平成２８年度 第２期（６月～７月）
氏 名

学 校

学年

ｺｰｽ

【 １ 級 進 級 者 】
伊藤 新琉 つばき保 年少 D4
伊藤 夢琉 つばき保 年少 D4
髙橋 未蕾 平野児 年少 E1
成田 大悟 平野児 年少 E1
奥田 心華 小松幼 年中 E1
宮﨑 裕也 致芳児 年長 E1
布施 碧葉 伊佐沢児 年長 E1
鈴木 凜 白ゆり保 年長 E1
【 ２ 級 進 級 者 】
新野 聡太 東根小 小１ A4
上田 和希 東根小 小１ A4
会田 六花 添川児 年中 A4
井上 美玖 致芳児 年中 A4
遠藤
颯 添川児 年中 A4
冨樫 迪来 愛真こども園 年長 A4
大滝 心夏 白ゆり保 年長 A4
渡部 脩生 宮内小 小１ B4E2
嵐田虎之介 長井小 小４ B4
藤田 美月 平野児 年長 B4
渡辺 結月 平野児 年長 B4
村上
慶 西根児 年長 B4
三浦 慶信 鮎貝小 小１ C4
井上
粋 小桜幼 年中 C4
鈴木 颯晃 めぐみ幼 年中 C4
工藤
花 小桜幼 年長 C4
平 美紗 小桜幼 年長 C4
豊嶋 樂生 荒砥小 小１ D4
青木 沙弥 平野児 年中 D4
青木みなみ 平野児 年中 D4
伊藤 愛琉 つばき保 年長 D4
渋谷
成 つばき保 年中 E1
須藤 杏恋 平野児 年中 E1
青木 駿弥 平野児 年中 E1
須貝 翼 さくらの保 年長 E1
平
琉希 致芳児 年長 E1
菊地
蓮 白山保 年長 E1
須佐 侑未 小桜幼 年長 E1
佐々木陽矢 荒砥小 小１ E2
沼澤 綺那 致芳小 小１ E2
渡部 珠希 第一小 小１ E2
舟山 由華 添川小 小１ E2
小笠原維吹 米沢養護 小２ E2
【 ３ 級 進 級 者 】
鈴木 海司 長井小 小１ A4
髙橋 星姫 致芳小 小２ A4
永岡 紅遥 致芳小 小２ A4
藁品 花穂 蚕桑小 小１ B4
土屋 実由 長井小 小２ B4
勝見
遼 長井小 小２ B4
今野 優奈 長井小 小２ B4
荒生 悠登 長井小 小３ B4
和久井麻央 豊田児 年中 B4
小林菜々音 長井小 小１ C4
斯波 恒太 長井小 小１ C4
須貝 花梨 鮎貝小 小１ C4
佐藤惟央里 手ノ子幼 年長 C4
長谷川心暖 第二小 小１ D4

氏 名

学 校

学年

ｺｰｽ

【 ３ 級 進 級 者 】
伊藤 稜真 つばき保 年長 D4
荒生 陽向 愛真こども園 年中 E1
大巻安禾莉 西根児 年長 E1
鈴木 友彩 西根児 年長 E1
今 啓一郎 愛真こども園 年長 E1
髙橋 玲那 豊田児 年長 E1
新野 嘉穂 東根小 小２ E2
木村 咲笑 鮎貝小 小１ E2
梅津 心美 長井小 小１ E2
渋谷 桃音 長井小 小１ E2
新野 蒼介 東根小 小１ E2
高橋 佳那 豊田小 小１ E2
中嶋カンナ 長井小 小１ E2
高石 葵南 長井小 小１ E2
菅野 若斗 致芳小 小１ E2
紺野 葵李 東根小 小２ E2
志田 姫南 東根小 小２ E2
小関 愛花 荒砥小 小２ E2
手塚 心結 荒砥小 小２ E2
髙橋 飛翔 豊田小 小３ E2
【 ４ 級 進 級 者 】
伊藤 彩姫 致芳小 小１ A4
会田 樹彩 添川小 小１ A4
菅 陽翔 鮎貝小 小２ A4
峯村 芭菜 致芳小 小２ A4
児玉 龍生 致芳小 小２ A4
丸山
剛 東根小 小２ AC4
宮澤 智久 鮎貝小 小３ A4
金田 健汰 蚕桑小 小３ A4
志田 佳月 第二小 小１ B4
田口 陽葵 蚕桑小 小１ B4
川上なな葉 長井小 小２ B4
岡田 莉穂 長井小 小２ B4
梶山明日香 長井小 小１ C4
樋口 琉南 鮎貝小 小２ C4
星 結希愛 長井小 小１ D4
小林 蒼紫 豊田小 小２ D4
遠藤 琉生 豊田小 小２ D4
山田 梨月 沖郷児 年長 D4
年長 D4
長岡 昊佑 わくわく
こども園
佐藤
蓮 豊田小 小１ E2
佐野 瑛音 長井小 小１ E2
石山
浬 長井小 小１ E2
長岡 采葉 第一小 小１ E2
中村 璃楽 鮎貝小 小１ E2
梅津 天羽 長井小 小１ E2
本間 心菜 山形八小 小３ E2
鈴木 羚羅 豊田小 小３ E2
菅原 多葵 荒砥小 小３ E2
齋藤
優 長井小 小４ E2
【 ５ 級 進 級 者 】
後藤 巧成 豊田小 小１ A4
高梨 果琳 小桜幼 年長 A4
桑嶋 琉生 鮎貝小 小１ B4
鈴木 朔士 豊田小 小２ B4
梅津 奏太 長井小 小３ B4
大山 愛未 長井小 小１ C4

氏 名

進級者一覧
学 校

学年

ｺｰｽ

【 ５ 級 進 級 者 】
相田
怜 長井小 小１ C4
村上 愛海 鮎貝小 小２ C4
椎名 日和 西根小 小４ D4
坂野 珠実 長井小 小１ D4
江口 賢斗 第一小 小２ D4
金子 來獅 めぐみ幼 年長 D4
山口 直哉 屋代小 小１ E3
井上 雄太 長井小 小１ E3
木村 琴美 第一小 小２ E3
荒生 創央 荒砥小 小２ E3
馬下 優弥 鮎貝小 小３ E3
齋藤
蛍 長井小 小３ E3
鈴木 航志 小桜幼 年長 E3
【 ６ 級 進 級 者 】
髙橋 柊心 西根小 小２ A4
樋口 琥珀 鮎貝小 小２ A4
古口 莉子 致芳小 小２ A4
渡部孝太郎 平野小 小２ B4
青木丈一郎 平野小 小２ B4
田口 眞大 蚕桑小 小３ B4
竹田
光 豊田小 小３ B4
那須 将吾 長井小 小１ C4
鈴木 成実 鮎貝小 小１ C4
今野 滉盛 蚕桑小 小１ C4
小形 梨緒 東根小 小２ C4
船山 祥 鮎貝小 小２ AC4
佐藤ひなた 手ノ子小 小２ C4
岡部 稟子 蚕桑小 小２ C4
安部 愛士 第二小 小１ D4
舩山 陽丞 添川小 小２ D4
小田 絢音 豊田小 小２ D4
長岡 茉桜 第一小 小２ D4
伊藤 晃人 第二小 小２ D4
稲垣
侑 長井小 小４ D4
年長 D4
渡部 心温 わくわく
こども園
原 葉治朗 荒砥小 小１ E3
澤村 颯人 小松小 小１ E3
池田 紗空 豊田小 小１ E3
高橋 大悟 長井小 小２ E3
金
蓮斗 長井小 小２ E3
色摩 陽乃 致芳小 小２ E3
平田 優佳 犬川小 小３ E3
髙橋 瑠真 めぐみ幼 年長 E3
【 ７ 級 進 級 者 】
菊地 陽斗 東根小 小２ A4
青木 來夢 西根小 小３ A4
遠藤 佳帆 添川小 小３ A4
湯澤 真維 蚕桑小 小３ A4
松澤 寧々 長井小 小１ B4
竹田 南月 長井小 小３ B4
清野和夏菜 長井小 小１ C4
川崎陽一郎 蚕桑小 小２ C4
鈴木 十和 東根小 小２ C4
佐藤 瑞樹 鮎貝小 小２ C4
髙橋 咲花 蚕桑小 小２ C4
宮澤ななせ 鮎貝小 小２ C4
大沼 和佳 鮎貝小 小３ C4

氏 名

【 ７ 級
平
栞菜
安部 夏芽
安部 倖平
髙橋 優希
沼澤
蓮
梅津結衣菜
渡部紗織里
井上 優愛
大滝 優衣
渡部 太一
渡部 凱人
【 ８ 級
庄司 悠浬
菊地 歩夢
髙橋さくら
荒木 優志
塩田 彩七
小松 海来
飯澤 侑大
梅津 拓夢
松田 青輝
会田 咲雪
飯澤 一翔
孫田 琉生
黒澤 佑真
迎田 琴美
植木 安路
梅津 百花
山内 朱莉
黒澤 侑華
丸川 快斗
浅野 蒼仁
橋本 一輝
渡部 志音
横山 未羽
菊地 陽音
平
真緒
村山 隼斗
齋藤 大輔
渋谷 倭向
渋谷 光星
佐々木 柚
渋谷 美空
新野 桜愛
【 ９ 級
孫田 陽凪
長谷部匠汰
遠藤 咲乃
佐藤 由庵
小松
煌
小野 龍二
原 森太朗
飯澤ちさと
川上 桃葉
荒生 直哉
土屋 海晴
梅津 希望

学 校

進

学年

級

西根小
第二小
第二小
添川小
東根小
さゆり保
第一小
第二小
長井小
小松小
宮内小

進

進
西根小
長井小
西根小
長井小
豊田小
荒砥小
荒砥小
長井小
長井小
長井小
東根小
東根小

小３
小１
小２
小２
小４
年長
小２
小２
小３
小３
小４

級

豊田小
致芳小
致芳小
鮎貝小
致芳小
致芳小
致芳小
致芳小
荒砥小
添川小
長井小
長井小
長井小
伊佐沢小
蚕桑小
長井小
長井小
鮎貝小
鮎貝小
添川小
長井小
平野小
第二小
第二小
長井小
荒砥小
豊田小
東根小
東根小
長井小
第二小
東根小

B5E3

】

A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
B4
B4
B4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3

者

小３
小４
小２
小３
小４
小４
小４
小４
小５
小５
小２
小２

】

C4
D4
D4
D4
D4
D4
E3
E3
E3
E3

者

小１
小１
小２
小２
小３
小３
小３
小３
小３
小３
小２
小３
小３
小１
小２
小２
小２
小３
小３
小２
小２
小３
小３
小３
小３
小２
小２
小２
小２
小２
小２
小４

級

ｺｰｽ

者

】

A5
A5
BD5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
C5
C5

平成２８年度 第２期（６月～７月）
氏 名

学 校

学年

ｺｰｽ

【 ９ 級 進 級 者 】
遠藤 美月 蚕桑小 小２ C5
青木さくら 平野小 小２ D4
小関 政広 平野小 小２ D4
菊地 駿太 添川小 小３ D4
佐藤 林檎 豊田小 小３ D4
髙橋 悠太 長井小 小４ D4
今
音々 鮎貝小 小２ E4
鈴木 敬太 長井小 小３ E4
勝見 将紀 東根小 小３ E4
大滝 遥仁 鷹山小 小３ E4
沼澤 柊人 東根小 小３ E4
星野 希実 小松小 小３ E4
【 １ ０ 級 進 級 者 】
小笠原 慎 長井小 小１ A5
井上 莉瑚 致芳小 小２ A5
佐々木こころ 致芳小

小３ A5

山口 太一 鮎貝小 小３ A5
岩澤 拓大 鮎貝小 小３ A5
峯村 玲史 致芳小 小４ A5
孫田 和奏 西根小 小４ A5
川村
豪 長井小 小４ B5
馬場 聖将 長井小 小４ B5
鈴木 快尚 長井小 小２ C5
小松 詩乃 蚕桑小 小２ C5
川崎 幸星 長井小 小３ C5
沼沢
響 東根小 小４ C5
島貫 央夢 手ノ子小 小２ D5
山口なのは 西根小 小２ D5
横山 叶多 第一小 小３ D5
今野 佑晟 平野小 小３ D5
佐野 絢音 長井小 小３ D5
佐藤穂乃華 第一小 小３ D5
浅野 泰芽 添川小 小４ D5
井上
綾 長井小 小２ E3
大沼 由奈 伊佐沢小 小２ E4
大木
心 東根小 小３ E4
第二小 小３ E4
五十公野夏輝
髙橋 柊真 長井小 小３ E4
渡部 夏希 長井小 小３ E4
鈴木 洸紀 致芳小 小５ E4
渡部 心響 第一小 小５ E4
長澤 莉緒 赤湯小 小５ E4
【 １ １ 級 進 級 者 】
金田 結以 蚕桑小 小３ A5
戸内
蘭 致芳小 小３ A5
島貫 心花 長井小 小３ B5
石井 大樹 荒砥小 小５ B5
禅
恭徳 伊佐沢小 小２ C5
佐藤 遙和 長井小 小３ CD5
佐藤 有吾 長井小 小３ C5
小谷部将幸 蚕桑小 小３ C5
宮澤 世周 鮎貝小 小４ C5
蹄
愛菜 長井小 小１ D5
後藤 柚衣 飯豊中 小２ D5
鈴木 歩武 平野小 小２ D5
酒井 花果 長井小 小２ D5
鈴木 遥汰 豊田小 小２ D5

氏 名

【 １
青木
濱田
高橋
今野
横山

学 校

学年

ｺｰｽ

１ 級 進 級 者 】
大樹 平野小 小２ D5
空良 致芳小 小２ D5
塁 小松小 小４ D5
苺佳 平野小 小５ D5
雅斗 長井小 小５ D5

五十嵐彩矢可 第二小

小２ E4

土谷 穂夏 長井小 小２ E4
高橋 芽生 小松小 小２ E4
宇山つばき 第二小 小３ E4
渋谷 心美 東根小 小３ E4
丸山 晃平 荒砥小 小４ E4
【 １ ２ 級 進 級 者 】
和久井博斗 豊田小 小２ A5
越津 将樹 致芳小 小３ A5
山口 稜翔 伊佐沢小 小３ A5
齋藤 翔太 致芳小 小３ A5
藁品 遼佑 蚕桑小 小３ A5
鈴木 心菜 致芳小 小３ A5
菊地
祥 致芳小 小３ A5
渋谷
睦 鮎貝小 小４ AC5
鈴木
凌 長井小 小２ B5
野中
愛 荒砥小 小４ B5
石塚 美咲 致芳小 小２ C5
井上
更 長井小 小２ C5
横山 侑史 長井小 小２ C5
小浦 映茉 長井小 小２ C5
小形さくら 東根小 小２ C5
那須 光誠 長井小 小３ C5
奥山 來瑠 長井小 小３ C5
渡部 莉子 長井小 小３ C5
土屋 大雅 長井小 小４ C5
向田 花斗 東根小 小４ C5
佐藤 郁斗 西根小 小６ C5
後藤 光輝 第一小 小２ D5
後藤 瑠辰 第一小 小４ D5
伊藤 梨乃 第二小 小５ D5
長谷部 匡 豊田小 小３ E4
長岡 恭甫 第一小 小３ E4
木村 瑠里 第二小 小３ E4
今野 佳希 平野小 小４ E4
【 １ ３ 級 進 級 者 】
船山 芽生 鮎貝小 小３ AC5
鈴木 里菜 鮎貝小 小４ A5
高田 一帆 荒砥小 小３ B5
手塚 紀愛 長井小 小３ B5
志釜 蘭星 伊佐沢小 小３ B5
梅津 匠杜 第一小 小３ B5
松澤 奈々 長井小 小３ BD5
鈴木 咲良 長井小 小３ B5
渡邉 南泉 長井小 小５ B5
前山 和生 長井小 小２ C5
植木 壱心 蚕桑小 小３ C5
今野 杏彩 蚕桑小 小３ C5
髙橋 真希 東根小 小４ C5
髙橋 隼斗 平野小 小５ C5
榎本 千桜 蚕桑小 小３ D5
長沼 美優 第二小 小４ D5

氏 名

進級者一覧
学 校

学年
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【 １ ３ 級 進 級 者 】
新野 優凰 第一小 小４ D5
菅野 梨緒 豊田小 小４ D5
髙橋 拓夢 添川小 小５ D5
岡部 夏季 長井小 小２ E5
福田 真由 致芳小 小２ E5
飯澤 陽斗 長井小 小３ E5
渡部
奏 第二小 小３ E5
鳥取 陽子 豊田小 小５ E5
【 １ ４ 級 進 級 者 】
新野 美生 蚕桑小 小３ A5
樋口 佳汰 鮎貝小 小４ A5
森谷 呉羽 長井小 小４ A5
飯澤 一彩 致芳小 小５ A5
木村 龍星 長井小 小５ A5
船山 大雅 豊田小 小２ BD5
川村 零央 平野小 小２ BD5
鈴木僚太朗 豊田小 小３ B5
飯澤 菫怜 伊佐沢小 小３ B5
遠藤 安理 平野小 小６ B5
垂石 純大 長井小 小３ CD5
矢羽木碧衣 鮎貝小 小４ C5
髙橋 光希 東根小 小４ C5
鈴木
擁 第一小 小５ C5
渡部 煌星 第一小 小３ D5
川部 頼生 荒砥小 小４ D5
紺野 美咲 荒砥小 小５ D5
磯村 穂果 長井小 小３ E5
鈴木龍之介 長井小 小３ E5
石井 蓮斗 第一小 小４ E5
高石 美優 豊田小 小５ E5
三瓶 仁士 長井小 小５ E5
宮澤 唯斗 荒砥小 小５ E5
【 １ ５ 級 進 級 者 】
奥山 紗良 長井小 小４ A5
別部 瑛斗 致芳小 小６ AC5
小林千里子 荒砥小 小４ B5
沖野 和葉 小松小 小３ AC5
紺野 夢乃 東根小 小４ C5
佐藤
凪 荒砥小 小４ C5
坂
天翔 平野小 小５ C5
渡部 梨音 西根小 小３ D5
尾久奈々香 豊田小 小４ D5
山口 彩優 長井小 小３ E5
鈴木 怜奈 長井小 小４ E5
菊地 風香 平野小 小４ E5
江見 遥奈 鮎貝小 小４ E5
澤村 勇杜 小松小 小４ E5
原
龍一 長井小 小５ E5
小関
仁 平野小 小６ E5
【 １ ６ 級 進 級 者 】
平田 佳奈 致芳小 小５ A5
小林 海花 蚕桑小 小５ A5
平
猛叶 致芳小 小６ A5
伊藤 悠太 第一小 小６ A5
梅津
尋 荒砥小 小４ B5
横澤
然 長井小 小５ D5
本間 陽士 長井小 小４ E5
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【 １ ６ 級 進 級 者 】
笹原 皇太 小松小 小４ E5
【 １ ７ 級 進 級 者 】
齋籐
海 長井小 小４ B5
三浦 結花 犬川小 小３ AC5
新野 和真 東根小 小４ C5
平井 柚羽 長井小 小６ C5
根岸 亮輔 第一小 小４ D5
菊地 杏音 第二小 小４ D5
佐藤
釉 長井小 小４ D5
小林 優那 荒砥小 小４ E5
黒澤 瀬奈 鮎貝小 小４ E5
菅野 柚季 第一小 小４ E5
新野 萌香 東根小 小５ E5
長岡 芽生 第一小 小６ E5
【 １ ８ 級 進 級 者 】
髙木 優月 鮎貝小 小６ A6
山口 広起 荒砥小 小３ B5
佐藤 三咲 鮎貝小 小４ C6
嶋貫ひより 長井小 小３ D5
四釜 一樹 平野小 小４ D5
安部紳ノ介 第二小 小４ D5
榎本 陽真 蚕桑小 小５ D5
島貫 依央 手ノ子小 小５ D5
長谷部 遼 鮎貝小 小４ E5
渡部花奈穂 第一小 小６ E5
鈴木
愛 第一小 小６ E5
【 １ ９ 級 進 級 者 】
中村 快生 東根小 小２ C5
小形 武美 東根小 小４ C5
菅原 紗希 東根小 小４ C5
小形 葉月 東根小 小４ C5
斎藤
峻 東根小 小４ C6
鈴木 大河 東根小 小５ C6
鈴木 俊平 長井小 小４ D5
【 ２ ０ 級 進 級 者 】
今野 正就 蚕桑小 小４ A6
大山 瑛太 蚕桑小 小４ A6
伊藤 そら 長井小 小５ B5
長谷部 陽 荒砥小 小５ B5
シブリ 朝 豊田小 小６ D5
佐藤
惺 長井小 小６ D5
長谷部かれん 鮎貝小

小関
【 ２
安部
大木
山水
今野
渡部
髙橋
髙橋
井上
孫田
【 ２
田村
【 ２
川崎

小５ E5
小６ E5

りほ 平野小
１ 級 進 級 者 】
隆冬 長井小 小５ A6
美優 平野小 小６ B5
良真 長井小 小６ B5
由菜 蚕桑小 小６ C6
裕大 平野小 小５ D5
優斗 豊田小 小６ D5
葵咲 小松小 小５ E5
愛望 小松小 小５ E5
綾翔 西根小 小６ E5
２ 級 進 級 者 】
詠 犬川小 小５ E5
３ 級 進 級 者 】
陽向 致芳小 小６ A6

