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ｺｰﾄﾞ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 組別 GSﾎﾟｲﾝﾄ

浅川　大洋 ｱｻｶﾜ ﾀｲﾖｳ 広面小学校 小５ 308.50

1033 浅利　佳吾 ｱｻﾘ ｹｲｺﾞ 山瀬小学校 小５年 391.39

1017 阿部　俊喜 ｱﾍﾞ ﾄｼｷ 東由利小学校 小４年

1028 有原　樟真 ｱﾘﾊﾗ ｼｮｳﾏ 湯沢西小学校 小４年

1090 有原　崚真 ｱﾘﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 湯沢西小学校 小６年 270.50

1069 安保　龍門 ｱﾝﾎﾞ ﾘｭｳﾓﾝ 尾去沢小学校 小６年 305.65

1057 石川　聖亜 ｲｼｶﾜ ｾｲｱ 尾去沢小学校 小５年

1089 伊藤　江星 ｲﾄｳ ｺｳﾒｲ 金沢小学校 小６年 318.33

1024 伊藤　拓真 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 増田小学校 小４年

1035 伊藤　卓真 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 綴子小学校 小５年 702.36

1056 伊藤　玲央 ｲﾄｳ ﾚｵ 十和田小学校 小５年 647.84

1015 猪股　元典 ｲﾉﾏﾀ ﾓﾄﾉﾘ 鶴舞小学校 小４年

1084 岩田　怜馬 ｲﾜﾀ ﾚｲﾏ 中仙小学校 小６年

1074 岩谷　駿一郎 ｲﾜﾔ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 綴子小学校 小６年 429.53

1098 鵜沼　貴大 ｳﾇﾏ ﾀｶﾋﾛ 三輪小学校 小４年

1082 梅津　友煕 ｳﾒﾂ ﾕｳｷ 東由利小学校 小６年 187.00

1008 遠藤　暢人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾄ 牛島小学校 小４年

1004 大川　輝 ｵｵｶﾜ ｺｳ 有浦小学校 小４年

1072 大川　翔 ｵｵｶﾜ ｼｮｳ 山瀬小学校 小６年 350.07

1096 大山　功聖 ｵｵﾔﾏ ｺｳｾｲ 亀田小学校 小６年 204.46

岡本　桐羽 ｵｶﾓﾄ ﾄｳﾜ 尾去沢小学校 小４ 651.36

岡本　有晏 ｵｶﾓﾄ ﾕｱﾝ 尾去沢小学校 小５ 573.83

1043 小沼　流聖 ｵﾇﾏ ﾘｭｳｾｲ 鳥海小学校 小５年 348.90

1093 小場　夏亜 ｵﾊﾞ ﾅﾂｱ 湯沢東小学校 小６年 265.55

1066 加瀬谷　玲杜 ｶｾﾔ ﾚｲﾄ 湯沢西小学校 小６年 310.97

1010 金子　颯 ｶﾈｺ ﾊﾔﾄ 大潟小学校 小４年

1038 金澤　寛武 ｶﾈｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 鷹巣小学校 小５年 501.93

1058 鎌田　匠人 ｶﾏﾀﾞ ｼｮｳﾄ 角館小学校 小５年 251.08

1044 萱森　紹准 ｶﾔﾓﾘ ｼｮｳｼﾞｭﾝ 境町小学校 小５年 290.78

菊池　信平 ｷｸﾁ ｼﾝﾍﾟｲ 二ツ井小学校 小５ 218.13

1011 清塚　玲央 ｷﾖﾂﾞｶ ﾚｵ 大潟小学校 小４年

1029 沓澤　琉太朗 ｸﾂｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 駒形小学校 小４年

1088 久米　哉大 ｸﾒ ｶﾅﾀ 境町小学校 小６年 241.71

1061 栗田　匠 ｸﾘﾀ ﾀｸﾐ 増田小学校 小５年 456.71

1068 栗山　和人 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾄ 八幡平小学校 小６年 316.58

1027 小坂　輝 ｺｻｶ ﾋｶﾙ 西馬音内小学校 小４年

小棚木　光 ｺﾀﾅｷﾞ ﾋｶﾙ 田根森小学校 小５ 576.74

1049 小塚　崇晴 ｺﾂﾞｶ ﾀｶﾊﾙ 駒形小学校 小５年 507.60

1042 小林　魁星 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ 岩谷小学校 小５年 410.53

1025 小松　聖 ｺﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ 秋ノ宮小学校 小４年

1081 小松　拓工 ｺﾏﾂ ﾋﾗｸ 東由利小学校 小６年 239.36

1094 小南　翔大 ｺﾐﾅﾐ ｼｮｳﾀﾞｲ 皆瀬小学校 小６年 308.25

備考
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1059 今野　敬仁 ｺﾝﾉ ｹｲﾄ 羽後明成小学校 小５年

1018 今野　駿 ｺﾝﾉ ｼｭﾝ 鳥海小学校 小４年

1019 斉藤　大斗 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲﾄ 協和小学校 小４年

1054 齋藤　千輝 ｻｲﾄｳ ﾁｻｷ 西明寺小学校 小５年

1037 坂谷　孔晟 ｻｶﾔ ｺｳｾｲ 鷹巣小学校 小５年 417.13

1032 佐々木　洸介 ｻｻｷ ｺｳｽｹ 有浦小学校 小５年 248.30

1016 佐々木　健成 ｻｻｷ ﾀｹﾙ 東由利小学校 小４年

1079 佐々木　智敬 ｻｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 藤里小学校 小６年 263.76

1012 佐々木　悠大 ｻｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ 大潟小学校 小４年

1091 佐藤　歩武 ｻﾄｳ ｱﾕﾑ 西馬音内小学校 小６年 516.80

1020 佐藤　剛 ｻﾄｳ ｺﾞｳ 羽後明成小学校 小４年

1047 佐藤　駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 羽後明成小学校 小５年

1065 佐藤　天舞 ｻﾄｳ ﾃﾝﾏ 秋ノ宮小学校 小５年

佐藤　仁斗 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 矢島小学校 小４

1026 佐藤　裕介 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 西馬音内小学校 小４年

1046 篠木　祥英 ｼﾉｷ ｼｮｳｴｲ 湯沢西小学校 小５年 526.14

1041 柴山　英士 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾋﾛﾄ 上北手小学校 小５年 519.44

1083 嶋津　和輝 ｼﾏﾂ ｶｽﾞｷ 千畑小学校 小６年 242.51

1021 杉宮　伊生希 ｽｷﾞﾐﾔ ｲﾌﾞｷ 西明寺小学校 小６年

1086 鈴木　颯馬 ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ 境町小学校 小６年 313.89

1050 鈴木　達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 東成瀬小学校 小５年 498.77

鈴木　陽生 ｽｽﾞｷ ﾖｳ 朝倉小学校 小５

1064 瀬川　竜之介 ｾｶﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 湯沢東小学校 小５年

1001 関　颯 ｾｷ ﾊﾔﾃ 尾去沢小学校 小４年

1062 関　凌星 ｾｷ ﾘｮｳｾｲ 増田小学校 小５年 450.98

1071 高杉　秀哉 ﾀｶｽｷﾞ ｼｭｳﾔ 山瀬小学校 小６年 297.28

1095 髙橋　海斗 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 皆瀬小学校 小６年

1023 髙橋　宏太朗 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 千畑小学校 小４年

1053 髙橋　弘哉 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾔ 東成瀬小学校 小５年 298.86

1005 髙橋　輝 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 鷹巣小学校 小４年

1080 高橋　侑冴 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ 桜小学校 小６年 362.02

1052 髙橋　瑠真 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾏ 東成瀬小学校 小５年 448.28

1009 田口　真治 ﾀｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 飯島南小学校 小４年

1048 武田　拓 ﾀｹﾀﾞ ﾀｸ 仙道小学校 小５年

1045 田中　央介 ﾀﾅｶ ｵｳｽｹ 朝倉小学校 小５年

1022 田中　恒清 ﾀﾅｶ ｺｳｾｲ 生保内小学校 小４年

1077 田中　透心 ﾀﾅｶ ﾄｵｼﾝ 上小阿仁小学校 小６年 238.61

1051 谷藤　秀人 ﾀﾆﾌﾞｼ ﾋﾃﾞﾄ 東成瀬小学校 小５年 675.05

1063 千田　陸 ﾁﾀﾞ ﾘｸ 増田小学校 小５年 303.79

1075 寺田　直生 ﾃﾗﾀ ﾅｵ 鷹巣西小学校 小６年 672.94

1039 戸沢　佳太 ﾄｻﾞﾜ ｹｲﾀ 米内沢小学校 小５年 351.94

1070 豊田　快誠 ﾄﾖﾀ ｶｲ 尾去沢小学校 小６年 368.90
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1073 長岐　竜聖 ﾅｶﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 有浦小学校 小６年 272.30

長門　岳 ﾅｶﾞﾄ ｶﾞｸ 追分小学校 小４ 326.09

1002 奈良　和磨 ﾅﾗ ｶｽﾞﾏ 尾去沢小学校 小４年

1055 成田　光哉 ﾅﾘﾀ ｺｳﾔ 大湯小学校 小５年 338.28

1076 成田　聡志 ﾅﾘﾀ ｿｳｼ 鷹巣中央小学校 小６年 393.20

1034 成田　理人 ﾅﾘﾀ ﾏｻﾄ 鷹巣中央小学校 小５年 606.13

1006 芳賀　優喜 ﾊｶﾞ ﾕｳｷ 鷹巣小学校 小４年

1036 疋田　航 ﾋｷﾀ ﾜﾀﾙ 鷹巣東小学校 小５年 774.00

1067 廣嶋　渓介 ﾋﾛｼﾏ ｹｲｽｹ 十和田小学校 小６年 198.26

1030 廣嶋　真 ﾋﾛｼﾏ ｼﾝ 尾去沢小学校 小５年

1092 藤田　大周 ﾌｼﾞﾀ ﾀｲｼｭｳ 秋大附属小学校 小６年 219.46

1007 堀内　大輝 ﾎﾘｳﾁ ﾀﾞｲｷ 綴子小学校 小４年

1085 堀内　実 ﾎﾘｳﾁ ﾐﾉﾘ 朝倉小学校 小６年 236.27

1040 松橋　結人 ﾏﾂﾊｼ ﾕｲﾄ 阿仁合小学校 小５年 383.89

1013 三浦　圭仁 ﾐｳﾗ ｹｲﾄ 矢島小学校 小４年

1097 三浦　雅冶 ﾐｳﾗ ﾏｻﾔ 矢島小学校 小６年 266.03

1060 村上　周 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳ 朝倉小学校 小５年

1087 山石　奏人 ﾔﾏｲｼ ｶﾅﾄ 境町小学校 小６年 213.91

1031 山口　勇将 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼｮｳ 八幡平小学校 小５年

1014 山田　大 ﾔﾏﾀﾞ ｵｵｷ 寺内小学校 小４年

1078 山田　聖 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ 藤里小学校 小６年

1003 米村　俊一 ﾖﾈﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 尾去沢小学校 小４年

和賀　水凪 ﾜｶﾞ ﾐﾅｷﾞ 栄小学校 小５ 218.30
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