
小学女子

1 細谷 杏莉 ホソヤ アンリ 小４ 秋大附小学校

2 土居 伊織 ドイ イオリ 小４ 桜小学校

3 嵯峨 綾乃 サガ アヤノ 小６ 外旭川小学校

4 小野 実莉 オノ ミノリ 小６ 桜小学校

小学男子

1 奥山 祐志 オクヤマ ユウシ 小４ 日新小学校

2 鎌田 志門 カマダ シモン 小４ 寺内小学校

3 元木 惟新 モトキ イシン 小５ 八橋小学校

4 黒木 祐道 クロキ ユウドウ 小５ 戸島小学校

5 佐々木 圭 ササキ ケイ 小５ 河辺小学校

6 畠山 暁圭 ハタケヤマ アキヨシ 小６ 尾崎小学校

7 斉藤 蓮太朗 サイトウ レンタロウ 小６ 広面小学校

8 熊谷 咲宇 クマガイ サクネ 小６ 河辺小学校

9 佐藤 大空 サトウ タイラ 小６ 勝平小学校

10 須藤 奏多 ストウ カナタ 小６ 象潟小学校

11 福田 耕明 フクダ コウメイ 小６ 広面小学校

12 福島 弘太郎 フクシマ コウタロウ 小６ 日新小学校

小学男子D

佐々木 圭 ササキ ケイ 小５ 河辺小学校

斉藤 蓮太朗 サイトウ レンタロウ 小６ 広面小学校

黒木 祐道 クロキ ユウドウ 小５ 戸島小学校

須藤 奏多 ストウ カナタ 小６ 象潟小学校

1

2

小中参加者リスト



中学女子

1 土居 凛子 ドイ リンコ 中１ 桜中学校

2 高橋 向日葵 タカハシ ヒマワリ 中１ 泉中学校

3 泉 桃花 イズミ モモカ 中２ 城東中学校

4 田中 奏愛 タナカ ソウア 中２ 秋大附中学校

5 進藤 桃花 シンドウ モモカ 中２ 勝平中学校

6 那波 碧彩 ナバ アオサ 中２ 秋大附中学校

7 佐々木 里琳 ササキ リリン 中３ 城南中学校

8 伊藤 希紗 イトウ キサラ 中３ 城南中学校

9 伊藤 ひなた イトウ ヒナタ 中３ 豊岩中学校

10 加藤 栞南 カトウ カンナ 中３ 城南中学校

中学男子

1 石野 湧志 イシノ ユウシ 中１ 秋田西中学校

2 鎌田 理仁 カマダ リヒト 中１ 泉中学校

3 石田 顕斗 イシダ ケント 中１ 城東中学校

4 奥山 大武 オクヤマ ヒロム 中１ 秋田西中学校

5 大泉 恒 オオイズミ コウ 中２ 秋田東中学校

6 能登屋 健星 ノトヤ ケンセイ 中２ 秋大附属中学校

7 石川 悠史 イシカワ ハルフミ 中２ 秋大附中学校

8 永井 遥 ナガイ ヨウ 中３ 将軍野中学校

9 大黒 悠真 ダイコク ユウマ 中３ 城東中学校

10 柿田 力 カキタ リキ 中３ 秋田西中学校

11 能登谷 侑 ノトヤ タスク 中３ 将軍野中学校

12 野坂 条 ノザカ ジョウ 中３ 秋田東中学校

13 続橋 優斗 ツヅキハシ ユウト 中３ 秋大附中学校


