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男子名簿
   名 選手

 第一学区
小学生 石川 航大 田中 一郎 阿部 将之

中学生 寒河江 真大 斎藤 明雄 阿部 樺月

 第二学区 
小学生 竹内 柊大 古谷 涼眞 本間 蓮

中学生 阿部 柊馬 佐藤 翼 加藤 康宇

 第二学区 
小学生 五十嵐 尊 土田 真琴 五十嵐 夏騎

中学生 斎藤 美尚 工藤 光澄 是谷 夕月

 第三学区
小学生 川井 透也 後藤 湧太 後藤 晴

中学生 五十嵐 諒 野口 大輔 川井 鷹斗

 第四 第六学区合同
小学生 佐藤 如羽 亀井 隆広 菅原 光太 山泉 貴義

中学生 石川 光 斎藤 拓海 佐藤 楓芽

 第四学区 
小学生 斎藤 亮 本間 叶夢 成沢 拓磨

中学生 大滝 誠人 伊関 叶互 平方 優翔 中島 颯志

 第四学区 
小学生 佐藤 伊織里 服部 晃大 竹内 裕一

中学生 小笠原 奏太 中村 柚介 佐藤 怜斗 池田 龍将

 余目地区 
小学生 富樫 怜史 菊地 一希 菊地 洸希

中学生 長谷部至人 横山 琉依 小野 柊哉 阿部 瑞樹

 余目地区 
小学生 髙橋  悠 佐藤 瑛太 齋藤 優太

中学生 五十嵐 頼 齋藤 優斗 菅原  猛 園部 龍虎

  藤島地区
小学生 山口 健瑠 岩浪 夏輝 冨樫    

中学生 佐藤 優磨 阿部 琉也 本間 省伍

  三川地区
小学生 大川 滉平 日向 匠 大宮 和真 大宮 健治

中学生 日向 諒 三村 一帆

女子名簿

   名 選手

 第二 櫛引地区合同
小学生 竹内 美桜 成田 瑞葵 原田 菜佳 菅原 菜 恵

中学生 五十嵐 涼 田村 真優 菅原 佑莉

 第四学区 
小学生 五十嵐   榎本 莉子 亀井 春花

中学生 阿部 由佳 成田 彩花 佐藤 凜 佐藤 春花

 第四学区 
小学生 池田 愛栞 島田 瑞希 安達 果音 小林 奈緒

中学生 富樫 美咲 沓澤 結菜 阿部 美凪 佐藤 明

 第六学区
小学生 渡會 実来 渡邉 悠奈 五十嵐 万梨 清野 琳緒

中学生 佐藤 杏香 藍    粕谷 南菜 鎌田 晏夢

 黄金 櫛引地区合同
小学生 阿部 花凛 長谷川 煌 長谷川 雅 後藤 泰祐

中学生 佐藤 優 原田 佳奈 金内 葵

 余目地区
小学生 伊藤 遙夏 齋藤 倖裟 五十嵐 奏

中学生 太田 咲南 佐藤 由菜 武田 彩乃 成澤 祐佳

 藤島地区
小学生 富樫 沙羅 高山 智穂 山口 夏帆

中学生 神林 乃羽 富樫 伊織 鈴木 里実

    地区
小学生 剣持 真心 加藤   加藤 南 三浦 七海

中学生 高橋 沙羅 佐藤 夕愛 佐藤    


