
学校名 学校名

1 37 佐　藤　　　誠 工　藤　　　忠 弘　前 斉　藤　良　子 斉　藤　美代子 青　商

2 38 福　士　良　美 葛　西　邦　彦 弘　実 大　溝　音　子 小田切　絹　子 黒　石

3 39 山　口　正　孝 渡　辺  秀　昭 黒　石 青　木　せつ子 長　尾　真紀子 弘中央

4 43 鈴　木　敏　雄 石　田　義　人 八電工 織　笠　悦　子 吉　田　ちさ子 三　沢

5 44 木　立　隆　明 乗　田　明　彦 黒　石 小　野　厚　子 薮　谷　京　子 柴田女

6 45 赤　平　義　則 小笠原　克　利 青　商 田　村　俊　子 赤　石　久美子 三本木

7 46 工　藤　和　幸 中　村　裕　二 青　商 田　村　俊　子 赤　石　久美子 三本木

8 47 佐　藤　敏　彦 八木橋　良　二 青　東 葛　西　知里子 工　藤　恵　子 黒　石

9 48 三　上　雄　司 佐々木　正　之 青　商 阿　保　いね子 嶋　中　由香里 柴田女

10 49 三　上　雄　司 和　田　　　明 青　商 川　村　厚　子 小　泉　諦　子 白　菊

11 50 工　藤　祐　造 小田切　道　人 青　東 若　林　やす子 沼　沢　とも子 五　戸

12 51 甲　田　良　一 吉　田　　　正 工大一 川　村　馨　子 山　田　幸　子 柴田女

13 52 小　森　広　美 種　市　晃　三 黒　石 太　田　りえ子 佐　藤　佳代子 柴田女

14 53 米　田　政　喜 坂　田　　　修 工大一 沼　沢　利　子 今　川　紀　子 五　戸

15 54 工大一 加　藤　英　雄 小　林　英　信 工大一 柴田女 大　科　るみ子 正　木　まゆみ 青　西

16 55 弘　実 関　合　信　明 藤　田　喜代志 工大一 工大一 田　中　容　子 坂　本　由美子 柴田女

17 56 黒  商 浜　田　康　司 中　村　直　英 黒　商 柴田女 大　沢　裕　子 北　上　良　子 工大一

18 57 工大一 渡　辺　智　隆 大　溝　　　満 黒　商 柴田女 岩　崎　美智子 小笠原　裕　子 柴田女

19 58 黒　商 木　村　一　馬 長谷川　純　二 青　商 柴田女 工　藤　聖　子 佐　藤　綾　子 柴田女

20 59 工大一 蟹　沢　　　正 久　保　佳　輝 工大一 工大一 信　田　康　子 林　崎　ゆかり 工大一

21 60 工大一 新　坂　丈　晴 川　尻　健　一 工大一 柴田女 藤　原　佳　子 三　上　百合子 柴田女

22 61 工大一 石　岡　元　祥 沼　田　　　渉 工大一 工大一 森　　　幸　子 竹　内　　　恵 弘　実

23 62 工大一 小　貝　佳　央 沼　田　　　渉 工大一 工大一 久保沢　冬　美 北　上　美也子 工大一

24 63 工大一 石　岡　健　太 岩　倉　健　之 工大一 工大一 沢　口　幸　子 北　上　美也子 工大一

25  H1 工大一 葛　西　　　真 下斗米　敬　司 工大一 田　子 沢　口　幸　子 菊　池　恭　子 工大一

26 2 工大一 清　野　直　人 熊　野　智　之 工大一 工大一 市　川　美　冬 難　波　かつら 工大一

27 3 工大一 岡　沼　孝　幸 佐　藤  　　亙 工大一 工大一 鳥谷部　ひろ子 内　沢　智　子 工大一

28 4 工大一 渡　場　貴　弘 斉　藤　哲　也 工大一 光　星 三　浦　嘉　子 天　内　美奈子 弘　実

29 5 工大一 渡　場　貴　弘 久　保　　　司 工大一 工大一 工　藤　絵梨子 小　林　　　愛 光　星

30 6 工大一 上　野　伸一郎 高　木　伸　治 工大一 工大一 工　藤　絵梨子 小　林　　　愛 光　星

31 7 工大一 斉　藤　悠　樹 吉　田　善　博 工大一 青戸山 荒津前　　　瞳 漆　畑　実　加 光　星

32 8 工大一 久慈道　祐　幸 松　代　早　実 工大一 八　商 水　戸　景　子 蔵　谷　佳代子 八　商

33 9 黒石商 久慈道　祐　幸 松　代　早　実 工大一 光　星 石羽澤　真　美 早　川    瞳 光　星

34 10 工大一 大　下  智　行 斎　藤    卓 工大一 光　星 永　田  祐　子 工　藤  明　子 黒　商

35 11 工大一 舘　越  清　将 斉　藤  紘　二 工大一 光　星 田　中  裕　子 工　藤  有己乃 光　星

36 12 工大一 舘　越　清　将 齋　藤  和　輝 工大一 工大一 森　實　　　翔 吉　田　旭　子 工大一

37 13 黒石商 葛　西  孝　藤 葛　西  啓　太 工大一 光　星 田　中  博　恵 久保田　今日子 工大一

38 14 工大一 横　山  琢　士 東　山　芳　幸 工大一 光　星 北　田　美　穂 明　内　理　恵 光　星

39 15 工大一 齋　藤　正　志 岡　﨑　佑　崇 工大一 光　星 大　山　祐　奈 笹　倉　咲　奈 光　星

40 16 工大一 岡　﨑　永　幹 菅　澤    充 工大一 光　星 佐　藤　仁　美 鎌　田  朋　美 光　星

41 17 工大一 菅　原      徹 泉　山  翔　太 工大一 光　星 佐　藤　仁　美 太　田　奈々美 光　星

42 18 工大一 菅　原　　  徹 泉　山　翔　太 工大一 光　星 小　関　香　奈 道　端　瑠依子 光　星

43 19 工大一 北　田　晋　平 八　嶋　健　太 工大一 光　星 入　江　瑞　希 五十嵐　春　菜 光　星

44 20 工大一 吉　田　悠　人 小　向　隆　徳 工大一 弘　実 入　江　瑞　希 東海林　はるか 光　星

45 21 工大一 菅　原　健　司 乙　供　大　輔 工大一 光　星 渡　邉　知　佳 星　山　　　茜 光　星

46 22 工大一 菅　原　健　司 乙　供　大　輔 工大一 工大一 齋　藤　瑞　規 成　田　絢　子 五所商
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