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Ｓｔ順 生年 連盟

51 竹内 一         日高中学校                    たけうち はじめ              1 2003 北海道 

52 髙橋 強         札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       たかはし つよし              2 2003 北海道 

53 西迫 篤志       留辺蘂ｽｷｰ少年団               にしさこ あつし              3 2004 北海道 

54 梅澤 宗利士     奈井江中学校                  うめざわ たかとし            4 2003 北海道 

55 幸田 康義       小樽銭函中学校                ゆきた やすよし              5 2004 北海道 

56 内藤 裕平       旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ             ないとう ゆうへい            6 2004 北海道 

57 浅川 岳斗       夕張TSOﾚｰｼﾝｸﾞ                 あさかわ やまと              7 2004 北海道 

58 村瀬 裕矢       札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       むらせ ゆうや                8 2004 北海道 

59 森江 幹太       玉越ｽﾄﾘｰﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ              もりえ かんた                9 2003 北海道 

60 芳賀 芽生       北海道教育大学附属旭川中学校  はが めい                    10 2004 北海道 

61 内藤 蓮         発寒中学校                    ないとう れん                11 2003 北海道 

62 葉山 月翔       北海学園札幌高校              はやま つきと                12 2003 北海道 

63 結城 圭哉       名寄ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団            ゆうき けいや                13 2004 北海道 

64 溝口 陽斗       深川中学校                    みぞぐち はると              14 2003 北海道 

65 市村 柊人       東海大学付属札幌高校          いちむら しゅうと            15 2003 北海道 

66 後藤 大己       神楽中学校                    ごとう だいき                16 2003 北海道 

67 佐々木 櫂       札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       ささき かい                  17 2004 北海道 

68 直江 優作       札幌手稲中学校                なおえ ゆうさく              18 2005 北海道 

69 今野 遙也       南富良野中学校                こんの はるや                19 2004 北海道 

70 原田 望         かもい岳ﾚｰｼﾝｸﾞ                はらだ のぞむ                20 2005 北海道 

71 服部 慎也       北照高校                      はっとり しんや              21 2003 北海道 

72 秦 憲伸         旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ             はた けんしん                22 2005 北海道 

73 田村 颯彪       士別朝日中学校                たむら はやと                23 2004 北海道 

74 桑江 常旗       旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ             くわえ とうき                24 2005 北海道 

75 松倉 徹平       小樽銭函中学校                まつくら てっぺい            25 2005 北海道 

76 田澤 直記       ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ          たざわ なおき                26 2004 北海道 

77 小谷 悠斗       玉越ｽﾄﾘｰﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ              こたに ゆうと                27 2004 北海道 

78 宮﨑 翼         札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       みやざき つばさ              28 2004 北海道 

79 寺嶋 莉輝       札幌稲積中学校                てらしま りき                29 2004 北海道 

80 野澤 雪丸       名寄東中学校                  のざわ ゆきまる              30 2005 北海道 

81 百瀬 雄信       札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       ももせ ゆうじん              31 2004 北海道 

82 野澤 瑠         TEAM BG8                      のざわ りゅう                32 2004 北海道 

83 相澤 蓮         玉越ｽﾄﾘｰﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ              あいざわ れん                33 2005 北海道 

84 宍戸 琉斗       Fu`s snow area ｽｷｰｸﾗﾌﾞ        ししど ながと                34 2004 北海道 

85 吉川 宝         美幌北中学校                  よしかわ たから              35 2003 北海道 

86 田野 朝陽       滝川明苑中学校                たの あさひ                  36 2004 北海道 

87 森田 陽介       富良野西中学校                もりた ようすけ              37 2003 北海道 

88 田澤 佑記       ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ          たざわ ゆうき                38 2005 北海道 

89 小山 真輝       札幌八条中学校                こやま まさき                39 2004 北海道 

90 服部 誠也       紋別ｽｷｰ少年団                 はっとり まさや              40 2004 北海道 

91 友兼 涼輔       名寄ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団            ともかね りょうすけ          41 2005 北海道 

92 濱田 一希       岩見沢明成中学校              はまだ いつき                42 2005 北海道 

93 玉置 友也       上士別中学校                  たまき ともや                43 2004 北海道 

94 藤田 遥誠       占冠中学校                    ふじた ようせい              44 2004 北海道 

95 鈴木 幸悦       ﾆｾｺ花園SRT                    すずき こうえつ              45 2004 北海道 

96 佐藤 陽翔       網走ｽｷｰ連盟                   さとう はると                46 2004 北海道 

97 佐藤 レオン     札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ        さとう れおん                47 2005 北海道 

98 福澤 悠         日高ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団            ふくざわ ゆう                48 2004 北海道 

99 中川 顕         玉越ｽﾄﾘｰﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ              なかがわ けん                49 2005 北海道 

100 布目 洋行       留辺蘂ｽｷｰ少年団               ぬのめ ひろゆき              50 2005 北海道 
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101 片山 喜一朗     岩見沢市立光陵中学校          かたやま きいちろう          51 2006 北海道 

102 ミークル ヘミ   札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ        みーくる へみ                52 2006 北海道 

103 今村 心温       帯広緑園中学校                いまむら しおん              53 2006 北海道 

104 川田 遥斗       滝川江陵中学校                かわた はると                54 2005 北海道 

105 寺澤 大成       由仁中学校                    てらさわ たいせい            55 2005 北海道 

106 橋本 祐輝       風連中学校                    はしもと ゆうき              56 2003 北海道 

107 高野 翔         長万部中学校                  たかの しょう                57 2004 北海道 

108 岡本 侑         札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       おかもと あつむ              58 2005 北海道 

109 須永 柚次郎     MSﾚｰｼﾝｸﾞ                      すなが ゆうじろう            59 2004 北海道 

110 長南 理大       札幌八条中学校                ちょうなん りお              60 2005 北海道 

111 松久 剛大       芽室中学校                    まつひさ たかひろ            61 2005 北海道 

112 内田 大晴       北見南中学校                  うちだ たいせい              62 2004 北海道 

113 石川 大和       伊の沢ﾚｰｼﾝｸﾞ                  いしかわ やまと              63 2006 北海道 

114 平田 恒暉       網走ｽｷｰ連盟                   ひらた こうき                64 2005 北海道 

115 松岡 青空       ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ          まつおか そら                65 2006 北海道 

116 坂本 龍志郎     幌加内中学校                  さかもと りゅうしろう        66 2004 北海道 

117 齊藤 平良       遠軽高校                      さいとう たいら              67 2003 北海道 

118 大久保 碧羽     札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ        おおくぼ あおば              68 2006 北海道 

119 渡辺 堅成       占冠中学校                    わたなべ けんせい            69 2005 北海道 

120 尾崎 光         立命館慶祥中学校              おざき ひかる                70 2004 北海道 

121 横澤 拳         札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ        よこざわ けん                71 2003 北海道 

122 古江 昂太       TEAM BG8                      ふるえ こうた                72 2005 北海道 

123 西辻 翔平       札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ        にしつじ しょうへい          73 2004 北海道 

124 畠山 健吾       南富良野中学校                はたけやま けんご            74 2005 北海道 

125 湯地 康太       八雲ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰ少年団      ゆじ こうた                  75 2004 北海道 

126 中山 雄         札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ        なかやま ゆう                76 2004 北海道 

127 伊達 正明       札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ        だて まさあき                77 2003 北海道 

128 三寶 光喜       倶知安中学校                  みたから こうき              78 2005 北海道 

129 塚田 春輝       ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ          つかだ はるき                79 2006 北海道 
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