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【旧1学年】 67名
島貫　樹莉音 (1-1 高畠中) 服部　楓菜 (1-1 中山中) 本間　妃音 (1-1 山辺中) 松浦　実咲 (1-1 宮内中) 赤城　風翔 (1-1 山形十中) 井上　瑠華 (1-1 山形三中)

尾形　宗太郎 (1-1 宮川中) 佐藤　隆太 (1-1 山形一中) 須藤　大晴 (1-1 山形三中) 関岡　祐賢 (1-1 山形一中) 横山　颯人 (1-1 西川中) 吉田　航大 (1-1 上山南中)

稲村　実紅 (1-2 山形十中) 江部　葵 (1-2 米沢四中) 小松　香穂 (1-2 山形七中) 鈴木　真陽路 (1-2 山形九中) 髙橋　和 (1-2 山形十中) 太田　暖人 (1-2 山形九中)

佐藤　宙夢 (1-2 山形六中) 髙橋　一真 (1-2 河北中) 團野　朔真 (1-2 篠山中) 野川　凌平 (1-2 天童一中) 樋口　史季 (1-2 白鷹中) 菊地　梨紗 (1-3 山形十中)

太田　凰介 (1-3 上山北中) 小坂　翔真 (1-3 山形九中) 小林　健琉 (1-3 山形四中) 鈴木　貫太 (1-3 天童一中) 川口　恵奈 (1-4 山形十中) 西田　桃花 (1-4 山形十中)

横山　詩乃 (1-4 山形四中) 大風　翼 (1-4 山形十中) 岡崎　竜也 (1-4 蔵王一中) 佐野　寛尭 (1-4 赤湯中) 鈴木　晴大 (1-4 上山南中) 髙橋　大二郎 (1-4 山形三中)

辻　寛太朗 (1-4 和泉石尾中) 森谷　心 (1-5 山形九中) 亀井　莉武 (1-5 天童一中) 中村　祥 (1-5 山形六中) 桃園　幹大 (1-5 天童一中) 稲垣　彩乃 (1-6 山形十中)

柿本　梨瑠 (1-6 山形六中) 毛屋　優花 (1-6 山形五中) 原田　侑果 (1-6 山形一中) 吉田　結 (1-6 神町中) 鈴木　大介 (1-6 大江中) 蛭田　颯詩 (1-6 矢吹中)

物部　豪 (1-6 岡山桑田中) 荒井　美虹 (1-7 山形九中) 齋野　苺架 (1-7 蔵王一中) 佐藤　穂の花 (1-7 山形九中) 村上　百花 (1-7 山形一中) 相馬　来威 (1-7 金井中)

髙橋　遥斗 (1-7 楯岡中) 辻　ひかる (1-7 上山北中) 本間　樹真 (1-7 朝日中) 芦野　志帆 (1-8 山形四中) 狩野　詩 (1-8 山形四中) 酒井　千恵 (1-8 上山南中)

佐竹　千愛 (1-8 陵南中) 菅野　瑠菜 (1-8 尾花沢中) 石川　尚 (1-8 西川中) 高田　翔人 (1-8 白鷹中) 髙橋　曖斗 (1-8 河北中) 半田　悠翔 (1-8 山形九中)

山田　琉偉 (1-8 山形三中)

【旧2学年】 58名
青柳　一心 (2-1 山辺中) 酒井　陽気 (2-1 上山北中) 田子　純成 (2-1 山形三中) 古川　景彪 (2-1 山形三中) 山内　悠 (2-1 山形十中) 山川　瑛真 (2-1 金井中)

和田　直太郎 (2-1 山形八中) 山口　優 (2-2 山形六中) 雨谷　七斗 (2-2 羽鳥中) 大浦　悠斗 (2-2 鮭川中) 鈴木　拓磨 (2-2 那須厚崎中) 滝沢　恭平 (2-2 米沢三中)

松田　楓輝 (2-2 山形六中) 大場　美佑 (2-3 山形十中) 東海林　諒 (2-3 山形一中) 村田　琉名 (2-3 天童二中) 渡邉　葵 (2-3 金井中) 岸　大輔 (2-3 山形二中)

斉藤　生純 (2-3 神町中) 佐藤　遼汰 (2-3 山形四中) 塩野　道斗 (2-3 山形六中) 下山　凌空 (2-3 山形三中) 鈴木　勇輝 (2-3 上山南中) 髙橋　樹生 (2-3 山形四中)

早坂　捷 (2-3 上山南中) 井上　小雪 (2-4 上山北中) 菅野　伽琉 (2-4 宮内中) 今　思乃 (2-4 白鷹中) 半田　恵実 (2-4 山形九中) 加藤　未来斗 (2-4 蔵王一中)

齋藤　陽 (2-4 山形六中) 白田　大和 (2-4 山形三中) 菅原　葵 (2-4 山形六中) 須藤　海大 (2-4 天童一中) 髙橋　和也 (2-4 山辺中) 林　竜介 (2-4 中山中)

渡部　竣 (2-4 神町中) 秋葉　里來 (2-5 山形六中) 安達　乙稀 (2-5 宮川中) 齋藤　智哉 (2-5 葉山中) 柴田　柊 (2-5 上山北中) 高橋　要 (2-5 山形九中)

長尾　脩平 (2-5 上山南中) 長谷川　光太郎 (2-5 上山北中) 舟山　弦叶 (2-5 山辺中) 増川　知大 (2-5 河北中) 長澤　心寧 (2-6 山形九中) 山本　勘太 (2-6 香芝北中)

狩野　結衣 (2-7 山形六中) 佐藤　果恋 (2-7 山形十中) 柴田　愛果 (2-7 上山北中) 富樫　花乃 (2-7 山形六中) 江口　雄貴 (2-7 山形一中) 開沼　遥海 (2-7 山形八中)

小西　翼 (2-7 高楯中) 佐藤　慶太 (2-7 町田南大谷中) 武田　衣理 (2-8 蔵王一中) 阿部　眞人 (2-8 蔵王一中)
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