
1 髙塩心都美　(5) ﾀｶｼｵ ｺﾄﾐ 米沢南部 女 リレー・5年１００ｍ
2 秋葉　花凛　(6) ｱｷﾊﾞ ｶﾘﾝ 米沢南部 女 リレーのみ
3 近野　悠楽　(6) ｺﾝﾉ ﾕﾗ 米沢南部 女 リレーのみ
4 石川　紗和　(6) ｲｼｶﾜ ｻﾅ 米沢南部 女 リレーのみ
5 竹内　よつば(5) ﾀｹｳﾁ ﾖﾂﾊﾞ 米沢南部 女 リレーのみ
6 島扇　海生　(5) ｼﾏｵｵｷﾞ　ｳﾐ 米沢北部 女 走り幅跳び
7 中村　さくら(6) ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾗ 米沢東部 女 ８０ｍH
8 鈴木　瑠乃　(6) ｽｽﾞｷ ﾙﾉ 米沢東部 女 リレー・6年１００ｍ
9 松田　瑞姫　(6) ﾏﾂﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 米沢東部 女 リレーのみ

10 鑓水　萄子　(6) ﾔﾘﾐｽﾞ ﾄｳｺ 米沢東部 女 リレーのみ
11 齋藤　唯衣　(6) ｻｲﾄｳ ﾕｲ 米沢東部 女 リレーのみ
12 平　  菜摘　(6) ﾀｲﾗ ﾅﾂﾐ 米沢東部 女 リレーのみ
13 菊地　琉花　(6) ｷｸﾁ ﾙｶ 米沢西部小 女 ジャベリックボール投げ
14 高橋　  楓　(6) ﾀｶﾊｼ ｶｴﾃﾞ 米沢西部小 女 6年１００ｍ
15 佐藤菜々実  (6) ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 米沢南原小 女 走り高跳び
16 佐藤　絵麻　(6) ｻﾄｳ ｴﾏ 松川小 女 ジャベリックボール投げ
17 齋藤　　凛　(6) ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 松川小 女 走り幅跳び
18 安藤　結香　(6) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 興譲小学校 女 １０００ｍ・８００ｍ
19 有田　彩香　(6) ｱﾘﾀ ｱﾔｶ 万世小学校 女 リレー・８０ｍH
20 髙橋　麗奈　(6) ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ 万世小学校 女 リレー・１０００ｍ・８００ｍ
21 田中志帆奈　(5) ﾀﾅｶ ｼﾎﾅ 万世小学校 女 １０００ｍ・８００ｍ
22 原　碧美香　(6) ﾊﾗ ｱﾐｶ 万世小学校 女 リレー・6年１００ｍ
23 上野　蒼生　(5) ｳｴﾉ ｱｵｲ 万世小学校 女 リレー・5年１００ｍ
24 五十嵐雅華　(6) ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻﾅ 万世小学校 女 リレーのみ
25 嵐田　実侑　(6) ｱﾗｼﾀﾞ ﾐﾕ 広幡スポ少 女 ８０ｍH
26 八巻　成那　(5) ﾔﾏｷ　ｾｲﾅ 塩井ＦＡＣ 女 5年１００ｍ
27 江口　朋花　(6) ｴｸﾞﾁ　ﾄﾓｶ 塩井ＦＡＣ 女 走り高跳び
34 浦田　紗希　(5) ｳﾗﾀ ｻｷ 南陽市立沖郷小 女 リレー・5年１００ｍ
35 後藤　梨緒　(6) ｺﾞﾄｳ ﾘｵ 南陽市立沖郷小 女 リレー・6年１００ｍ
36 髙橋こころ　(6) ﾀｶﾊｼ ｺｺﾛ 南陽市立沖郷小 女 リレー・6年１００ｍ
37 鈴木　夢優　(6) ｽｽﾞｷ ﾐﾕ 南陽市立沖郷小 女 リレーのみ
38 黒沼　真咲　(6) ｸﾛﾇﾏ ﾏｻｷ 南陽市立沖郷小 女 リレーのみ
39 髙橋  　琳　(5) ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 南陽市立沖郷小 女 ８０ｍH
40 加藤　彩花　(6) ｶﾄｳ ｱﾔｶ 糠野目小学校 女 リレーのみ
41 宮下　芽生　(6) ﾐﾔｼﾀ ﾒｲ 糠野目小学校 女 リレーのみ
42 伊東　美優　(6) ｲﾄｳ ﾐﾕ 糠野目小学校 女 リレーのみ
43 佐藤　由愛　(6) ｻﾄｳ ﾕｱ 糠野目小学校 女 リレー・走り高跳び
44 原田瑠憂奈　(6) ﾊﾗﾀﾞ ﾙｳﾅ 糠野目小学校 女 リレーのみ
45 前田　実咲　(5) ﾏｴﾀ ﾐｻｷ 糠野目小学校 女 5年１００ｍ
46 髙橋　陽子　(6) ﾀｶﾊｼ　ﾖｳｺ 赤湯AC 女 走り幅跳び
47 小玉　萌美　(6) ｺﾀﾞﾏ　ﾓｴﾐ 屋代小学校 女 １０００ｍ・８００ｍ
48 齋藤　希羽　(6) ｻｲﾄｳ ﾉﾉﾊ 亀岡小学校 女 ８００ｍ
49 河原　七海　(6) ｶﾜﾊﾗ ﾅﾅﾐ 亀岡小学校 女 走り幅跳び
50 佐藤陽菜乃　(6) ｻﾄｳ ﾋﾅﾉ 高畠二井宿小 女 ジャベリックボール投げ
51 木戸　夏翠　(6) ｷﾄﾞ　ﾅﾂﾐ 和田小学校 女 ８０ｍH
52 佐藤　真美　(6) ｻﾄｳ ﾏﾐ 川西町立犬川小 女 走り高跳び

53 島貫　優衣　(6) ｼﾏﾇｷ　ﾕｲ 吉島小学校 女 ジャベリックボール投げ
58 佐藤　　有　(5) ｻﾄｳ ﾕｳ 小国小学校 女 リレー・5年１００ｍ
59 齋藤　姫奈　(6) ｻｲﾄｳ ﾋﾅ 小国小学校 女 リレー・6年１００ｍ
60 伊藤　杏樹　(5) ｲﾄｳ ｱﾝｼﾞｭ 小国小学校 女 リレー・８００ｍ
61 難波　俐音　(6) ﾅﾝﾊﾞ ﾘｵﾝ 小国小学校 女 リレー・走り高跳び
62 渡部　綾弓　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾐ 小国小学校 女 リレーのみ
63 菅原　麻央　(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｵ 長井ジュニア 女 リレー・6年１００ｍ
64 淀川　羽蘭　(6) ﾖﾄﾞｶﾜ ｳﾗﾝ 長井ジュニア 女 リレーのみ
65 高山　琉唯　(6) ﾀｶﾔﾏ ﾙｲ 長井ジュニア 女 リレーのみ
66 横山　佳凛　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 長井ジュニア 女 リレーのみ
67 渡部　麻耶　(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾔ 長井ジュニア 女 リレーのみ
68 青木　心捺　(5) ｱｵｷ ﾐﾅﾂ 荒砥小 女 5年１００ｍ
69 五十公野ヒカル(5) ｲｽﾞﾐﾉ ﾋｶﾙ 荒砥小 女 ジャベリックボール投げ
70 伊藤　梨夏　(6) ｲﾄｳ ﾘﾅ 飯豊二小 女 走り高跳び
71 原田　夏姫　(6) ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂｷ 飯豊二小 女 走り幅跳び
72 大類　望愛　(6) ｵｵﾙｲ ﾉｱ 長井小 女 ジャベリックボール投げ



73 早川美沙希　(6) ﾊﾔｶﾜ ﾐｻｷ 長井小 女 ８００ｍ
74 佐藤　亜夢　(6) ｻﾄｳ ｱﾑ 西根アスリート 女 ８０ｍH
75 舩山玲緒奈　(6) ﾌﾅﾔﾏ ﾚｵﾅ 飯豊第一小 女 ８０ｍH
76 鈴木　美波　(6) ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾐ 白鷹西陸上 女 走り幅跳び
82 渡邉　藍来　(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱｲﾗ 上山小 女 5年１００ｍ
83 齋藤　愛紗　(5) ｻｲﾄｳ　ｱｲｼｬ 上山宮川小 女 5年１００ｍ
84 須田　純奈　(6) ｽﾀﾞ　ｼﾞｭﾝﾅ 上山南小 女 リレー・6年１００ｍ
85 安孫子瑠乃　(6) ｱﾋﾞｺ　ﾙノ 上山小 女 6年１００ｍ
86 篠澤　晴菜　(6) ｼﾉｻﾞﾜ　ﾊﾙﾅ 上山南小 女 ８０ｍH
87 小林　　海　(6) ｺﾊﾞﾔｼ　ｳﾐ 上山中川小 女 リレー・８０ｍH
88 長澤　月愛　(6) ﾅｶﾞｻﾜ　ﾙｱ 上山南小 女 リレー・８００ｍ
89 朝倉　結菜　(6) ｱｻｸﾗ　ﾕﾅ 上山南小 女 リレー・８００ｍ
90 佐藤　愛俐  (6) ｻﾄｳ　ｱｲﾘ 上山小 女 走り高跳び
91 長澤　里恋　(6) ﾅｶﾞｻﾜ　ﾘｺ 上山中川小 女 リレー・走り高跳び
92 守岡　　祈  (6) ﾓﾘｵｶ　ｲﾉﾘ 上山小 女 走り幅跳び
93 今野日茉莉　(6) ｺﾝﾉ　ﾋﾏﾘ 上山中川小 女 走り幅跳び
94 高野ひなた　(6) ﾀｶﾉ　ﾋﾅﾀ 上山小 女 ジャベリックボール投げ
95 安部　怜未　(6) ｱﾍﾞ　ﾚﾐ 上山小 女 ジャベリックボール投げ
96 木村　紗希　(6) ｷﾑﾗ　ｻｷ 上山中川小 女 リレーのみ
97 鏡　ゆづ希　(6) ｶｶﾞﾐ　ﾕﾂﾞｷ 上山中川小 女 リレーのみ
98 加藤　陽乃　(6) ｶﾄｳ　ﾋﾉ 上山中川小 女 リレーのみ
99 白川　穏空　(6) ｼﾗｶﾜ ｼｽﾞｸ 上山南小 女 リレーのみ

100 大場　音依　(6) ｵｵﾊﾞ　ﾈｲ 上山南小 女 リレーのみ
106 松田　陽和　(5) ﾏﾂﾀﾞ　ﾋﾖﾘ 山形一小 女 5年１００ｍ
107 大場　　愛　(6) ｵｵﾊﾞ　ｱｲ 山形二小 女 ８０ｍH
108 毛屋　優花　(6) ｹﾔ　ﾕｳｶ 山三小こまくさ 女 リレー・８００ｍ
109 長岡　愛海　(6) ﾅｶﾞ ｵｶ　ｱｲﾐ 山三小こまくさ 女 リレーのみ
110 佐藤　望悠　(6) ｻﾄｳ　ﾐﾕ 山三小こまくさ 女 リレーのみ
111 齋藤　恵依　(6) ｻｲﾄｳ　ﾒｲ 山三小こまくさ 女 リレー・８０ｍH
112 土屋　　叶　(6) ﾂﾁﾔ　ｶﾅｴ 山三小こまくさ 女 ジャベリックボール投げ
113 叶内　雪花　(6) ｶﾅｳﾁ　ﾕｷｶ 山三小こまくさ 女 リレーのみ
114 髙橋　小春　(6) ﾀｶﾊｼ　ｺﾊﾙ 六小アスリート 女 リレーのみ
115 工藤　心愛　(6) ｸﾄﾞｳ　ｺｺｱ 六小アスリート 女 リレーのみ
116 島貫　紗羽　(6) ｼﾏﾇｷ　ｻﾜ 六小アスリート 女 リレーのみ
117 五十嵐湖香　(6) ｲｶﾞﾗｼ　ｺｺ 六小アスリート 女 リレー走り幅跳び
118 黒沢　風空　(6) ｸﾛｻﾜ ﾌｳｱ 山形七小 女 走り高跳び
119 熊谷　璃泉　(6) ｸﾏｶﾞｲ　ﾘｲ 山形八小 女 6年１００ｍ
120 小山　凜　　(6) ｺﾔﾏ ﾘﾝ 山形十小 女 ジャベリックボール投げ
121 橋本美沙希　(6) ﾊｼﾓﾄ ﾐｻｷ 山形南小 女 リレーのみ
122 横山　亜瑚　(6) ﾖｺﾔﾏ ｱｺ 山形南小 女 リレーのみ
123 樋渡奈津美　(6) ﾋﾜﾀｼ ﾅﾂﾐ 山形南小 女 リレーのみ
124 小山　遙花　(6) ｺﾔﾏ ﾊﾙｶ 山形南小 女 リレーのみ
125 中村　杏里　(6) ﾅｶﾑﾗ ｱﾝﾘ 山東小 女 リレー・８０ｍH
126 遠藤　彩那　(6) ｴﾝﾄﾞｳ ｼｬﾅ 山東小 女 リレー・８００ｍ
127 後藤　那菜　(6) ｺﾞﾄｳ ﾅﾅ 山東小 女 ８００ｍ
128 原　　若奈　(6) ﾊﾗ ﾜｶﾅ 山東小 女 リレー・走り高跳び
129 高橋　優羽　(6) ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 山東小 女 リレーのみ
130 工藤　　空　(6) ｸﾄﾞｳ ｿﾗ 山東小 女 リレーのみ
131 千葉　光莉　(6) ﾁﾊﾞ ﾋｶﾘ 鈴川小学校 女 ８００ｍ
132 安達　有咲　(6) ｱﾀﾞﾁ　ｱﾘｻ 千歳小学校 女 走り幅跳び
133 髙橋　愛佳　(6) ﾀｶﾊｼ　ﾏﾅｶ 金井小学校 女 6年１００ｍ
134 髙橋　花音　(6) ﾀｶﾊｼ　ｶﾉﾝ 金井小学校 女 走り高跳び
135 鈴木　寿奈　(6) ｽｽﾞｷ　ｼﾞｭﾅ 東沢小学校 女 ジャベリックボール投げ
136 庄司　怜愛　(6) ｼｮｳｼﾞ　ﾚｱ 滝山小学校 女 ８００ｍ
137 志田　愛叶　(6) ｼﾀﾞ ﾏﾅｶ 山形市立桜田小 女 リレー・８００ｍ
138 村岡　月瑠　(6) ﾑﾗｵｶ ﾙﾙ 山形市立桜田小 女 リレー走り幅跳び
139 山口　乃愛　(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉｱ 山形市立桜田小 女 リレー・走り高跳び
140 廣谷優香莉　(6) ﾋﾛﾀﾆ ﾕｶﾘ 山形市立桜田小 女 リレーのみ
141 横山ななみ　(6) ﾖｺﾔﾏ ﾅﾅﾐ 南沼原小ＡＣ 女 リレー・6年１００ｍ
142 川合　萌花　(6) ｶﾜｲ ﾓｴｶ 南沼原小ＡＣ 女 リレー・6年１００ｍ
143 尾形　瑞希　(6) ｵｶﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 南沼原小ＡＣ 女 リレーのみ
144 池田　　葵　(6) ｲｹﾀﾞ ｱｵｲ 南沼原小ＡＣ 女 リレーのみ



145 井上穂乃実　(6) ｲﾉｳｴ ﾎﾉﾐ 南沼原小ＡＣ 女 リレー・８０ｍH
146 山川　　楓　(6) ﾔﾏｶﾜ　ｶｴﾃﾞ 宮浦小学校 女 リレー・８０ｍH
147 阿部　凜乃　(6) ｱﾍﾞ　ﾘﾉ 宮浦小学校 女 リレー・6年１００ｍ
148 長岡さくら　(6) ﾅｶﾞｵｶ　ｻｸﾗ 宮浦小学校 女 リレーのみ
149 尾関　心咲　(6) ｵｾﾞｷ　ﾐｻｷ 宮浦小学校 女 リレー走り幅跳び
150 枝松　穂花　(6) ｴﾀﾞﾏﾂ　ﾎﾉｶ 蔵王一小 女 6年１００ｍ
151 簾内　楓羅　(6) ｽﾉｳﾁ　ｶｴﾗ 蔵王一小 女 ８０ｍH
152 伊藤　　遥　(6) ｲﾄｳ　ﾊﾙｶ 蔵王一小 女 ８００ｍ
153 安達　真央　(6) ｱﾀﾞﾁ　ﾏｵ 西山形小 女 6年１００ｍ
154 庄司　百花　(6) ｼｮｳｼﾞ  ﾓｶ 村木沢小 女 ８０ｍH
155 木島　沙椰　(6) ｷｼﾞﾏ ｻﾔ 山大附小 女 ジャベリックボール投げ
156 渡邉　能亜　(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｱ 山大附小 女 5年１００ｍ
157 谷口　貴栄　(5) ﾔｸﾞﾁ ｷｴ 山大附小 女 5年１００ｍ
158 石川　瑠惟　(5) ｲｼｶﾜ　ﾙｲ 山形TFC 女 5年１００ｍ
159 今井　颯希　(5) ｲﾏｲ　ｻﾂｷ 山形TFC 女 5年１００ｍ
160 割野　花音　(5) ﾜﾘﾉ　ｶﾉﾝ 山形市立南小学校 女 5年１００ｍ
161 三上　紗和　(5) ﾐｶﾐ　ｻﾜ 山形市立南小学校 女 5年１００ｍ
181 富樫　澪　　(6) ﾄｶﾞｼ ﾐｵ ＴＪＡＣ 女 リレー・８００ｍ
182 三浦菜々子　(6) ﾐｳﾗ ﾅﾅｺ ＴＪＡＣ 女 リレー走り幅跳び
183 伊藤　凛音　(5) ｲﾄｳ ﾘｵ ＴＪＡＣ 女 リレーのみ
184 東海林来歩　(5) ﾄｳｶｲﾘﾝ ｸﾚｱ ＴＪＡＣ 女 リレーのみ
185 飯田　桜音　(5) ｲｲﾀﾞ ｵﾄ ＴＪＡＣ 女 リレーのみ
186 高橋　優嘉　(5) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ ＴＪＡＣ 女 リレーのみ
187 竹中　　愛　(6) ﾀｹﾅｶ ｱｲ ＴＪＡＣ 女 リレーのみ
188 菱沼希々花　(6) ﾋｼﾇﾏ ﾉﾉｶ ＴＪＡＣ 女 リレーのみ
189 藁科亜華寧　(5) ﾜﾗｼﾅ　ｱｶﾈ ARAYA 女 5年１００ｍ
190 高橋　芽依  (6) ﾀｶﾊｼ　ﾒｲ 蔵増小 女 走り高跳び
191 村岡　愛日　(6) ﾑﾗｵｶ ｱｲｶ 相模小 女 6年１００ｍ
192 滝口　柊花　(6) ﾀｷｸﾞﾁ　ｼｭｳｶ　 津山小 女 ８０ｍH
193 鈴木　李野　(6) ｽｽﾞｷ　ﾘﾉ 津山小 女 走り幅跳び
194 野口　ララ　(6) ﾉｸﾞﾁ　ﾗﾗ 豊田小学校 女 6年１００ｍ
195 今野　夏歩　(6) ｺﾝﾉ　ｶﾎ 豊田小学校 女 ８０ｍH
196 大津　菜々　(6) ｵｵﾂ　ﾅﾅ 豊田小学校 女 走り高跳び
197 大津　奈南　(6) ｵｵﾂ　ﾅﾅ 豊田小学校 女 ジャベリックボール投げ
198 長岡　莉胡　(6) ﾅｶﾞｵｶ　ﾘｺ 豊田小学校 女 ジャベリックボール投げ
199 五十嵐　凜　(6) ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾝ 長崎小 女 ８００ｍ
200 柏倉　四季　(5) ｶｼﾜｸﾞﾗ ｼｷ 長崎小 女 ８００ｍ
201 和田莉里花　(5) ﾜﾀﾞ ﾘﾘｶ 長崎小 女 リレー・5年１００ｍ
202 庄司　彩音　(5) ｼｮｳｼﾞ ｱﾔﾈ 長崎小 女 リレー・5年１００ｍ
203 金澤詩衣楽　(5) ｶﾅｻﾞﾜ ｼｴﾗ 長崎小 女 リレーのみ
204 岸　　柚利　(5) ｷｼ ﾕｳﾘ 長崎小 女 リレーのみ
205 柏倉　詩音　(5) ｶｼﾜｸﾞﾗ ｼｵﾝ 長崎小 女 リレーのみ
206 佐藤　遥花　(6) ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 天童北部小 女 ８０ｍH
207 佐竹　　倖　(6) ｻﾀｹ ｺｳ 山辺小学校 女 6年１００ｍ
214 橋間永全暉  (5) ﾊｼﾏ ｼﾞｭｴﾙ 寒西ＪＡＣ　 女 リレー・5年１００ｍ

215 木村　理沙　(5) ｷﾑﾗ リサ ＥＴジュニア 女 リレー・5年１００ｍ

216 笹原　璃音  (5) ｻｻﾊﾗ リノ 谷地中部小 女 5年１００ｍ
217 鈴木　葉月  (6) ｽｽﾞｷ ﾊﾂﾞｷ 西川小 女 6年１００ｍ
218 長岡　桃子  (6) ﾅｶﾞｵｶ ﾓﾓｺ 宮宿小 女 リレー・6年１００ｍ

219 真木　智世　(6) ﾏｷ ﾄﾓﾖ 寒西ＪＡＣ　 女 リレー・6年１００ｍ

220 山口　奈々  (6) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅ 寒西ＪＡＣ　 女 リレー・８００ｍ

221 布施　琴音  (6) ﾌｾ ｺﾄﾈ 宮宿小 女 リレー・８００ｍ

222 峯田　結羽  (5) ﾐﾈﾀ ﾕｳ 宮宿小 女 リレー・８００ｍ

223 石垣　鈴海  (6) ｲｼｶﾞｷ ｽｽﾞﾐ ＥＴジュニア 女 リレー・８０ｍH

224 菊地　　蘭　(6) ｷｸﾁ ﾗﾝ 左沢小 女 ８０ｍH
225 堀　　美鈴　(6) ホリ ﾐﾚｲ 宮宿小 女 リレー走り幅跳び

226 杉浦加奈子　(6) ｽｷﾞｳﾗ ｶﾅｺ 谷地中部小 女 走り幅跳び
227 三好  綺星　(6) ﾐﾖｼ ｷﾗﾗ 寒河江中部小 女 走り高跳び
228 松田希来莉　(6) ﾏﾂﾀﾞ ｷﾗﾘ 寒西ＪＡＣ　 女 走り高跳び
229 山口　千晶　(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁｱｷ 寒河江中部小 女 ジャベリックボール投げ

230 兼子　晴凪　(6) ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ 左沢小 女 ジャベリックボール投げ

231 齋藤　碧泉　(6) ｻｲﾄｳ ｱｵｲ ＥＴジュニア 女 リレーのみ



232 大沼  美月　(5) ｵｵﾇﾏ ﾐﾂﾞｷ ＥＴジュニア 女 リレーのみ
233 鈴木瑠々花  (6) ｽｽﾞｷ ﾙﾙｶ ＥＴジュニア 女 リレーのみ
234 髙橋  鈴禾  (6) ﾀｶﾊｼ ﾚｲｶ 寒西ＪＡＣ　 女 リレーのみ
235 国井  華乃  (6) ｸﾆｲ ﾊﾅﾉ 寒西ＪＡＣ　 女 リレーのみ
236 渡邉　紗代  (6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾖ 宮宿小 女 リレーのみ
247 吉田　夏生　(6) ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 楯岡小学校 女 リレー・6年１００ｍ
248 大山　留愛　(6) ｵｵﾔﾏ ﾙｱ 楯岡小学校 女 ８００ｍ
249 鈴木　彩那　(6) ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ 楯岡小学校 女 ８０ｍH
250 村川　しず香(6) ﾑﾗｶﾜ ｼｽﾞｶ 楯岡小学校 女 リレー・走り高跳び
251 武田　奏音　(6) ﾀｹﾀﾞ ｶﾉﾝ 楯岡小学校 女 リレーのみ
252 秋久保未来　(6) ｱｷｸﾎﾞ ﾐﾗｲ 楯岡小学校 女 リレーのみ
253 佐藤陽花里　(6) ｻﾄｳ ﾋｶﾘ 楯岡小学校 女 リレーのみ
254 平　　優菜　(5) ﾀｲﾗ ﾕｳﾅ 楯岡小学校 女 5年１００ｍ
255 板垣　陽咲　(5) ｲﾀｶﾞｷ ﾋﾅﾀ 村山西郷小学校 女 リレー・5年１００ｍ
256 板垣　佑芽　(6) ｲﾀｶﾞｷ ﾕﾒ 村山西郷小学校 女 リレーのみ
257 柴田里桜奈　(6) ｼﾊﾞﾀ ﾘｵﾅ 村山西郷小学校 女 リレーのみ
258 太田　真瑚　(6) ｵｵﾀ ﾏｺ 村山西郷小学校 女 リレーのみ
259 庄司　柚香　(6) ｼｮｳｼﾞ ﾕｽﾞｶ 村山西郷小学校 女 リレーのみ
260 細矢　芹歌　(5) ﾎｿﾔ ｾﾘｶ 大久保小学校 女 5年１００ｍ
261 後藤　舞羽　(6) ｺﾞﾄｳ ﾏｳ 冨本小学校 女 走り高跳び
262 片倉　萌夏　(6) ｶﾀｸﾗ ﾓｴｶ 冨本小学校 女 ８０ｍH
263 伊藤　芽衣　(6) ｲﾄｳ ﾒｲ 神町小学校 女 ８００ｍ
264 藤野　心晴　(6) ﾌｼﾞﾉ ｺﾊﾙ 神町小学校 女 走り幅跳び
265 竹田　彩花　(6) ﾀｹﾀﾞ ｱﾔｶ 大富小学校 女 リレー走り幅跳び
266 後藤　はな　(6) ｺﾞﾄｳ ﾊﾅ 大富小学校 女 リレー・８０ｍH
267 柴﨑　花恋　(6) ｼﾊﾞｻｷ ｶﾚﾝ 大富小学校 女 リレー・ジャベリックボール投げ
268 鈴木　美空　(6) ｽｽﾞｷ ﾐｸ 大富小学校 女 ジャベリックボール投げ
269 長瀬ほのか　(6) ﾅｶﾞｾ ﾎﾉｶ 大富小学校 女 リレーのみ
270 志藤みさき　(6) ｼﾄｳ ﾐｻｷ 大富小学校 女 リレーのみ
271 夏井　陽菜　(6) ﾅﾂｲ ﾋﾅ 東根中部小学校 女 ８００ｍ
272 瀬野　愛咲　(5) ｾﾉ ｱｲﾗ 東根中部小学校 女 5年１００ｍ
273 小野　友香　(6) ｵﾉ ﾄﾓｶ 大森小学校 女 リレー・6年１００ｍ
274 渡部　　結　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 大森小学校 女 リレー・6年１００ｍ
275 佐藤　　凜　(6) ｻﾄｳ ﾘﾝ 大森小学校 女 ８０ｍH
276 岡田　莉奈　(6) ｵｶﾀﾞ ﾘﾅ 大森小学校 女 リレーのみ
277 古澤愛生衣　(6) ﾌﾙｻﾜ ｱｵｲ 大森小学校 女 リレーのみ
278 武田　栞歩　(6) ﾀｹﾀﾞ ｶﾎ 大森小学校 女 リレーのみ
279 柏倉　一愛　(6) ｶｼﾜｸﾞﾗ ｲﾁｶ 常盤小学校 女 ８００ｍ
280 増田　きら　(6) ﾏｽﾀﾞ ｷﾗ 玉野小学校 女 6年１００ｍ
289 堀内　文代　(5) ﾎﾘｳﾁ ﾌﾐﾖ 新庄アスリート 女 5年１００ｍ
290 佐藤　真菜　(6) ｻﾄｳ ﾏﾅ 沼田アスリート 女 リレー・6年１００ｍ
291 高橋　結生　(6) ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 沼田アスリート 女 リレー・１０００ｍ・８００ｍ
292 笹　　桃花　(6) ｻｻ ﾓﾓｶ 沼田アスリート 女 リレー・走り高跳び
293 齋藤　綾華　(6) ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ 沼田アスリート 女 リレー・走り高跳び
294 渡部　佳純　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾐ 沼田アスリート 女 リレーのみ
295 今田　栞奈　(5) ｺﾝﾀ ｶﾝﾅ 沼田アスリート 女 5年１００ｍ
296 早坂　莉緒　(6) ﾊﾔｻｶ ﾘｵ にっしん 女 ８０ｍH
297 大山　千代　(6) ｵｵﾔﾏ ﾁﾖ 北辰ポルターレ 女 ボール投げ
298 星川　優月　(6) ﾎｼｶﾜ  ﾕﾂﾞｷ 明安ｽｷｰｽﾎﾟ少 女 １０００ｍ・８００ｍ
299 佐藤菜々美　(6) ｻﾄｳ  ﾅﾅﾐ 明安ｽｷｰｽﾎﾟ少 女 走り幅跳び
300 結城　真央　(6) ﾕｳｷ ﾏｵ 大堀小学校 女 走り幅跳び
301 渡部　心海　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾐ 大堀小学校 女 6年１００ｍ
302 髙橋　彩織　(6) ﾀｶﾊｼ ｲｵﾘ 舟形AC 女 リレーのみ
303 沼沢のの花　(6) ﾇﾏｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 舟形AC 女 リレーのみ
304 片山　珠里　(6) ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 舟形AC 女 リレー・８０ｍH
305 長沼　多謝　(6) ﾅｶﾞﾇﾏ ﾀｼｬ 舟形AC 女 リレーのみ
306 野尻妃花莉　(6) ﾉｼﾞﾘ ﾋｶﾘ 舟形AC 女 リレーのみ
307 丹　ひいな　(6) ﾀﾝ ﾋｲﾅ 真室川ＡＣ 女 6年１００ｍ
308 鶴岡　浬世　(5) ﾂﾙｵｶ ﾘｲｾ 真室川ＡＣ 女 5年１００ｍ
309 佐藤　　陽　(5) ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ 真室川ｽｷｰｽﾎﾟ少 女 １０００ｍ・８００ｍ
310 山科　紀楓　(6) ﾔﾏｼﾅ ﾉﾘｶ 大蔵AC 女 ボール投げ
311 石塚　紅宇　(5) ｲｼﾂﾞｶ　ｺｳ 戸沢T＆F 女 リレーのみ



312 斉藤　那奈　(6) ｻｲﾄｳ　ﾅﾅ 戸沢T＆F 女 リレーのみ
313 早坂　綾音　(6) ﾊﾔｻｶ　ｱﾔﾈ 戸沢T＆F 女 リレーのみ
314 阿部　莉奈　(6) ｱﾍﾞ　ﾘﾅ 戸沢T＆F 女 リレーのみ
322 大瀧あやか　(6) ｵｵﾀｷ ｱﾔｶ 朝暘一小 女 走り高跳び

323 佐藤　美月　(6) ｻﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 朝暘一小 女 ８００ｍ

324 佐藤　玲奈　(6) ｻﾄｳ ﾚﾅ 朝暘一小 女 ジャベリックボール投げ

325 遠藤　悠菜　(5) ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾅ 朝暘一小 女 5年１００ｍ

326 佐藤　花香　(6) ｻﾄｳ ﾊﾅｶ 朝暘二小 女 ８００ｍ

327 伊藤　愛華　(5) ｲﾄｳ ｱｲｶ 朝暘二小 女 5年１００ｍ

328 和田　　雫　(5) ﾜﾀﾞ ｼｽﾞｸ 朝四小 女 リレー・5年１００ｍ

329 佐藤　涼音  (6) ｻﾄｳ ｽｽﾞﾈ 朝四小 女 リレー・6年１００ｍ

330 丹治　花音  (6) ﾀﾝｼﾞ ﾊﾅﾈ 朝四小 女 リレー・6年１００ｍ

331 山本　真央  (6) ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾋﾛ 朝四小 女 リレー・８０ｍH

332 小野寺凛花  (6) ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘﾝｶ 朝四小 女 リレー・８０ｍH

333 安藤　乃愛  (6) ｱﾝﾄﾞｳ ﾉｱ 朝四小 女 ８０ｍH

334 伊藤　虹乃  (6) ｲﾄｳ ﾆｼﾞﾉ 朝四小 女 走り高跳び

335 姉﨑　朋葉  (6) ｱﾈｻﾞｷ ﾄﾓﾊ 朝四小 女 ジャベリックボール投げ

336 渡部　菜々　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅ 朝暘五小 女 走り高跳び

337 佐藤　夏音　(6) ｻﾄｳ ﾅﾂﾈ 朝暘六小 女 リレーのみ

338 河村　尚香　(6) ｶﾜﾑﾗ ﾅｵｶ 朝暘六小 女 リレーのみ

339 久保田　葵　(6) ｸﾎﾞﾀ ｱｵｲ 朝暘六小 女 リレーのみ

340 五十嵐蘭夢　(6) ｲｶﾞﾗｼ ﾗﾑ 朝暘六小 女 リレーのみ

341 齋藤　優明　(6) ｻｲﾄｳ ﾕﾒ 京田アスリート 女 6年１００ｍ

342 加藤　夢琉　(6) ｶﾄｳ　ﾒﾙ 豊浦小 女 ８００ｍ

343 白幡　萌衣　(6) ｼﾗﾊﾀ ﾒｲ 湯野浜小 女 走り幅跳び

344 佐藤　麗奈　(6) ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 鶴岡西郷小 女 ８０ｍH

345 海藤　恵理　(6) ｶｲﾄﾞｳ ｴﾘ 藤島小 女 ジャベリックボール投げ

346 早坂　真子　(6) ﾊﾔｻｶ ﾏｺ 羽黒一小 女 リレー・6年１００ｍ

347 菅原　ひかり(6) ｽｶﾞﾜﾗ　ﾋｶﾘ 広瀬小学校 女 ８００ｍ

348 村岡　芽生　(5) ﾑﾗｵｶ ﾒｲ 余目二小 女 5年１００ｍ

349 太田　彩惺　(5) ｵｵﾀ　ｱﾔｾ 余目第三小学校 女 ８００ｍ

350 秋葉　そら　(5) ｱｷﾊﾞ　ｿﾗ 余目第三小学校 女 走り幅跳び

351 大谷　　風　(5) ｵｵﾀﾆ　ﾋﾗﾘ 余目第三小学校 女 走り幅跳び

352 五十嵐清佳　(6) ｲｶﾞﾗｼ　ｻﾔｶ 余目第三小学校 女 リレーのみ

353 長沢　　唯　(6) ﾅｶﾞｻﾜ　ﾕｲ 余目第三小学校 女 リレーのみ
354 梅木　　環　(6) ｳﾒｷ　ﾀﾏｷ 余目第三小学校 女 リレーのみ
355 後藤　美紀　(6) ｺﾞﾄｳ　ﾐｷ 余目第三小学校 女 リレーのみ
356 齋藤　菜緒　(6) ｻｲﾄｳ　ﾅｵ 余目第三小学校 女 リレーのみ
357 奥山　青葉　(6) ｵｸﾔﾏ ｱｵﾊﾞ 余目四小 女 リレーのみ
358 長南　未唯　(6) ﾁｮｳﾅﾝ ﾐﾕ 余目四小 女 リレーのみ
359 富樫　奈菜　(6) ﾄｶﾞｼ ﾅﾅ 余目四小 女 リレーのみ
360 長谷部芹奈　(6) ﾊｾﾍﾞ ｾﾘﾅ 余目四小 女 リレーのみ
361 相馬　亜子　(6) ｿｳﾏ ｱｺ 余目四小 女 リレーのみ
362 齋藤愛梨沙　(5) ｻｲﾄｳ ｱﾘｻ 余目四小 女 5年１００ｍ
363 菅原　　唯　(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｲ 横山小 女 リレーのみ
364 黒田　美波　(6) ｸﾛﾀﾞ ﾐﾅ 横山小 女 リレー・6年１００ｍ
365 黒田　美空　(6) ｸﾛﾀﾞ ﾐｸ 横山小 女 リレーのみ
366 山口　紗希　(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ 横山小 女 リレーのみ
367 五十嵐妃奈　(6) ｲｶﾗｼ ﾋﾅ 三川東郷小 女 ８０ｍH
376 樋口　英莉  (5) ﾋｸﾞﾁ　ｴﾘ 松陵スポ少 女 5年１００ｍ
377 元木　　桃  (5) ﾓﾄｷ　ﾓﾓ 十坂ミニバスケ 女 ８００ｍ
378 藤原　悠菜  (6) ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾕｳﾅ 泉バレースポ少 女 6年１００ｍ
379 阿部　百花  (6) ｱﾍﾞ　ﾓﾓｶ 和鷹会 女 ８００ｍ
380 本間　春風  (6) ﾎﾝﾏ　ﾊﾙｶ 浜田ミニバスケ 女 走り高跳び
381 佐藤　結衣  (6) ｻﾄｳ　ﾕｲ 浜田ミニバスケ 女 ジャベリックボール投げ
382 平野　愛々  (6) ﾋﾗﾉ　ﾗﾗ 浜田ミニバスケ 女 ８００ｍ
383 小野寺美海  (5) ｵﾉﾃﾞﾗ　ﾐｳ 浜田ミニバスケ 女 5年１００ｍ
384 小野真由香  (6) ｵﾉ　ﾏﾕｶ 浜田野球スポ少 女 ジャベリックボール投げ



385 池田　咲菜  (6) ｲｹﾀﾞ　ｻﾅ 遊佐ｿﾌﾄﾃﾆｽ 女 走り高跳び
386 石黒　碧衣  (6) ｲｼｸﾞﾛ　ｱｵｲ 平田陸上教室 女 リレーのみ
389 佐藤　花音  (6) ｻﾄｳ　ｶﾉﾝ 平田陸上教室 女 リレーのみ
390 松澤　香澄  (6) ﾏﾂｻﾞﾜ　ｶｽﾐ 平田陸上教室 女 リレー・８０ｍH
391 岡部　美優  (6) ｵｶﾍﾞ　ﾐﾕｳ 平田陸上教室 女 リレー・走り高跳び
392 岡田　　灯  (6) ｵｶﾀﾞ　ｱｶﾘ 平田陸上教室 女 リレー・８０ｍH
393 本間　桃果  (6) ﾎﾝﾏ　ﾓﾓｶ ＳＲＫジュニア 女 リレー走り幅跳び
394 佐藤　花夏  (6) ｻﾄｳ　ｶﾅ ＳＲＫジュニア 女 リレー・6年１００ｍ
395 池田　和果  (6) ｲｹﾀﾞ　ﾜｶ ＳＲＫジュニア 女 リレー・6年１００ｍ
396 髙山　優月  (6) ﾀｶﾔﾏ　ﾕﾂﾞｷ ＳＲＫジュニア 女 リレー・８０ｍH
397 佐藤　那依  (6) ｻﾄｳ　ﾅｴ ＳＲＫジュニア 女 リレー・6年１００ｍ
398 大倉　小夜  (6) ｵｵｸﾗ　ｻﾖ ＳＲＫジュニア 女 リレー・6年１００ｍ
399 佐藤　多希  (6) ｻﾄｳ　ﾀｷ ＳＲＫジュニア 女 リレー・８０ｍH
400 村上　夏樹  (6) ﾑﾗｶﾐ　ﾅﾂｷ ＳＲＫジュニア 女 リレーのみ
401 松田　路世  (6) ﾏﾂﾀﾞ　ﾛｾﾞ ＳＲＫジュニア 女 リレー走り幅跳び
402 村上明日菜  (6) ﾑﾗｶﾐ　ｱｽﾅ ＳＲＫジュニア 女 リレー走り幅跳び
403 三浦　彩結  (6) ﾐｳﾗ　ｱﾕ ＳＲＫジュニア 女 リレーのみ
404 阿部　　栞  (6) ｱﾍﾞ　ｼｵﾘ ＳＲＫジュニア 女 ジャベリックボール投げ
405 門田　　逢  (5) ｶﾄﾞﾀ　ｱｲ ＳＲＫジュニア 女 リレー・5年１００ｍ
406 武田ひとみ  (5) ﾀｹﾀﾞ　ﾋﾄﾐ ＳＲＫジュニア 女 5年１００ｍ
407 小松　香好  (5) ｺﾏﾂ　ｺｺﾉ ＳＲＫジュニア 女 リレー・5年１００ｍ


