
ふりがな氏    名 所   属   名Bib

【 回転(ＳＬ) 】 * アナウンス用 *

Ｓｔ順 生年 連盟

1 山田 悠可       ﾆｾｺ花園SRT                    やまだ ゆうか                1 2005 北海道 

2 天野 ひかり     留辺蘂ｽｷｰ少年団               あまの ひかり                2 2003 北海道 

3 平地 佳奈子     札幌市立八軒中学校            ひらち かなこ                3 2003 北海道 

4 前鼻 凛愛       和寒中学校                    まえはな りら                4 2005 北海道 

5 西山 美優       小樽銭函中学校                にしやま みゆ                5 2005 北海道 

6 村山 光         EMSCﾚｰｼﾝｸﾞ                    むらやま ひかり              6 2003 北海道 

7 佐藤 まりん     札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ        さとう まりん                7 2003 北海道 

8 安西 百々子     南富良野高校                  あんざい ももこ              8 2003 北海道 

9 嘉屋 美咲       由仁中学校                    かや みさき                  9 2004 北海道 

10 増田 さくら     旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ             ますだ さくら                10 2005 北海道 

11 布目 朱理       留辺蘂ｽｷｰ少年団               ぬのめ あかり                11 2003 北海道 

12 関口 愛摘実     札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       せきぐち あづみ              12 2005 北海道 

13 岡田 花梨       札幌稲積中学校                おかだ かりん                13 2004 北海道 

14 野口 実央梨     旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ             のぐち みおり                14 2004 北海道 

15 大井 桃羽       札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       おおい ももは                15 2004 北海道 

16 吉野 日奈子     Fu''''s snow area ｽｷｰｸﾗﾌﾞ     よしの ひなこ                16 2005 北海道 

17 佐渡 美月       玉越ｽﾄﾘｰﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ              さど みづき                  17 2004 北海道 

18 増田 あすか     旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ             ますだ あすか                18 2003 北海道 

19 横山 心映       留辺蘂ｽｷｰ少年団               よこやま ことは              19 2004 北海道 

20 井川 鈴華       岩見沢明成中学校              いがわ すずか                20 2004 北海道 

21 大西 藍生       札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       おおにし あおい              21 2005 北海道 

22 横山 倫花       美幌北中学校                  よこやま のりか              22 2003 北海道 

23 谷 菜々美       神居東中学校                  たに ななみ                  23 2005 北海道 

24 竹谷 紗里依     幌加内中学校                  たけや さりい                24 2004 北海道 

25 朝日 美依奈     和寒中学校                    あさひ みいな                25 2004 北海道 

26 松澤 汐音       ﾆｾｺ JST                       まつざわ しおね              26 2006 北海道 

27 岩本 苑子       ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ          いわもと そのこ              27 2005 北海道 

28 古野 紗奈       栗山中学校                    ふるの さな                  28 2005 北海道 

29 山田 ゆら       美唄中学校                    やまだ ゆら                  29 2004 北海道 

30 石栗 あみ       岩見沢市立東光中学校          いしくり あみ                30 2005 北海道 

31 遠藤 夏月       ﾆｾｺ JST                       えんどう なつき              31 2005 北海道 

32 松浦 実育       恵庭中学校                    まつうら みく                32 2003 北海道 

33 上利 美晴       栗山中学校                    あがり みはる                33 2005 北海道 

34 村上 夢桜       札幌中学校                    むらかみ ゆめ                34 2005 北海道 

35 中嶋 理央       TEAM BG8                      なかじま りお                35 2006 北海道 

36 石黒 梨         八雲ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰ少年団      いしぐろ りん                36 2004 北海道 

37 奈須川 珠希     MSﾚｰｼﾝｸﾞ                      なすかわ たまき              37 2005 北海道 

38 村田 夕海       旭中学校                      むらた ゆうみ                38 2004 北海道 

39 西村 志帆       TEAM BG8                      にしむら しほ                39 2005 北海道 

40 鈴木 里実       由仁中学校                    すずき さとみ                40 2005 北海道 

41 大江 藍         ﾌｪﾆｯｸｽﾒﾑﾛﾚｰｼﾝｸﾞ               おおえ あおい                41 2005 北海道 

42 福本 莉子       江別ｽｷｰ連盟                   ふくもと りこ                42 2005 北海道 

43 今泉 瑠依       名寄ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団            いまいずみ るい              43 2005 北海道 

44 三野 愛歩       MSﾚｰｼﾝｸﾞ                      みの まなほ                  44 2006 北海道 

45 佐口 愛美       玉越ｽﾄﾘｰﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ              さぐち まなみ                45 2004 北海道 

46 堀江 柚季       ﾆｾｺ JST                       ほりえ ゆき                  46 2005 北海道 
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