
第９回 北海道ユース選手権大会　（朝里会場）アトミック・タキスポ カップ

 エントリーリスト(Ｋ１女子）    【 あいうえお順 】

No． SAJNO FISNO 　氏　　　名 県連        所              属    よみがな

1 03020259  上利 美晴 北海道 ○ 33 ○ 栗山JrRC ｱｶﾞﾘ ﾐﾊﾙ

2 03018648  井川 鈴華 北海道 ○ 4 ○ 岩見沢ﾚｰｼﾝｸﾞ ｲｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ

3 03020253  石栗 あみ 北海道 ○ 11 岩見沢ﾚｰｼﾝｸﾞ ｲｼｸﾘ ｱﾐ

4 03019019  石黒 梨 北海道 ○ 27 ○ 八雲ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰ少年団 ｲｼｸﾞﾛ ﾘﾝ

5 03018791  伊丹 奈々子 北海道 ○ 35 ○ 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 ｲﾀﾐ ﾅﾅｺ

6 03020272  岩本 苑子 北海道 ○ 1 ○ 稚内南小学校 ｲﾜﾓﾄ ｿﾉｺ

7 03018794  大井 桃羽 北海道 ○ 15 ○ 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 ｵｵｲ ﾓﾓﾊ

8 03020321  大江 藍 北海道 ○ 23 ○ ﾌｪﾆｯｸｽﾒﾑﾛﾚｰｼﾝｸﾞ ｵｵｴ ｱｵｲ

9 03020285  大西 藍生 北海道 9 ○ 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 ｵｵﾆｼ ｱｵｲ

10 03018810  岡田 花梨 北海道 ○ 22 ○ 札幌新発寒小学校 ｵｶﾀﾞ ｶﾘﾝ

11 03020250  神尾 歩乃叶 北海道 ○ 29 ○ 都小学校 ｶﾐｵ ﾎﾉｶ

12 03019008  嘉屋 美咲 北海道 ○ 7 ○ 由仁小学校 ｶﾔ ﾐｻｷ

13 03020131  久保 千夏 北海道 ○ 2 ○ Team BG8 ｸﾎﾞ ﾁﾅﾂ

14 03020294  黒田 陽菜乃 北海道 ○ 24 ○ 札幌稲穂小学校 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾅﾉ

15 03020295  佐伯 美來 北海道 34 ○ 札幌元町北小学校 ｻｴｷ ﾐﾗｲ

16 03018802  佐渡 美月 北海道 6 ○ 玉越ｽﾄﾘｰﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｻﾄﾞ ﾐﾂﾞｷ

17 03020327  鈴木 里実 北海道 ○ 36 ○ 双葉小学校 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ

18 03020287  関口 愛摘実 北海道 ○ 8 ○ 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 ｾｷｸﾞﾁ ｱﾂﾞﾐ

19 03018661  竹谷 紗里依 北海道 30 ○ ほろたちSS ﾀｹﾔ ｻﾘｲ

20 03019934  谷 菜々美 北海道 ○ 16 ○ 旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ ﾀﾆ ﾅﾅﾐ

21 03018812  西山 美優 北海道 ○ 5 ○ 小樽張碓小学校 ﾆｼﾔﾏ ﾐﾕ

22 03018798  野原 夕瑚 北海道 ○ 3 ○ 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 ﾉﾊﾗ ﾕｺ

23 03020252  福本 莉子 北海道 13 ○ 江別ｽｷｰ連盟 ﾌｸﾓﾄ ﾘｺ

24 03020260  古野 紗奈 北海道 ○ 20 ○ 栗山JrRC ﾌﾙﾉ ｻﾅ

25 03018910  前鼻 凛愛 北海道 ○ 21 ○ 和寒小学校 ﾏｴﾊﾅ ﾘﾗ

26 03019935  増田 さくら 北海道 ○ 17 ○ 旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ ﾏｽﾀﾞ ｻｸﾗ

27 03019936  松浦 日菜乃 北海道 18 ○ 旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ ﾏﾂｳﾗ ﾋﾅﾉ

28 03019292  松澤 汐音 北海道 ○ 26 ○ ﾆｾｺ JST ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｵﾈ

29 03019297  三野 愛歩 北海道 ○ 31 ○ MSﾚｰｼﾝｸﾞ ﾐﾉ ﾏﾅﾎ

30 03018814  村上 夢桜 北海道 ○ 12 ○ 札幌伏古小学校 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾒ

31 03019054  村田 夕海 北海道 19 ○ 余市町立大川小学校 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾐ

32 03020269  森田 陽菜 北海道 ○ 10 ○ 朝日ASS ﾓﾘﾀ ﾋﾅ

33 03020414  諸澤 汐音 北海道 ○ 25 ○ ﾂｲｰﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ ﾓﾛｻﾜ ｼｵﾈ

34 03019024  山田 悠可 北海道 ○ 14 ○ ﾆｾｺ花園SRT ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶ

35 03018628  横山 心映 北海道 ○ 32 ○ 留辺蘂ｽｷｰ少年団 ﾖｺﾔﾏ ｺﾄﾊ

36 03018817  吉野 日奈子 北海道 ○ 28 Fu's snow area ｽｷｰｸﾗﾌﾞ ﾖｼﾉ ﾋﾅｺ161.52 150.83
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