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ｱｶﾋﾗ ﾘｺ 桂城 ｹｲｼﾞｮｳ 小学:4年
    1 赤平　凜子

女子

ｱｶﾋﾗ ｶｺ 桂城 ｹｲｼﾞｮｳ 小学:1年
    2 赤平　華子

女子

ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾞﾝ 花岡 ﾊﾅｵｶ 小学:6年
    3 畠山　　尽

男子

ｱﾍﾞ ｸﾙﾐ 花岡 ﾊﾅｵｶ 小学:6年
    4 阿部　来実

男子

ｷﾑﾗ ﾐﾋﾛ 花岡 ﾊﾅｵｶ 小学:6年
    5 木村　心優

女子

ﾅﾘﾀ ｲﾌﾞｷ 花岡 ﾊﾅｵｶ 小学:5年
    6 成田　一颯

男子

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾗ 花岡 ﾊﾅｵｶ 小学:5年
    7 中嶋　　玲

女子

ｺﾏﾂ ｶｲｼﾞ 花岡 ﾊﾅｵｶ 小学:4年
    8 小松　海道

男子

ﾅﾘﾀ ﾋｶﾙ 花岡 ﾊﾅｵｶ 小学:3年
    9 成田　輝星

男子

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ 扇田 ｵｵｷﾞﾀﾞ 小学:6年
   10 小林　興平

男子

ﾎﾝﾏ ﾏｻﾊﾙ 扇田 ｵｵｷﾞﾀﾞ 小学:6年
   11 本間　雅悠

男子

ﾎﾝﾏ ｱｲﾉ 扇田 ｵｵｷﾞﾀﾞ 小学:4年
   12 本間　愛埜

女子

ｱﾝﾎﾞ ﾙﾏ 扇田 ｵｵｷﾞﾀﾞ 小学:5年
   13 安保　琉雅

男子

ｱﾝﾎﾞ ﾙｶ 扇田 ｵｵｷﾞﾀﾞ 小学:3年
   14 安保　琉叶

男子

ｱｶｻｶ ﾏｲ 山瀬 ﾔﾏｾ 小学:6年
   15 赤坂　　舞

女子
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ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀﾀﾞﾊﾙ 山瀬 ﾔﾏｾ 小学:6年
   16 畠山　忠晴

男子

ｸﾙｼﾏ ｹｲﾕｳ 山瀬 ﾔﾏｾ 小学:4年
   17 久留嶋奎佑

男子

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀﾀﾞｱｷ 山瀬 ﾔﾏｾ 小学:3年
   18 畠山　忠晃

男子

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 大館城西 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ 小学:5年
   19 山田　諒臥

男子

ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｸ 大館城西 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ 小学:5年
   20 武田　琉玖

男子

ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 大館城西 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ 小学:5年
   21 田中　琉聖

男子

ｲｼｶﾜ ﾘｮﾌ 大館城西 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ 小学:5年
   22 石川　呂布

男子

ｻｻｶﾞﾜ ｼｭﾝﾀ 大館城西 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ 小学:5年
   23 笹川　駿太

男子

ｶｶﾞﾔ ｼｮｳﾏ 大館城西 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ 小学:4年
   24 加賀谷正真

男子

ｲﾜｻﾜ ｶｽﾞｷ 大館城西 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ 小学:5年
   25 岩沢　一輝

男子

ｲﾄｳ ｱﾗﾀ 大館城西 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ 小学:3年
   26 伊藤　　改

男子

ｳｴﾑﾗ ﾕｳｷ 大館城西 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ 小学:4年
   27 上村　勇貴

男子

ﾀﾅｶ ｶｴﾃﾞ 大館城西 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ 小学:5年
   28 田中　　楓

男子

ｲﾄﾀﾞ ﾐﾕ 大館城西 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｾｲ 小学:5年
   29 糸田　美優

女子

ｶﾜﾊﾗ ﾕｳﾘ 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学:6年
   30 川原　悠吏

男子
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ｻｸﾗﾀﾞ ｹﾞﾝｼﾞ 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学:6年
   31 櫻田　源侍

男子

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学:6年
   32 鈴木　優太

男子

ﾉﾛ ｺｳｾｲ 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学:6年
   33 野呂　倖生

男子

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾞｲ 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学:6年
   34 畠山　諒大

男子

ﾐｳﾗ ﾘｸﾄ 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学:6年
   35 三浦　陸斗

男子

ﾔﾏｳﾁ ｲｻﾐ 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学:6年
   36 山内　勇海

男子

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学:6年
   37 山田　優陽

男子

ﾀﾑﾗ ﾃﾝｶ 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学:6年
   38 田村　天花

女子

ﾏｻｶﾜ ﾐｳ 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学:6年
   39 政川　未羽

女子

ｲﾄｳ ｿｳﾀ 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学:5年
   40 伊藤　壮寿

男子

ﾌﾅｷ ﾚﾝ 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学:5年
   41 船木　　蓮

男子

ｽｶﾞﾜﾗ ｼｵﾘ 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学:5年
   42 菅原　詩織

女子

ﾅﾘﾀ ﾏﾅﾄ 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学:4年
   43 成田　真翔

男子

ﾐｳﾗ ｺｳﾀﾞｲ 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学:4年
   44 三浦　煌大

男子

ﾉﾛ ｱﾂｷ 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学:3年
   45 野呂　篤生

男子
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ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学:2年
   46 畠山　煌大

男子

ﾐｳﾗ ﾕｳﾏ 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学:3年
   47 三浦　勇磨

男子

ﾊｻﾞﾜ ｺｳｾｲ 大館西館 ｵｵﾀﾞﾃﾆｼﾀﾃ 小学:5年
   48 羽沢　光晟

男子

ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ 大館西館 ｵｵﾀﾞﾃﾆｼﾀﾃ 小学:5年
   49 泉　　晴仁

男子

ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵ 大館西館 ｵｵﾀﾞﾃﾆｼﾀﾃ 小学:5年
   50 菅原　那央

男子

ﾊｾﾍﾞ ﾘｭｳｸ 大館西館 ｵｵﾀﾞﾃﾆｼﾀﾃ 小学:6年
   51 長谷部颯空

男子

ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾕﾑ 上川沿 ｶﾐｶﾜｿﾞｲ 小学:5年
   52 藤原　歩夢

男子

ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｼﾝ 上川沿 ｶﾐｶﾜｿﾞｲ 小学:5年
   53 山内　謙槙

男子

ｿｳﾏ ｼｭｳﾄ 上川沿 ｶﾐｶﾜｿﾞｲ 小学:4年
   54 相馬　秀斗

男子

ﾉﾛ ﾕｳｷ 上川沿 ｶﾐｶﾜｿﾞｲ 小学:4年
   55 野呂　祐希

男子

ﾉﾛ ﾋﾋﾞｷ 上川沿 ｶﾐｶﾜｿﾞｲ 小学:3年
   56 野呂　響希

男子

ｽｶﾞﾜﾗ ｴｺ 上川沿 ｶﾐｶﾜｿﾞｲ 小学:6年
   57 菅原　詠恋

女子

ｽｶﾞﾜﾗ ﾕﾆ 上川沿 ｶﾐｶﾜｿﾞｲ 小学:3年
   58 菅原　結虹

女子

ﾖｺﾊﾏ ﾋｶﾘ 長木 ﾅｶﾞｷ 小学:2年
   59 横濱　光里

女子

ﾖｺﾊﾏ ﾐﾉﾘ 長木 ﾅｶﾞｷ 小学:6年
   60 横濱　望実

女子
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ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾕｳ 長木 ﾅｶﾞｷ 小学:4年
   61 菅原　弘悠

男子

ｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ 長木 ﾅｶﾞｷ 小学:5年
   62 伊藤　大芽

男子

ﾀﾑﾗ ﾀﾏｷ 長木 ﾅｶﾞｷ 小学:6年
   63 田村　環妃

女子

ﾈﾓﾄ ﾉﾘﾌﾐ 有浦 ｱﾘｳﾗ 小学:6年
   64 根元　徳郁

男子

ｲｲﾂﾞｶ ﾘﾝﾄ 有浦 ｱﾘｳﾗ 小学:6年
   65 飯塚　凜人

男子

ﾅﾐｵｶ ﾖｳｽｹ 有浦 ｱﾘｳﾗ 小学:5年
   66 浪岡　洋輔

男子

ﾀｹﾀﾞ ｱｲﾄ 有浦 ｱﾘｳﾗ 小学:5年
   67 武田　藍門

男子

ｽｽﾞｷ ｲﾁｽﾞ 有浦 ｱﾘｳﾗ 小学:6年
   68 鈴木　一途

女子

ﾀﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 有浦 ｱﾘｳﾗ 小学:5年
   69 田村　大雅

男子

ﾅﾐｵｶ ﾕｳｾｲ 有浦 ｱﾘｳﾗ 小学:3年
   70 浪岡　佑成

男子

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾙｶ 釈迦内 ｼｬｶﾅｲ 小学:5年
   71 畠山　瑠果

女子

ﾋｶｹﾞ ﾐﾉﾘ 釈迦内 ｼｬｶﾅｲ 小学:5年
   72 日景　実璃

男子

ｻｻｷ ﾘｭｳｾｲ 釈迦内 ｼｬｶﾅｲ 小学:6年
   73 佐々木　琉星

男子

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ 弘前城東 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳﾄｳ 小学:6年
   74 山本　舞桜

女子

ｿｳﾏ ﾌﾐｶ 弘前城東 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳﾄｳ 小学:5年
   75 相馬　文実香

女子
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ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾗｲｷ 弘前城東 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳﾄｳ 小学:4年
   76 小田桐　徠貴

男子

ﾐﾔｳﾁ ｶﾚﾝ 弘前城東 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳﾄｳ 小学:4年
   77 宮内　香蓮

女子

ﾌｸｼ ｴﾚﾝ 弘前城東 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳﾄｳ 小学:4年
   78 福士　絵蓮

女子

ﾐｳﾗ ｶｵ 弘前城東 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳﾄｳ 小学:2年
   79 三浦　日緒

女子

ｼｶﾅｲ ﾕｳﾅ 弘前城東 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳﾄｳ 小学:1年
   80 鹿内　優夏

女子

ｵｵﾕ ﾘｸﾄ 豊田 ﾄﾖﾀﾞ 小学:5年
   81 大湯　陸翔

男子

ｸﾄﾞｳ ｻｸ 桔梗野 ｷｷｮｳﾉ 小学:6年
   82 工藤　咲久

男子

ﾐﾜ ﾘｮｳﾀ 弘前大学附属 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 小学:6年
   83 三輪　亮太

男子

ｵｵﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 弘前大学附属 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 小学:6年
   84 大中　廣太郎

男子

ｿｳﾏ ﾔﾏﾄ 弘前大学附属 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 小学:6年
   85 相馬　　和

男子

ﾐﾔﾓﾄ ｿﾗ 弘前大学附属 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 小学:5年
   86 宮本　　宙

男子

ｱﾍﾞ ﾏﾅﾄ 弘前大学附属 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 小学:4年
   87 阿部　真翔

男子

ﾅｶﾞｵ ﾀｸﾐ 弘前大学附属 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 小学:4年
   88 長尾　拓実

男子

ﾏﾂﾔﾏ ｴｲﾄ 弘前大学附属 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 小学:3年
   89 松山　瑛人

男子

ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾈ 弘前大学附属 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 小学:5年
   90 中村　心音

女子
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ﾋﾗｶﾞ ｶﾝﾅ 弘前大学附属 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 小学:5年
   91 平賀　寛菜

女子

ﾖｼｻﾞﾜ ﾅﾅｺ 弘前大学附属 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 小学:3年
   92 吉澤　なな子

女子

ｱﾍﾞ ﾒｲ 弘前大学附属 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 小学:3年
   93 阿部　愛衣

女子

ﾐｳﾗ ﾕﾘｺ 弘前大学附属 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 小学:3年
   94 三浦　悠理子

女子

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾊﾅ 弘前大学附属 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 小学:3年
   95 山形　花

女子

ﾐｳﾗ ｱﾘｻ 弘前大学附属 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 小学:2年
   96 三浦　杏倫佐

女子

ﾋﾗｶﾞ ﾊﾙﾅ 弘前大学附属 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 小学:1年
   97 平賀　暖菜

女子

ﾅﾗｵｶ ﾘｭｳｾｲ 金田 ｶﾅﾀ 小学:4年
   98 奈良岡　琉彗

男子

ﾀﾅﾍﾞ ｳﾀﾛｳ 金田 ｶﾅﾀ 小学:6年
   99 田辺　詩朗

男子

ﾂｼﾏ ﾕｽﾞｷ 柏木 ｶｼﾜｷﾞ 小学:6年
  100 対馬　柚生

男子

ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾉｽｹ 柏木 ｶｼﾜｷﾞ 小学:6年
  101 菅原　悠ノ介

男子

ｻﾄｳ ｱｷﾗ 柏木 ｶｼﾜｷﾞ 小学:6年
  102 佐藤　彰良

男子

ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾙﾅ 柏木 ｶｼﾜｷﾞ 小学:4年
  103 菅原　暖菜

女子

ｵﾉ ｺｳﾗﾝ 竹館 ﾀｹﾀﾞﾃ 小学:6年
  104 小野　凰欄

男子

ｸﾄﾞｳ ｳﾗﾗ 竹館 ﾀｹﾀﾞﾃ 小学:6年
  105 工藤　心来

女子
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ｵﾉ ﾘﾝｶ 竹館 ﾀｹﾀﾞﾃ 小学:4年
  106 小野　凜嘉

女子

ｷﾀﾞﾁ ﾊﾙ 中郷 ﾅｶｺﾞｳ 小学:5年
  107 木立　蓮琉

男子

ｷﾀﾞﾁ ﾋﾛ 中郷 ﾅｶｺﾞｳ 小学:1年
  108 木立　光亮

男子

ﾐｳﾗ ｶｹﾙ 小和森 ｺﾜﾓﾘ 小学:4年
  109 三浦　翔

男子

ﾊﾅｵｶ ｳﾐ 田舎館 ｲﾅｶﾀﾞﾃ 小学:6年
  110 花岡　佑泉

女子

ﾌｸｼ ﾋﾅ 田舎館 ｲﾅｶﾀﾞﾃ 小学:6年
  111 福士　日菜

女子

ｽﾄｳ ﾙﾅ 田舎館 ｲﾅｶﾀﾞﾃ 小学:6年
  112 須藤　月渚

女子

ｻｲﾄｳ ﾕｲ 田舎館 ｲﾅｶﾀﾞﾃ 小学:6年
  113 齋藤　結心

女子

ﾏﾔﾏ ｻﾗ 田舎館 ｲﾅｶﾀﾞﾃ 小学:6年
  114 間山　皐良

女子

ﾔﾅｷﾞﾔ ｻﾂｷ 田舎館 ｲﾅｶﾀﾞﾃ 小学:5年
  115 柳谷　彩月

女子

ﾏﾔﾏ ｼｮｳｶ 田舎館 ｲﾅｶﾀﾞﾃ 小学:4年
  116 間山　霜佳

女子

ﾔﾏｳﾁ ｴｲﾀ 相馬 ｿｳﾏ 小学:5年
  117 山内　瑛太

男子

ﾌｷﾀ ﾉｱ 大鰐 ｵｵﾜﾆ 小学:3年
  118 吹田　海茜

女子

ｱﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ 柏木 ｶｼﾜｷﾞ 小学:4年
  119 阿部　結月

女子

ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾀ 朝陽 ﾁｮｳﾖｳ 小学:6年
  120 川村　洸太

男子
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ﾅﾗ ｺｺﾈ 弘前城東 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳﾄｳ 小学:6年
  121 奈良　心音

女子

ｱﾗｲ ﾚｱ 平賀東 ﾋﾗｶﾋｶﾞｼ 小学:6年
  122 新井　鈴彩

女子

ｵｻﾅｲ ｱﾝﾗ 小沢 ｺｻﾞﾜ 小学:6年
  123 長内　杏蘭

女子

ｻﾄｳ ﾏﾘﾝ 松崎 ﾏﾂｻﾞｷ 小学:6年
  124 佐藤　万凜

女子

ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ 千年 ﾁﾄｾ 小学:5年
  125 阿部　日翔

男子

ｱﾍﾞ ｷｲ 千年 ﾁﾄｾ 小学:4年
  126 阿部　葵唯

女子

ﾅｶﾑﾗ ﾁｻﾄ 堀越 ﾎﾘｺｼ 小学:6年
  127 中村　智理

男子

ﾅｶﾑﾗ ﾁｱｷ 堀越 ﾎﾘｺｼ 小学:3年
  128 中村　智陽

男子

ｵｶﾞﾜ ﾘﾝ 堀越 ﾎﾘｺｼ 小学:4年
  129 小川　　凜

女子

ﾔｷﾞﾊｼ ｱﾘｻ 桔梗野 ｷｷｮｳﾉ 小学:6年
  130 八木橋　明里紗

女子

ﾄﾏﾍﾞﾁ ﾕｳ 五所川原いずみ ｺﾞｼｮｶﾞﾜﾗｲｽﾞﾐ 小学:4年
  131 苫米地　悠

男子

ﾀﾑﾗ ﾕﾗ 稲垣 ｲﾅｶﾞｷ 小学:4年
  132 田村　優來

女子

ﾀﾑﾗ ﾄｳｺﾞ 稲垣 ｲﾅｶﾞｷ 小学:2年
  133 田村　斗梧

男子

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾝ 大鰐 ｵｵﾜﾆ 小学:1年
  134 山口　健心

男子

ｱﾎﾞ ﾀｶﾔ 大鰐 ｵｵﾜﾆ 小学:4年
  135 阿保　貴也

男子
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ｽﾄｳ ｶｲ 大鰐 ｵｵﾜﾆ 小学:3年
  136 須藤　快

男子

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｸ 大鰐 ｵｵﾜﾆ 小学:5年
  137 山口　未来

女子

ｽﾄｳ ｽﾐﾚ 大鰐 ｵｵﾜﾆ 小学:6年
  138 須藤　董

女子

ｲｼｵｶ ﾆｲﾅ 第三大成 ﾀﾞｲｻﾝﾀｲｾｲ 小学:2年
  139 石岡　新奈

女子

ﾀｹﾑﾗ ｱﾔｶ 第三大成 ﾀﾞｲｻﾝﾀｲｾｲ 小学:2年
  140 竹村　純芳

女子

ﾄﾉｻｷ ﾋｶﾘ 第三大成 ﾀﾞｲｻﾝﾀｲｾｲ 小学:4年
  141 外崎　陽香里

女子

ﾆｼﾔ ﾕｷﾅ 第三大成 ﾀﾞｲｻﾝﾀｲｾｲ 小学:4年
  142 西谷　優希奈

女子

ﾀｹﾑﾗ ﾏﾁｶ 第三大成 ﾀﾞｲｻﾝﾀｲｾｲ 小学:4年
  143 竹村　真慶

女子

ｵｻﾅｲ ﾋﾀﾞｶ 第三大成 ﾀﾞｲｻﾝﾀｲｾｲ 小学:4年
  144 小山内　日高

女子

ｵｻﾅｲ ﾋﾖﾘ 第三大成 ﾀﾞｲｻﾝﾀｲｾｲ 小学:4年
  145 小山内　日和

女子

ﾄｷ ｱﾔﾉ 第三大成 ﾀﾞｲｻﾝﾀｲｾｲ 小学:6年
  146 土岐　彩乃

女子

ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾉ 弘前北 ﾋﾛｻｷｷﾀ 小学:4年
  147 山崎　音月

女子

ｻｻｷ ﾉｿﾞﾐ 弘前東 ﾋﾛｻｷﾋｶﾞｼ 小学:5年
  148 佐々木　希美

女子

ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ 弘前東 ﾋﾛｻｷﾋｶﾞｼ 小学:5年
  149 齋藤　幸輔

男子

ｻｲﾄｳ ｱﾔ 弘前東 ﾋﾛｻｷﾋｶﾞｼ 小学:3年
  150 齋藤　　彩

女子
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ｸﾛﾀｷ ｺｳｼ 弘前東 ﾋﾛｻｷﾋｶﾞｼ 小学:6年
  151 黒滝　巧翔

男子

ﾌｼﾞﾀ ｵｳｼﾛｳ 柏 ｶｼﾜ 小学:3年
  152 藤田旺志郎

男子

ｵｵﾔ ﾋﾒﾘ 浪岡南 ﾅﾐｵｶﾐﾅﾐ 小学:6年
  153 大矢　姫鈴

女子

ｷﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 碇ヶ関 ｲｶﾘｶﾞｾｷ 小学:6年
  154 木村凛太郎

男子

ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ 碇ヶ関 ｲｶﾘｶﾞｾｷ 小学:4年
  155 木村　綸奈

女子

ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 福村 ﾌｸﾑﾗ 小学:4年
  156 中村　心咲

女子

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 福村 ﾌｸﾑﾗ 小学:5年
  157 渡部　海翔

女子

ﾀｶﾔ ﾘｵ 福村 ﾌｸﾑﾗ 小学:5年
  158 高谷　凛桜

女子

ﾀｶﾔ ﾏｵ 福村 ﾌｸﾑﾗ 小学:5年
  159 高谷　舞桜

女子

ｿｳﾏ ﾕﾅ 福村 ﾌｸﾑﾗ 小学:3年
  160 相馬　由那

女子

ｸﾄﾞｳ ﾘｵﾝ 福村 ﾌｸﾑﾗ 小学:3年
  161 工藤　音璃

女子

ｶﾀﾀﾞ ｹﾝﾄ 福村 ﾌｸﾑﾗ 小学:3年
  162 堅田　健人

男子

ｶﾀﾀﾞ ｱﾂｼ 福村 ﾌｸﾑﾗ 小学:4年
  163 堅田　篤志

男子

ﾅﾘﾀ ｺｳｼｮｳ 福村 ﾌｸﾑﾗ 小学:5年
  164 成田　煌翔

男子

ｽﾄｳ ﾐｷ 大鰐 ｵｵﾜﾆ 小学:4年
  165 須藤　美喜

女子


