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Ｓｔ順 生年 連盟

1 田野 双葉       滝川ﾚｰｼﾝｸﾞ                    たの ふたば                  1 2007 北海道 

2 川田 千聖       滝川ﾚｰｼﾝｸﾞ                    かわた ちさと                2 2007 北海道 

3 山田 愛音       北広島双葉小学校              やまだ あいね                3 2007 北海道 

4 池田 茉矢       ﾆｾｺ JST                       いけだ まや                  4 2007 北海道 

5 中西 望緒       ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ          なかにし みお                5 2007 北海道 

6 前田 英恋       名寄ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団            まえだ えれん                6 2007 北海道 

7 石川 歌葉       網走ｽｷｰ連盟                   いしかわ うたば              7 2008 北海道 

8 平田 花渚       網走ｽｷｰ連盟                   ひらた はな                  8 2008 北海道 

9 梶原 のん       小樽高島小学校                かじはら のん                9 2008 北海道 

10 中西 理緒       ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ          なかにし りお                10 2007 北海道 

11 片山 千亜里     岩見沢美園小学校              かたやま ちあり              11 2007 北海道 

12 西迫 美郁       留辺蘂ｽｷｰ少年団               にしさこ みく                12 2006 北海道 

13 田中 深愛       ﾆｾｺ JST                       たなか みのり                13 2006 北海道 

14 佐藤 萌音       札幌三角山小学校              さとう もね                  14 2007 北海道 

15 圓山 莉菜       札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       まるやま りな                15 2007 北海道 

16 石栗 ゆず       岩見沢市立岩見沢小学校        いしくり ゆず                16 2007 北海道 

17 寺嶋 乃愛       札幌稲積小学校                てらしま のあ                17 2006 北海道 

18 平地 冴子       札幌八軒西小学校              ひらち さえこ                18 2007 北海道 

19 高井 優奈       札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       たかい ゆうな                19 2007 北海道 

20 辻澤 花梨       南富良野SJS                   つじさわ かりん              20 2006 北海道 

21 加藤 もも子     忠類SS                        かとう ももこ                21 2006 北海道 

22 石丸 り子       札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       いしまる りこ                22 2007 北海道 

23 高垣 鈴         三笠ﾚｰｼﾝｸﾞ                    たかがき れい                23 2007 北海道 

24 竹内 りか       日高ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団            たけうち りか                24 2006 北海道 

25 野呂田 稜子     ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ          のろた りょうこ              25 2007 北海道 

26 関本 莉子       日高ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団            せきもと りこ                26 2007 北海道 

27 石水 香梅       札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       いしみず こうめ              27 2008 北海道 

28 遠藤 碧         倶知安北陽小学校              えんどう みどり              28 2006 北海道 

29 満永 梓咲       占冠中央小学校                みつなが あずさ              29 2007 北海道 

30 末澤 季歩       玉越ｽﾄﾘｰﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ              すえざわ きほ                30 2007 北海道 

31 青山 れみか     札幌手稲西小学校              あおやま れみか              31 2007 北海道 

32 橋本 ひかる     江別市立文京台小学校          はしもと ひかる              32 2007 北海道 
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