
第10回北海道ユース選手権（朝里会場）アトミック・タキスポカップ　K1 (SL/GS) 

 エントリーリスト(K1女子）    【 あいうえお順 】
【 SAJ-No7 】

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

1 03020259  上利 美晴 北海道 ○ 13 ○ 栗山JrRC ｱｶﾞﾘ ﾐﾊﾙ

2 03020253  石栗 あみ 北海道 ○ 12 ○ 岩見沢市立岩見沢小学校 ｲｼｸﾘ ｱﾐ

3 03020127  稲場 結那 北海道 7 ○ 当別ｷｯﾄﾞｽｷｰRT ｲﾅﾊﾞ ﾕﾅ

4 03020141  今泉 瑠依 北海道 ○ 9 ○ 名寄ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾙｲ

5 03020272  岩本 苑子 北海道 ○ 15 ○ ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ ｲﾜﾓﾄ ｿﾉｺ

6 03021496  遠藤 夏月 北海道 ○ 24 ○ ﾆｾｺ JST ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾂｷ

7 03021398  遠藤 碧 北海道 ○ 22 ○ 倶知安北陽小学校 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾄﾞﾘ

8 03020321  大江 藍 北海道 ○ 19 ○ 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 ○ 16 ○ 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 03021404  加藤 もも子 北海道 ○ 23 ○ 忠類SS ｶﾄｳ ﾓﾓｺ

11 03020250  神尾 歩乃叶 北海道 10 ○ 都小学校 ｶﾐｵ ﾎﾉｶ

12 03021535  工藤 夏未 北海道 ○ 31 ○ 朝日ASS ｸﾄﾞｳ ﾅﾂﾐ

13 03020294  黒田 陽菜乃 北海道 ○ 18 ○ 札幌稲穂小学校 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾅﾉ

14 03020327  鈴木 里実 北海道 ○ 20 双葉小学校 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ

15 03020287  関口 愛摘実 北海道 ○ 17 ○ 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

16 03021513  関本 莉子 北海道 ○ 28 ○ 日高ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団 ｾｷﾓﾄ ﾘｺ

17 03021508  高垣 鈴 北海道 ○ 26 三笠ﾚｰｼﾝｸﾞ ﾀｶｶﾞｷ ﾚｲ

18 03021514  竹内 りか 北海道 ○ 29 ○ 日高ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団 ﾀｹｳﾁ ﾘｶ

19 03021512  田中 深愛 北海道 ○ 27 ○ ﾆｾｺｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ ﾀﾅｶ ﾐﾉﾘ

20 03019934  谷 菜々美 北海道 ○ 4 ○ 旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ ﾀﾆ ﾅﾅﾐ

21 03021396  辻澤 花梨 北海道 21 ○ 南富良野SJS ﾂｼﾞｻﾜ ｶﾘﾝ

22 03021559  寺嶋 乃愛 北海道 ○ 32 ○ 札幌稲積小学校 ﾃﾗｼﾏ ﾉｱ

23 03020132  中嶋 理央 北海道 ○ 8 ○ TEAM BG8 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｵ

24 03019295  奈須川 珠希 北海道 ○ 2 ○ MSﾚｰｼﾝｸﾞ ﾅｽｶﾜ ﾀﾏｷ

25 03021517  西迫 美郁 北海道 ○ 30 ○ 留辺蘂ｽｷｰ少年団 ﾆｼｻｺ ﾐｸ

26 03021499  西槙 かな 北海道 ○ 25 ○ 京極ｱﾙﾍﾟﾝ少年団 ﾆｼﾏｷ ｶﾅ

27 03020252  福本 莉子 北海道 ○ 11 ○ 江別ｽｷｰ連盟 ﾌｸﾓﾄ ﾘｺ

28 03020260  古野 紗奈 北海道 ○ 14 ○ 栗山JrRC ﾌﾙﾉ ｻﾅ

29 03019935  増田 さくら 北海道 ○ 5 ○ 旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ ﾏｽﾀﾞ ｻｸﾗ

30 03019936  松浦 日菜乃 北海道 ○ 6 旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ ﾏﾂｳﾗ ﾋﾅﾉ

31 03019292  松澤 汐音 北海道 ○ 1 ○ ﾆｾｺ JST ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｵﾈ

32 03019297  三野 愛歩 北海道 ○ 3 ○ MSﾚｰｼﾝｸﾞ ﾐﾉ ﾏﾅﾎ
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