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2007 北海道(03022803) 石丸 り子 札幌聖心女子学院中学校108.05811

2007 北海道(03022826) 平地 冴子 札幌市立八軒中学校157.57822

2008 北海道(03022786) 石川 歌葉 網走ｽｷｰ連盟150.00833

2007 北海道(03022809) 圓山 莉菜 札幌市立発寒中学校131.90844

2007 北海道(03022694) 前田 英恋 名寄ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団93.33855

2009 北海道(03025586) 高瀬 アリス 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団177.06866

2008 北海道(03023194) 伊藤 未羽 平岡緑中学校169.97877

2007 北海道(03022746) 佐藤 杏那 紋別ｽｷｰ少年団137.72888

2009 北海道(03024856) 上村 文乃 砂川中学校173.55899

2007 北海道(03022721) 池田 茉矢 ﾆｾｺ JST144.809010

2008 北海道(03024411) 岡田 果穏 Raumu.SC141.169111

2008 北海道(03023405) 谷 柚子菜 旭川市立神居東中学校168.879212

2009 北海道(03026227) 石水 ほたる 北星学園女子中学校169.919313

2007 北海道(03022830) 田野 双葉 滝川明苑中学校109.079414

2008 北海道(03023230) 熊崎 莉子 占冠中学校164.239515

2007 北海道(03022731) 石栗 ゆず 岩見沢東光中学校182.049616

2008 茨城(03023199) 福田 美澪 水戸市ｽｷｰ連盟184.509717

2009 北海道(03023846) 工藤 心結 稚内南中学校189.499818

2007 北海道(03022821) 青山 れみか 札幌市立手稲西中学校200.709919

2008 北海道(03024574) 下 沙希 札幌市立八軒中学校203.3310020

2007 北海道(03024331) 佐藤 はるか 恵庭市立恵み野中学校209.2210121

2009 北海道(03025707) 青野 里々愛 豊富中学校213.8110222

2008 北海道(03023163) 丹場 遥音 小樽銭函中学校215.9010323

2009 北海道(03025324) 吉澤 桃華 帯広翔陽中学校215.9210424

2009 北海道(03025992) 草野 陽納 夕張TSOﾚｰｼﾝｸﾞ216.7410525

2010 北海道(03025925) 前田 恵都 留辺蘂ｽｷｰ少年団224.1210626

2007 北海道(03023765) 日野 真莉愛 栗山Jr.ﾚｰｼﾝｸﾞ240.7910727

2009 北海道(03025904) 西山 愛倖 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰﾁｰﾑ248.0010828

2009 北海道(03024652) 中川 結月 かもい岳ﾚｰｼﾝｸﾞ261.1810929

2009 北海道(03025903) 梶原 もな 小樽ｽｷｰ連盟263.6611030

2009 北海道(03024672) 南出 紗李 旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ270.8711131

2008 北海道(03024456) 田本 絢萌 共和町ｽｷｰ連盟285.7211232

2010 北海道(03025555) 水尾 碧芭 EMSCﾚｰｼﾝｸﾞ296.8711333

2008 北海道(03024578) 内海 玲依羅 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団299.4511434

2009 北海道(03025712) 互 皐 ﾆｾｺJST305.3011535

2007 北海道(03023153) 松岡 桜子 比布ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ307.9611636

2010 北海道(03026185) 岩井 心咲 総務･競技部会312.9811737

2009 北海道(03026025) 石川 楓 南富良野ｽｷｰ少年団331.4311838

2009 北海道(03023892) 中本 帆香 占冠中学校337.0811939

2008 北海道(03025167) 相澤 花音 伊の沢ﾚｰｼﾝｸﾞ350.0012040

2009 北海道(03025797) 釜井 美和 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰﾁｰﾑ350.3312141

2009 北海道(03023764) 中鉢 望杏 遠軽南中学校355.0812242

2010 北海道(03025533) 山田 星空 朝日ｽｷｰ連盟368.4112343

2007 北海道(03024258) 杉森 愛弥 八雲ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ373.0012444

2009 北海道(03026163) 浦山 夏帆 ﾆｾｺJST373.6812545

2009 北海道(03024379) 岡田 桃佳 北星学園中学高等学校417.6612646

2008 北海道(03024367) 傳馬 萌美 ﾁｰﾑﾋﾟﾔｼﾘ486.6412747

2008 北海道(03025061) 鈴木 真央 紋別ｽｷｰ少年団12848

2010 北海道(03026225) 土開 舞雪 蘭越中学校12949

2008 北海道(03025160) 石崎 杏奈 天塩中学校13050
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2010 北海道(03026144) 荻野 綾 総務･競技部会13151

2009 北海道(03025391) 竹内 悠夏 日高ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団13252

2009 北海道(03024090) 早坂 愛音 枝幸中学校13353

2009 北海道(03023845) 野澤 春夏 名寄東中学校13454

2008 北海道(03025259) 武石 ひなた 長沼ﾏｵｲﾚｰｼﾝｸﾞ13555

2009 北海道(03025917) 村上 采佳 美唄中学校13656
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