
ｾﾞｯｹﾝ番号 名前　学年 フリガナ 所属チーム名 性別 　　種　　目
1 沖田　　蓮　(6) ｵｷﾀ ﾚﾝ 南部小 男 リレー・走り高跳び
2 永井　英次　(6) ﾅｶﾞｲ ｴｲｼﾞ 南部小 男 リレー・１０００ｍ
3 佐藤　健太　(6) ｻﾄｳ ｹﾝﾀ 南部小 男 リレーのみ
4 小貫　徠夢　(6) ｵﾇｷ ﾗｲﾑ 南部小 男 リレーのみ
5 井上　天喜　(6) ｲﾉｳｴ ﾃﾝｷ 南部小 男 リレーのみ
6 斎藤　群青　(6) ｻｲﾄｳ ｸﾞﾝｼﾞｮｳ 米沢北部小 男 ８０ｍH
7 後藤　蒼生　(6) ｺﾞﾄｳ ｱｵｲ 米沢東部 男 ８０ｍH
8 加藤　彰吾　(6) ｶﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 米沢東部 男 ８０ｍH
9 鈴木　　凱　(6) ｽｽﾞｷ ｶｲﾘ 米沢西部 男 １０００ｍ

10 横山　　蓮　(5) ﾖｺﾔﾏ ﾚﾝ 米沢西部 男 リレー・5年１００ｍ
11 今野　勇輝　(5) ｺﾝﾉ ﾕｳｷ 米沢西部 男 リレー・5年１００ｍ
12 村澤　陽向　(6) ﾑﾗｻﾜ ﾋﾅﾀ 米沢西部 男 リレーのみ
13 鈴木　陽太  (6) ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀ 米沢西部 男 リレーのみ
14 鈴木　大翔　(6) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 米沢西部 男 リレーのみ
15 遠藤　慎哉　(6) ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ 米沢愛宕 男 １０００ｍ
16 後藤　悠公　(6) ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ 米沢愛宕 男 走り幅跳び
17 井上　叶渉　(6) ｲﾉｳｴ ﾄﾜ 関根小学校 男 6年１００ｍ
18 玉虫　輝來　(6) ﾀﾏﾑｼ ｷﾗ 窪田SC 男 ジャベリックボール投げ
19 曾我　瑠仁　(5) ｿｶﾞ ﾙｲﾄ 窪田SC 男 5年１００ｍ
20 石原　倫弥　(6) ｲｼﾊﾗ ﾘﾝﾔ 米沢市立上郷小 男 走り幅跳び
21 竹田　有吾　(6) ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 米沢市立上郷小 男 走り高跳び
22 髙橋　　響　(6) ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ 塩井ＦＡＣ 男 リレー・6年１００ｍ
23 加藤　碧人　(6) ｶﾄｳ ｱｵﾄ 塩井ＦＡＣ 男 リレー・6年１００ｍ
24 嶋田　　昊　(6) ｼﾏﾀﾞ ｿﾗ 塩井ＦＡＣ 男 リレー・ジャベリックボール投げ
25 斎藤　瑠都　(6) ｻｲﾄｳ ﾙｲﾄ 塩井ＦＡＣ 男 リレーのみ
26 桑嶋　飛鳥　(5) ｸﾜｼﾞﾏ ｱｽｶ 塩井ＦＡＣ 男 リレーのみ
34 大浦慎之助　(6) ｵｵｳﾗ ｼﾝﾉｽｹ 高畠小 男 リレーのみ
35 五十嵐　漣　(6) ｲｶﾞﾗｼ ﾚﾝ 高畠小 男 リレーのみ
36 伊藤　舞音　(6) ｲﾄｳ ﾏｵ 高畠小 男 リレー・８０ｍH
37 梅津　祐太　(6) ｳﾒﾂ ﾕｳﾀ 高畠小 男 リレーのみ
38 齋藤　力羽　(6) ｻｲﾄｳ ﾘﾂﾊ 高畠小 男 リレーのみ
39 淀野　雄大　(6) ﾖﾄﾞﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 赤湯AC 男 リレーのみ
40 石川　陽翔　(6) ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ 赤湯AC 男 リレーのみ
41 山口浬久斗　(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸﾄ 赤湯AC 男 リレーのみ
42 小林　康大　(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 赤湯AC 男 リレー・6年１００ｍ
43 須貝　琉可　(6) ｽｶﾞｲ ﾙｶ 赤湯AC 男 リレーのみ
44 平井　彗叶　(6) ﾋﾗｲ ｹｲﾄ 糠野目小 男 ８０ｍH
45 佐藤　譲治　(5) ｻﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾞ 和田小 男 5年１００ｍ
46 鈴木　都倭　(5) ｽｽﾞｷ ﾄﾜ 沖郷小 男 5年１００ｍ
47 色摩　修平　(6) ｼｶﾏ ｼｭｳﾍｲ 宮内小 男 6年１００ｍ
48 近野　碧良　(6) ｺﾝﾉ ｿﾗ 梨郷小 男 １０００ｍ・８００ｍ
49 佐藤　蒼也　(6) ｻﾄｳ ｿｳﾔ 大塚小 男 １０００ｍ・８００ｍ
50 髙橋　　塁　(6) ﾀｶﾊｼ ﾙｲ 小松スポ少 男 走り幅跳び
51 三浦　慧太　(6) ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 漆山小 男 走り幅跳び
52 竹本　斗真　(6) ﾀｹﾓﾄ ﾄｳﾏ 沖郷小 男 走り高跳び
53 齋藤　春輝　(6) ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 中郡小 男 走り高跳び
54 淀野　庵慈　(6) ﾖﾄﾞﾉ ｱﾝｼﾞ 犬川小 男 ジャベリックボール投げ
55 若木　　聖　(6) ﾜｶｷ ｺｳｷ 沖郷小 男 ジャベリックボール投げ
58 村上　　葵　(6) ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 鮎貝小 男 リレー走り幅跳び
59 樋口　獅恩　(6) ﾋｸﾞﾁ ｼｵﾝ 鮎貝小 男 リレーのみ
60 川井　景翔　(6) ｶﾜｲ ｹｲﾄ 鮎貝小 男 リレーのみ
61 渋谷　　睦　(6) ｼﾌﾞﾔ ﾑﾂ 鮎貝小 男 リレーのみ
62 紺野　永護　(6) ｺﾝﾉ ﾄｳｺﾞ 鮎貝小 男 リレーのみ
63 小関　琉威　(6) ｺｾｷ ﾙｲ 鮎貝小 男 ジャベリックボール投げ
64 髙梨　陽色　(6) ﾀｶﾅｼ ﾋｲﾛ 長井小 男 リレー・１０００ｍ
65 安部　　守　(6) ｱﾍﾞ ﾏﾓﾙ 長井小 男 リレーのみ
66 梅津　　陸　(6) ｳﾒﾂ ﾘｸ 長井小 男 リレーのみ
67 松木　優飛　(6) ﾏﾂｷ ﾕｳﾄ 長井小 男 リレーのみ
68 平井　　翼　(6) ﾋﾗｲ ﾂﾊﾞｻ 長井小 男 リレーのみ
69 高山　迦斐　(6) ﾀｶﾔﾏ ｹｲ 荒砥小 男 ８０ｍH
70 山口　広起　(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 荒砥小 男 5年１００ｍ
71 今野　正就　(6) ｺﾝﾉ ｾｲｼﾞｭ 蚕桑ハヤブサ 男 ジャベリックボール投げ
72 丸川　裕太　(6) ﾏﾙｶﾜ ﾕｳﾀ 蚕桑ハヤブサ 男 走り幅跳び
73 小関　知弥　(6) ｺｾｷ ﾄﾓﾔ アスピランテ 男 １０００ｍ
74 樋口　蘭翔　(6) ﾋｸﾞﾁ ﾗﾝﾄ 飯豊第一 男 6年１００ｍ



75 今　琉希亜　(5) ｺﾝ ﾙｷｱ 小国陸上 男 5年１００ｍ
76 土屋龍之介　(6) ﾂﾁﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ 長井ジュニア 男 ８０ｍH
77 青木　咲音　(6) ｱｵｷ ｻｸﾄ 長井西根小 男 走り高跳び
78 菊地　　輝　(6) ｷｸﾁ ﾋｶﾙ 致芳小 男 6年１００ｍ
82 武田　涼雅　(5) ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 上山小 男 リレー・5年１００ｍ
83 高村　永遠　(5) ﾀｶﾑﾗ ﾄﾜ 上山南小 男 5年１００ｍ
84 古宮　　蓮　(6) ﾌﾙﾐﾔ ﾚﾝ 上山南小 男 リレー・6年１００ｍ
85 黒田　旺雅　(6) ｸﾛﾀﾞ ｵｳｶﾞ 上山宮川小 男 6年１００ｍ
86 横川　慶大　(6) ﾖｺｶﾜ ｹｲﾀ 上山中川小 男 ８０ｍH
87 山口　和紀　(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 上山小 男 リレー・８０ｍH
88 中村　遼央　(6) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 上山中川小 男 １０００ｍ
89 鏡　　吏玖　(6) ｶｶﾞﾐ ﾘｸ 上山西一小 男 １０００ｍ
90 萩生田康永　(6) ﾊｷﾞｳﾀﾞ ｺｳｴｲ 上山小 男 リレー・走り高跳び
91 井上　蒼生　(6) ｲﾉｳｴ ｿｳ 上山小 男 リレー・走り高跳び
92 粟野　敬斗　(6) ｱﾜﾉ ﾀｶﾄ 上山宮川小 男 走り幅跳び
93 木村　翔太　(6) ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ 上山宮川小 男 走り幅跳び
94 鈴木勇乃介　(6) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾉｽｹ 上山中川小 男 ジャベリックボール投げ
95 中川　拓朗　(6) ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾛｳ 上山南小 男 ジャベリックボール投げ
96 猪熊　陽人　(6) ｲﾉｸﾏ ﾊﾙﾄ 上山小 男 リレーのみ
97 里見　幸紀　(6) ｻﾄﾐ ｺｳｷ 上山南小 男 リレーのみ
98 川合　快采　(6) ｶﾜｲ ｶｲﾄ 上山南小 男 リレーのみ
99 菅沼　太郎　(6) ｽｶﾞﾇﾏ ﾀﾛｳ 上山南小 男 リレーのみ

100 増子　　岳　(6) ﾏｽｺ ｶﾞｸ 上山南小 男 リレーのみ
106 森谷　温斗  (6) ﾓﾘﾔ ﾊﾙﾄ 山形一小 男 ８０ｍH
107 安部　翔太  (6) ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山形二小 男 リレーのみ
108 中村　陽紀　(6) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ 山形二小 男 リレーのみ
109 廣瀬凛太郎　(6) ﾋﾛｾ ﾘﾝﾀﾛｳ 山形二小 男 リレー走り幅跳び
110 工藤　友耀　(6) ｸﾄﾞｳ ﾄﾓｱｷ 山形二小 男 リレー走り幅跳び
111 上原義一郎　(6) ｳｴﾊﾗ ｷﾞｲﾁﾛｳ 山形二小 男 走り高跳び
112 鈴木　結隼　(6) ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ 山形二小 男 ジャベリックボール投げ
113 濱　　航生　(5) ﾊﾏ ｺｳｷ 山形二小 男 5年１００ｍ
114 菊池　瑛太　(5) ｷｸﾁ ｴｲﾀ 山五小アスリート 男 5年１００ｍ
115 鈴木　　宙　(6) ｽｽﾞｷ ｿﾗ 山形六小 男 リレー・6年１００ｍ
116 冨坂　優仁　(6) ﾄﾐｻｶ ﾕｳｼﾞﾝ 山形六小 男 ８０ｍH
117 渡邉　琉斗　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾄ 山形六小 男 リレー・８０ｍH
118 伊藤　大輝　(6) ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 山形六小 男 １０００ｍ・８００ｍ
119 後藤竜ノ輔　(6) ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 山形六小 男 リレー・走り高跳び
120 須藤　慶秋　(6) ｽﾄｳ ﾖｼｱｷ 山形六小 男 リレー・走り高跳び
121 長沼　裕也　(6) ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕｳﾔ 山形六小 男 リレーのみ
122 阿部　友柊　(6) ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ 山形九小 男 リレーのみ
123 會田　祥吾　(6) ｱｲﾀ ｼｮｳｺﾞ 山形九小 男 リレー・6年１００ｍ
124 金山　大心　(6) ｶﾈﾔﾏ ﾀﾞｲｼﾝ 山形九小 男 リレーのみ
125 横山　祐翔　(6) ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾄ 山形九小 男 リレーのみ
126 長瀬　和大　(6) ﾅｶﾞｾ ｶｽﾞﾋﾛ 第十小学校 男 リレーのみ
127 小川　聖南　(6) ｵｶﾞﾜ ｾﾅ 第十小学校 男 リレーのみ
128 鈴木　聖羽　(6) ｽｽﾞｷ ｼｮｳ 第十小学校 男 リレーのみ
129 阿部　燈生　(6) ｱﾍﾞ ﾄｳｲ 第十小学校 男 リレー・１０００ｍ・８００ｍ
130 松田　優莉　(6) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾘ 第十小学校 男 １０００ｍ・８００ｍ
131 東海林篤志　(6) ｼｮｳｼﾞ ｱﾂｼ 山形八小 男 リレーのみ
132 柴田　　凌　(6) ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳ 山形八小 男 リレーのみ
133 佐藤顕太郎　(6) ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 山形八小 男 リレーのみ
134 大場　隆聖　(6) ｵｵﾊﾞ ﾘｭｳｾｲ 山形八小 男 リレー・6年１００ｍ
135 斎藤　　渉　(6) ｻｲﾄｳ ﾜﾀﾙ 山東小 男 １０００ｍ・８００ｍ
136 大宮　優也　(6) ｵｵﾐﾔ ﾕｳﾔ 山東小 男 ８０ｍH
137 阿部　真人　(6) ｱﾍﾞ ﾏｻﾄ 鈴川小学校 男 ８０ｍH
138 武田　稜也　(6) ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 鈴川小学校 男 走り幅跳び
139 槇　　倖世　(6) ﾏｷ ｺｳｾｲ 千歳小学校 男 １０００ｍ・８００ｍ
140 佐藤　巧望　(6) ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 金井小学校 男 ジャベリックボール投げ
141 高木　道暉　(6) ﾀｶｷ ﾐﾁﾃﾙ 金井小学校 男 リレー・ジャベリックボール投げ
142 相蘇亜優夢　(6) ｱｲｿ ｱﾕﾑ 金井小学校 男 リレーのみ
143 佐藤　蒼衣　(6) ｻﾄｳ ｱｵｲ 金井小学校 男 リレーのみ
144 齋藤　　悠　(6) ｻｲﾄｳ ﾕｳ 金井小学校 男 リレーのみ
145 多田　陽飛　(6) ﾀﾀﾞ ﾊﾙﾄ 金井小学校 男 リレーのみ
146 増川　智也　(6) ﾏｽｶﾜ ﾄﾓﾔ 出羽小学校 男 6年１００ｍ
147 鈴木　天漣　(6) ｽｽﾞｷ ｱﾚﾝ 出羽小学校 男 ８０ｍH
148 工藤　有騎　(5) ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ 桜田小 男 5年１００ｍ



149 金子凜太朗　(6) ｶﾈｺ ﾘﾝﾀﾛｳ 南沼原小 男 6年１００ｍ
150 鬼嶋　悠路　(6) ｷｼﾞﾏ ﾕｳﾛ 南沼原小 男 走り幅跳び
151 大益　史音　(5) ｵｵﾏｽ ｼｵﾝ 南沼原小 男 5年１００ｍ
152 櫻井　倖誠　(6) ｻｸﾗｲ ｺｳｾｲ 南沼原小 男 １０００ｍ・８００ｍ
153 佐藤　蒼空　(6) ｻﾄｳ ｿﾗ 蔵王一小 男 ８０ｍH
154 佐藤　大清　(6) ｻﾄｳ ﾀｲｾｲ 南山形小学校 男 ジャベリックボール投げ
155 安達　颯太　(6) ｱﾀﾞﾁ ｿｳﾀ 西山形小 男 6年１００ｍ
156 井上　遥斗　(5) ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ 山形TFC 男 5年１００ｍ
157 鬼海　　仁　(6) ｷｶｲ ｼﾞﾝ 山大附属小 男 リレーのみ
158 齋藤　奏仁　(6) ｻｲﾄｳ ｶﾅﾄ 山大附属小 男 リレーのみ
159 工藤　陽嘉　(6) ｸﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 山大附属小 男 リレーのみ
160 鈴木　敬大　(6) ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 山大附属小 男 リレーのみ
161 武田　夢輝　(6) ﾀｹﾀﾞ ﾕﾒｷ 山形南小 男 6年１００ｍ
162 千葉　眞裕　(6) ﾁﾊﾞ ﾏﾋﾛ 山形南小 男 走り高跳び
163 高橋　龍史　(6) ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｼﾞ 山形南小 男 １０００ｍ・８００ｍ
164 伊東　　新　(5) ｲﾄｳ ｱﾗﾀ 蔵王三小 男 5年１００ｍ
181 伊藤　将義　(6) ｲﾄｳ ﾏｻﾖｼ TJAC 男 リレー・6年１００ｍ
182 鈴木　　心　(6) ｽｽﾞｷ ｼﾝ TJAC 男 ジャベリックボール投げ
183 藤井　　杏　(6) ﾌｼﾞｲ ｷｮｳ TJAC 男 走り高跳び
184 竹俣　唯音　(6) ﾀｹﾏﾀ ｲｵﾝ TJAC 男 リレーのみ
185 阿部　心輝　(6) ｱﾍﾞ ｺｳｷ TJAC 男 リレーのみ
186 加賀美大和　(5) ｶｶﾞﾐ ﾔﾏﾄ TJAC 男 リレーのみ
187 加藤　　翼　(6) ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 天童北部小 男 リレー・6年１００ｍ
188 鈴木　恵太　(6) ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 天童北部小 男 リレー・１０００ｍ
189 大泉　俐駆　(6) ｵｵｲｽﾞﾐ ﾘｸ 天童北部小 男 リレー・８０ｍH
190 横尾　奏汰　(6) ﾖｺｵ ｶﾅﾀ 天童北部小 男 リレーのみ
191 佐々木律心　(6) ｻｻｷ ﾘｯｼﾝ 相模小 男 走り幅跳び
192 森　　遥音　(6) ﾓﾘ ﾊﾙﾄ 天童市立蔵増小 男 １０００ｍ
193 菅藤　煌生　(5) ｶﾝﾄｳ ｺｳｾｲ 天童市立蔵増小 男 5年１００ｍ
194 山口海結斗　(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕﾄ 津山小 男 １０００ｍ
195 門　凜太郎　(6) ｶﾄﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 津山小 男 走り高跳び
196 佐藤　将成　(6) ｻﾄｳ ﾏｻﾅﾘ 津山小 男 走り幅跳び
197 吉泉　舞音　(6) ﾖｼｲｽﾞﾐ ﾏｲﾄ 長岡小 男 ８０ｍH
198 深堀　竜矢　(5) ﾌｶﾎﾞﾘ ﾘｭｳﾔ 高擶小学校 男 5年１００ｍ
199 松木　悠人　(6) ﾏﾂｷ ﾕｳﾄ 高擶小学校 男 リレーのみ
200 佐藤　　暖　(6) ｻﾄｳ ﾀﾞﾝ 高擶小学校 男 リレーのみ
201 鈴木　　翔　(6) ｽｽﾞｷ ｼｮｳ 高擶小学校 男 リレーのみ
202 長谷川大翼　(6) ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 高擶小学校 男 リレーのみ
203 瀧口　勇斗　(6) ﾀｷｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 高擶小学校 男 リレーのみ
204 黒沼　広和　(6) ｸﾛﾇﾏ ﾋﾛｶｽﾞ ARAYA 男 6年１００ｍ
205 佐藤　蓮斗　(5) ｻﾄｳ ﾚﾝﾄ ARAYA 男 ジャベリックボール投げ
206 板垣昂志郎　(6) ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｼﾛｳ 豊田小学校 男 ８０ｍH
207 伊藤　大揮　(5) ｲﾄｳ  ﾀﾞｲｷ 山辺小学校 男 5年１００ｍ
214 青木　虎大　(5) ｱｵｷ ﾄﾗｵ 谷地南部小 男 リレー・5年１００ｍ
215 草苅　楓斗  (5) ｸｻｶﾘ ﾌｳﾄ ETジュニア 男 5年１００ｍ
216 後藤　諒真　(5) ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳﾏ ETジュニア 男 5年１００ｍ
217 眞木　俊貴　(6) ﾏｷ ﾄｼﾀｶ 谷地南部小 男 リレー・6年１００ｍ
218 太田　絢斗　(6) ｵｵﾀ ｱﾔﾄ 西川小 男 6年１００ｍ
219 菅井　翔太　(6) ｽｶﾞｲ ｼｮｳﾀ 寒・西JAC 男 6年１００ｍ
220 安食　光翔　(6) ｱｼﾞｷ ﾋﾛﾄ ETジュニア 男 リレー・１０００ｍ
221 古沢　颯汰　(6) ﾌﾙｻﾜ ｿｳﾀ ETジュニア 男 １０００ｍ
222 堀　　龍空　(6) ﾎﾘ ﾘｭｳｱ 宮宿小 男 リレー・１０００ｍ
223 横山　　翔　(6) ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳ ETジュニア 男 リレー・８０ｍH
224 渋谷　　航　(6) ｼﾌﾞﾔ ﾜﾀﾙ 高松小 男 走り幅跳び
225 熊谷　陽希　(6) ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾙｷ 寒・西JAC 男 走り幅跳び
226 原田　　森　(6) ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝ 谷地南部小 男 リレー・走り高跳び
227 石川　瑞人　(6) ｲｼｶﾜ ﾐｽﾞﾄ 谷地南部小 男 リレー・走り高跳び
228 滝川　　壯　(6) ﾀｷｶﾜ ｿｳ 宮宿小 男 リレー・ジャベリックボール投げ
229 白田　皓聖　(6) ｼﾗﾀ ｺｳｾｲ 大谷小 男 ジャベリックボール投げ
230 荒木　遥貴　(6) ｱﾗｷ ﾊﾙｷ ETジュニア 男 リレーのみ
231 伊藤　誉人　(6) ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾄ ETジュニア 男 リレーのみ
232 大沼　正宗　(6) ｵｵﾇﾏ ﾏｻﾑﾈ ETジュニア 男 リレーのみ
233 槇　　透吾　(6) ﾏｷ ﾄｳｺﾞ 谷地南部小 男 リレーのみ
234 阿部　佑音　(5) ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ 宮宿小 男 リレーのみ
235 佐藤　翔太　(6) ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 宮宿小 男 リレーのみ
236 鈴木　蓮音　(5) ｽｽﾞｷ ﾚｵﾝ 宮宿小 男 リレーのみ



247 押井　快斗　(6) ｵｼｲ ｶｲﾄ 楯岡小学校 男 リレー・6年１００ｍ
248 岸　　健人　(5) ｷｼ ｹﾝﾄ 楯岡小学校 男 リレー・5年１００ｍ
249 小川　聖矢　(6) ｵｶﾞﾜ ｾｲﾔ 楯岡小学校 男 リレーのみ
250 鈴木　悠仁　(6) ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 楯岡小学校 男 リレーのみ
251 石澤　颯人　(6) ｲｼｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 楯岡小学校 男 リレーのみ
252 小山田　埜　(6) ｵﾔﾏﾀﾞ ｷﾖﾄ 村山西郷小学校 男 １０００ｍ
253 保科　心斗　(6) ﾎｼﾅ ｼﾝﾄ 大久保小学校 男 6年１００ｍ
254 狩野　譲希　(6) ｶﾉ ﾕｽﾞｷ 富並小学校 男 走り高跳び
255 奥山　瑛太　(6) ｵｸﾔﾏ ｴｲﾀ 市立東根小 男 リレーのみ
256 古郡　温育　(6) ﾌﾙｺｵﾘ ﾊﾙｲ 市立東根小 男 リレー走り幅跳び
257 清野隆之輔　(6) ｾｲﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 市立東根小 男 リレーのみ
258 冨樫　毅大　(6) ﾄｶﾞｼ ﾀｶﾋﾛ 市立東根小 男 リレーのみ
259 大内　一輝　(5) ｵｵｳﾁ ｶｽﾞｷ 市立東根小 男 リレーのみ
260 横尾　郁斗　(5) ﾖｺｵ ｲｸﾄ 市立東根小 男 ジャベリックボール投げ
261 藤原　康太　(6) ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀ 神町小学校 男 ８０ｍH
262 後藤　康希　(5) ｺﾞﾄｳ ｺｳｷ 大富小学校 男 5年１００ｍ
263 土赤　龍瞳　(6) ﾂﾁｱｶ ﾘｭｳﾄﾞｳ 大富小学校 男 ジャベリックボール投げ
264 大沼　十斗　(6) ｵｵﾇﾏ ｼﾞｭｳﾄ 小田島小学校 男 走り高跳び
265 高橋　善寿　(6) ﾀｶﾊｼ ｾﾞﾝｼﾞｭ 長瀞小学校 男 １０００ｍ
266 名和　來雅　(5) ﾅﾜ ﾗｲｶﾞ 東根中部小学校 男 5年１００ｍ
267 安藤　翔生　(6) ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｾｲ 大森小学校 男 リレー・6年１００ｍ
268 早坂　颯眞　(6) ﾊﾔｻｶ ｿｳﾏ 大森小学校 男 リレー・6年１００ｍ
269 小関　健矢　(6) ｺｾｷ ｹﾝﾔ 大森小学校 男 走り幅跳び
270 下山　大輔　(6) ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 大森小学校 男 １０００ｍ
271 青嶋信太朗　(6) ｱｵｼﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 大森小学校 男 ８０ｍH
272 齋藤　　輝　(6) ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ 大森小学校 男 リレーのみ
273 松橋　　昊　(6) ﾏﾂﾊｼ ｺｳ 大森小学校 男 リレーのみ
274 庄司　智哉　(6) ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾔ 大森小学校 男 リレーのみ
275 山科　快成　(5) ﾔﾏｼﾅ ｶｲｾｲ 福原小学校 男 5年１００ｍ
276 西塚　羚桜　(6) ﾆｼﾂﾞｶ ﾚｵ 尾花沢小学校 男 リレー・８０ｍH
277 柏倉　理来　(6) ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾘｸ 尾花沢小学校 男 リレー・８０ｍH
278 倉兼　莉駒　(6) ｸﾗｶﾈ ﾘｸ 尾花沢小学校 男 リレーのみ
279 大類　夏生　(6) ｵｵﾙｲ ﾅﾂｷ 尾花沢小学校 男 リレーのみ
280 斎藤　来也　(6) ｻｲﾄｳ ﾗｲﾔ 尾花沢小学校 男 リレーのみ
281 齋藤　　悠　(6) ｻｲﾄｳ ﾕｳ 大石田北小学校 男 １０００ｍ
289 星川　智就　(6) ﾎｼｶﾜ ﾄﾓﾅﾘ 沼田アスリート 男 走り幅跳び
290 齋藤　　怜　(5) ｻｲﾄｳ ﾚﾝ 沼田アスリート 男 5年１００ｍ
291 中村　一琥　(5) ﾅｶﾑﾗ ｲﾁﾄﾗ 沼田アスリート 男 5年１００ｍ
292 佐藤　　颯　(6) ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ 北辰ポルターレ 男 リレー・ジャベリックボール投げ
293 小野　哲星　(6) ｵﾉ ﾃｯｾｲ 北辰ポルターレ 男 リレー・走り高跳び
294 深瀬　瑠杜　(6) ﾌｶｾ ﾙｳﾄ 北辰ポルターレ 男 リレー・１０００ｍ・８００ｍ
295 佐藤　翔吾　(6) ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 北辰ポルターレ 男 リレーのみ
296 鈴木　暖生  (5) ｽｽﾞｷ ﾙｲ 有屋小学校 男 走り幅跳び
297 菅　　颯人　(6) ｶﾝ ﾊﾔﾄ 大堀小学校 男 6年１００ｍ
298 菅　　遙斗　(6) ｶﾝ ﾊﾙﾄ 大堀小学校 男 ８０ｍH
299 沼澤　一晴　(6) ﾇﾏｻﾞﾜ ｲｯｾｲ 舟形AC 男 リレー・6年１００ｍ
300 伊藤　大空　(6) ｲﾄｳ ｿﾗ 舟形AC 男 リレーのみ
301 黒坂　悠大　(6) ｸﾛｻｶ ﾕｳﾀﾞｲ 舟形AC 男 リレーのみ
302 西塚　強真　(5) ﾆｼﾂﾞｶ ｼｲﾏ 舟形AC 男 リレーのみ
303 豊岡　凌平　(5) ﾄﾖｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 舟形AC 男 リレー・5年１００ｍ
304 早坂　凌雅　(6) ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳｶﾞ 大蔵AC 男 リレー・１０００ｍ・８００ｍ
305 丹　　夢来　(6) ﾀﾝ ﾕﾗ 大蔵AC 男 リレー・走り高跳び
306 小野幸治郎　(6) ｵﾉ ｺｳｼﾞﾛｳ 大蔵AC 男 リレーのみ
307 八鍬　和輝　(5) ﾔｸﾜ ｶｽﾞｷ 大蔵AC 男 リレーのみ
308 柿崎　充希　(5) ｶｷｻﾞｷ ｱﾂｷ 大蔵AC 男 リレーのみ
309 佐々木勇駕　(6) ｻｻｷ ﾕｳｶﾞ 戸沢Ｔ＆Ｆ 男 6年１００ｍ
310 山崎　幹太　(6) ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝﾀ 戸沢Ｔ＆Ｆ 男 ジャベリックボール投げ
311 古川　一琉　(5) ﾌﾙｶﾜ ｲﾁﾙ 戸沢Ｔ＆Ｆ 男 １０００ｍ・８００ｍ
322 本間　丈斗　(6) ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾄ 朝暘一小 男 ジャベリックボール投げ
323 大宮　健治　(6) ｵｵﾐﾔ ｹﾝｼﾞ 朝暘二小 男 １０００ｍ・８００ｍ
324 鈴木　大翔　(6) ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾄ 朝暘二小 男 １０００ｍ・８００ｍ
325 菅原　　諒　(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 朝暘二小 男 ジャベリックボール投げ
326 松田　恵悟　(6) ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｺﾞ 朝暘三小 男 リレー・6年１００ｍ
327 小角　　知　(6) ｵｽﾞﾐ ｻﾄｼ 朝暘三小 男 リレーのみ
328 加藤　楽琥　(6) ｶﾄｳ ｶﾞｸ 朝暘三小 男 リレーのみ
329 來生朱揮都　(6) ｷｽｷﾞ ｱｷﾄ 朝暘三小 男 リレーのみ



330 鈴木孝太郎　(6) ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 朝暘三小 男 リレー・走り高跳び
331 一関　直央　(6) ｲﾁﾉｾｷ ﾅｵ 朝暘四小 男 リレー・6年１００ｍ
332 矢口　大斗　(6) ﾔｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 朝暘四小 男 リレー・８０ｍH
333 忠鉢　楓真　(6) ﾁｭｳﾊﾞﾁ ﾌｳﾏ 朝暘四小 男 リレーのみ
334 成沢　悠士　(6) ﾅﾘｻﾜ ﾋｻﾄ 朝暘四小 男 リレーのみ
335 清野　奏人　(6) ｾｲﾉ ｶﾅﾄ 朝暘四小 男 リレーのみ
336 佐藤　杜羽　(6) ｻﾄｳ ﾄﾜ 朝暘五小 男 リレー・6年１００ｍ
337 庄司　聖永　(6) ｼｮｳｼﾞ ｾﾅ 朝暘五小 男 リレーのみ
338 木曽　健太　(6) ｷｿ ｹﾝﾀ 朝暘五小 男 リレーのみ
339 浅野那由斗　(6) ｱｻﾉ ﾅﾕﾄ 朝暘五小 男 リレーのみ
340 冨樫　茂空　(6) ﾄｶﾞｼ ｼｹﾞｱ 朝暘五小 男 リレーのみ
341 齊藤　陽太　(6) ｻｲﾄｳ ﾖｳﾀ 朝暘六小 男 ８０ｍH
342 清水　一瑳　(6) ｼﾐｽﾞ ｲｯｻ 朝暘六小 男 ８０ｍH
343 中小原和馬　(6) ﾅｶｺﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 朝暘六小 男 走り高跳び
344 齊藤　陽太　(6) ｻｲﾄｳ ﾖｳﾀ 朝暘六小 男 ８０ｍH
345 清水　一瑳　(6) ｼﾐｽﾞ ｲｯｻ 朝暘六小 男 ８０ｍH
346 中小原和馬　(6) ﾅｶｺﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 朝暘六小 男 走り幅跳び
347 佐藤　奏太　(6) ｻﾄｳ ｿｳﾀ 西郷小 男 リレーのみ
348 齋藤　青波　(6) ｻｲﾄｳ ｱｵﾊﾞ 西郷小 男 リレー・走り高跳び
349 遠藤　　成　(6) ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾙ 西郷小 男 リレーのみ
350 佐藤　潤季　(6) ｻﾄｳ ﾐﾂｷ 西郷小 男 リレー・6年１００ｍ
351 田村　絆人　(6) ﾀﾑﾗ ﾊﾝﾄ 西郷小 男 リレー・８０ｍH
352 佐藤　　授　(6) ｻﾄｳ ｻｽﾞｸ 鶴岡上郷小 男 走り幅跳び
353 池田　琥々　(6) ｲｹﾀﾞ ｺｺ 広瀬小 男 ジャベリックボール投げ
354 佐藤　右京　(6) ｻﾄｳ ｳｷｮｳ 広瀬小 男 １０００ｍ・８００ｍ
355 庄司　歩夢　(6) ｼｮｳｼﾞ ｱﾕﾑ 横山小 男 走り幅跳び
356 日向　啓心　(5) ﾋﾅﾀ ｹｲｼﾝ 藤島小 男 5年１００ｍ
357 小野寺優斗　(5) ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳﾄ 渡前小 男 5年１００ｍ
358 今野　彪冴　(6) ｺﾝﾉ ﾋｮｳｶﾞ 余目一 男 6年１００ｍ
359 後藤　崇仁　(6) ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾋﾄ 余目一 男 ８０ｍH
360 佐々木秀磨　(6) ｻｻｷ ｼｭｳﾏ 余目二小 男 リレー走り幅跳び
361 鈴木　大翔　(6) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 余目二小 男 １０００ｍ・８００ｍ
362 齋藤　光希　(6) ｻｲﾄｳ ﾐﾂｷ 余目二小 男 リレーのみ
363 三浦　　弘　(6) ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 余目二小 男 リレーのみ
364 五十嵐　豪　(6) ｲｶﾞﾗｼ ｺﾞｳ 余目二小 男 リレーのみ
365 荻野　　藍　(5) ｵｷﾞﾉ ｱｵｲ 余目三小 男 5年１００ｍ
366 髙橋　佑来　(6) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 余目三小 男 １０００ｍ・８００ｍ
367 斎藤　大馳　(5) ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 余目四小 男 5年１００ｍ
376 阿部　太惺　(6) ｱﾍﾞ ﾀｲｾｲ 遊佐学区スポ少 男 リレーのみ
377 佐々木優生　(6) ｻｻｷ ﾕｳｾｲ 遊佐学区スポ少 男 リレーのみ
378 真垣　光希　(6) ﾏｶﾞｷ ﾐﾂｷ 遊佐学区スポ少 男 リレー走り幅跳び
379 齋藤　　力  (5) ｻｲﾄｳ ﾁｶﾗ 遊佐学区スポ少 男 リレーのみ
380 髙橋剣士郎  (6) ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾛｳ 遊佐学区スポ少 男 リレーのみ
381 石井　友翔  (6) ｲｼｲ ﾕｳﾄ 平田ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ 男 6年１００ｍ
382 髙橋　　世  (6) ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｾ 松陵学区スポ少 男 6年１００ｍ
383 滝　　彪翔  (6) ﾀｷ ﾋｭｳｶﾞ あすなろフェニックス 男 １０００ｍ・８００ｍ
384 鈴木　陸生  (6) ｽｽﾞｷ ﾘｸ あすなろフェニックス 男 １０００ｍ・８００ｍ
385 石井　虎毅  (6) ｲｼｲ ｺｳｷ 遊’ｓスポ少 男 １０００ｍ・８００ｍ
386 後藤　　宙  (6) ｺﾞﾄｳ  ｿﾗ 八幡ﾐﾆﾊﾞｽｹ 男 １０００ｍ・８００ｍ
387 德田　流虹　(6) ﾄｸﾀﾞ ﾙｳｸ 八幡ﾐﾆﾊﾞｽｹ 男 １０００ｍ・８００ｍ
388 今井　悠翔  (5) ｲﾏｲ ﾕｳﾄ 八幡ﾐﾆﾊﾞｽｹ 男 5年１００ｍ
389 菅原　義大　(5) ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼﾋﾛ 浜田ｻｯｶｰｽﾎﾟ少 男 5年１００ｍ
390 今井　奏音  (5) ｲﾏｲ ｶﾅﾄ 浜田野球スポ少 男 走り高跳び
391 五十嵐海維  (6) ｲｶﾞﾗｼ ｶｲ レンジャーズ 男 ジャベリックボール投げ
392 大江健太郎  (6) ｵｵｴ ｹﾝﾀﾛｳ 若子連ＡＣ 男 ジャベリックボール投げ
393 鈴木　雄冴  (6) ｽｽﾞｷ ﾕｳｶﾞ 平田陸上教室 男 ８０ｍH
394 齋藤　礼於  (6) ｻｲﾄｳ ﾚｵ ＳＲＫジュニア 男 リレー・6年１００ｍ
395 齋藤　　葵  (6) ｻｲﾄｳ ｱｵｲ ＳＲＫジュニア 男 リレー・6年１００ｍ
396 佐藤　　翔  (6) ｻﾄｳ ｶｹﾙ ＳＲＫジュニア 男 リレー・6年１００ｍ
397 五十嵐優成  (5) ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｾｲ ＳＲＫジュニア 男 リレー・5年１００ｍ
398 髙橋　宏太  (5) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ ＳＲＫジュニア 男 リレー・5年１００ｍ
399 阿部　樹生  (5) ｱﾍﾞ ｲﾂｷ ＳＲＫジュニア 男 リレー・5年１００ｍ
400 五十嵐永翼  (6) ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾖﾙ ＳＲＫジュニア 男 リレー・８０ｍH
401 髙橋　優太  (6) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ ＳＲＫジュニア 男 リレー走り幅跳び
402 小野　滉平  (6) ｵﾉ ｺｳﾍｲ ＳＲＫジュニア 男 リレー走り幅跳び
403 三笠　煌明  (5) ﾐｶｻ ｺｳﾒｲ ＳＲＫジュニア 男 ジャベリックボール投げ



404 村上翔太郎  (6) ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ ＳＲＫジュニア 男 リレー・８０ｍH


