眞坂　颯汰 ﾏｻｶ ｿｳﾀ 直根小学校 中１ 296.70

松田　優樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｷ 花輪高校 高２ 0.00 0.04

8038 松橋　聖倫 ﾏﾂﾊｼ ｻﾄﾘ 阿仁中学校 中３年 131.55 140.92

松本　岳 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾞｸ 花輪第一中学校 高１ 114.35 191.70

三浦　祥季 ﾐｳﾗ ｻｶｷ 大館国際情報学院中学校 中２ 181.02

見上　竜 ﾐｶﾐ ﾘｭｳ 八竜中学校 高１ 61.80 163.41

三澤　岳瑠 ﾐｻﾜ ﾀｹﾙ 鷹巣小学校 中１ 327.42

矢野　圭伍 ﾔﾉ ｹｲｺﾞ 羽後中学校 中３ 160.58

8034 山内　大空 ﾔﾏｳﾁ ｵｵｿﾞﾗ 湯沢南中学校 中２年 172.88 266.95

山内　優輝 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ 綴子小学校 中１ 198.66

山田　学飛 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾞｸﾄ 藤里小学校 中１ 172.21

8031 山田　拓郎 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾛｳ 美郷中学校 中２年 118.79 149.55

山元　将崇 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾀｶ 湯沢北中学校 高１ 130.85

吉岡　柊斗 ﾖｼｵｶ ｼｭｳﾄ 二ツ井中学校 高１ 66.06 180.51

吉田　大成 ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ 生保内中学校 中３ 128.13 228.06
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8003 若松　篤 ﾜｶﾏﾂ ｱﾂｼ 尾去沢中学校 中１年 219.06
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