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Ｓｔ順 生年 連盟

41 長谷川 岳流     都小学校                      はせがわ たける              1 2006 北海道 

42 堤 琢登         岩見沢市立南小学校            つつみ たくと                2 2006 北海道 

43 石川 蓮         留辺蘂ｽｷｰ少年団               いしかわ れん                3 2008 北海道 

44 北村 航大       札幌真駒内桜山小学校          きたむら こうた              4 2006 北海道 

45 村山 奨         EMSCﾚｰｼﾝｸﾞ                    むらやま しょう              5 2007 北海道 

46 杉本 眞泰       北見上常呂小学校              すぎもと まひろ              6 2007 北海道 

47 千葉 綾太       日高ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団            ちば りょうた                7 2007 北海道 

48 奈須川 雅希     MSﾚｰｼﾝｸﾞ                      なすかわ まさき              8 2007 北海道 

49 梅澤 則仁       滝川ﾚｰｼﾝｸﾞ                    うめざわ のりひと            9 2007 北海道 

50 岡西 壮眞       MSﾚｰｼﾝｸﾞ                      おかにし そうま              10 2007 北海道 

51 足立 大騎       札幌手稲西小学校              あだち だいき                11 2006 北海道 

52 平井 翔太       札幌栄北小学校                ひらい しょうた              12 2006 北海道 

53 赤松 諒侑       ﾆｾｺｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ                あかまつ りょうゆう          13 2006 北海道 

54 長船 莉空       MSﾚｰｼﾝｸﾞ                      おさふね りく                14 2007 北海道 

55 ブイチック 龍馬 ﾆｾｺ JST                       ぶいちっく りょうま          15 2007 北海道 

56 佐原 絆里       札幌手稲西小学校              さはら ばんり                16 2007 北海道 

57 武田 慶永       ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ          たけだ よしひさ              17 2007 北海道 

58 三野 賢伸       MSﾚｰｼﾝｸﾞ                      みの けんしん                18 2008 北海道 

59 佐伯 眞之介     MSﾚｰｼﾝｸﾞ                      さいき しんのすけ            19 2007 北海道 

60 加茂 倖大       ふらのｱﾙﾍﾟﾝｼﾞｭﾆｱ              かも こうた                  20 2007 北海道 

61 渡辺 孝介       美唄茶志内小学校              わたなべ こうすけ            21 2007 北海道 

62 山本 龍英       玉越ｽﾄﾘｰﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ              やまもと りゅうえい          22 2008 北海道 

63 佐藤 颯祐       上湧別ｽｷｰ少年団               さとう そうすけ              23 2006 北海道 

64 矢口 唯人       清里小学校                    やぐち ゆいと                24 2007 北海道 

65 草野 隆之介     夕張TSOﾚｰｼﾝｸﾞ                 くさの りゅうのすけ          25 2007 北海道 

66 横山 祐汰       留辺蘂ｽｷｰ少年団               よこやま ゆうた              26 2007 北海道 

67 石坂 穣         西当別小学校                  いしざか じょう              27 2007 北海道 

68 安孫子 秀真     北広島西の里小学校            あびこ しゅうま              28 2007 北海道 

69 菊池 大誠       ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ          きくち たいせい              29 2007 北海道 

70 小山 大喜       玉越ｽﾄﾘｰﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ              こやま だいき                30 2006 北海道 

71 藤島 諒哉       旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ             ふじしま りょうや            31 2007 北海道 

72 友兼 大騎       名寄ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団            ともかね だいき              32 2007 北海道 

73 太田 岳         小樽銭函小学校                おおた がく                  33 2006 北海道 

74 伊藤 侑希       ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ          いとう ゆうき                34 2006 北海道 

75 小林 駿太       MSﾚｰｼﾝｸﾞ                      こばやし しゅんた            35 2006 北海道 
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