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☆女子の部　　HS=68m

Bib SAJ　№ 所　　　　属 Bib SAJ　№ 所　　　　属 組別

1 小森 野々花 旭川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 113 1100907 辻 創太 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 少年

2 1101007 岩崎 里胡 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 114 1100715 池田 龍生 蘭越町ｽｷｰ連盟 少年

3 斎藤 優 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 115 1100970 中村 正幹 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 少年

4 池田 葉月 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 116 1100884 鴨田 大綺 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 少年

5 1101009 津志田 詩 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 117 1100906 千葉 大輝 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 少年

6 1101010 中山 和 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 118 1100968 川上 航太郎 小樽ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 少年

7 1100885 津志田 雛 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 119 1100718 山中 規暉 東海大学付属札幌高校 少年

8 1100787 矢部 凜香 盛岡中央高校 120 1100385 黒川 暁稀 札幌大学 成年

9 1100905 佐藤 美月 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 121 1100688 黒川 龍 札幌大学 成年

10 1100888 櫻井 梨子 余市ジャンプ少年団 122 1100566 東澤 優輝 東海大学 成年

11 1100545 渡邉 陽 東海大学 123 1100721 高橋 佳佑 盛岡中央高校 少年

12 1100908 池田 光希 上川中学校 124 1100383 和田 全功 北海道ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｽﾎﾟｰﾂ専門学校 成年

13 1100728 松本 祐依 札幌日大高校 125 1100667 斉藤 祐輝 東海大学 成年

14 1100822 勢藤 理桜 下川商業高校 126 1100743 日下 瑠基 下川商業高校 少年

15 1100693 五十嵐 彩佳 札幌大学 127 1100541 尾形 優也 東海大学 成年

16 1100111 松橋 亜希 東海大学札幌ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 128 1100500 永峯 寿樹 明治大学 成年

17 1100016 平山 友梨香 HITOWAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 129 1100778 大井 駿 札幌日大高校 少年

18 1100742 鴨田 鮎華 下川商業高校 130 1100690 西森 海翔 東海大学 成年

19 1100668 大井 栞 早稲田大学 131 1100776 小林 龍尚 盛岡中央高校 少年

20 1100568 丸山 希 明治大学 132 1100450 木下 雄登 東海大学 成年

21 1100696 御家瀬 恋 イトイ産業 133 1100019 竹花 健汰 明円ｸﾞﾙｰﾌﾟｽｷｰｸﾗﾌﾞ 成年

22 1100088 小林 諭果 CHINTAIｽｷｰｸﾗﾌﾞ 134 1100744 工藤 漱太 下川商業高校 少年

23 1100260 茂野 美咲 CHINTAIｽｷｰｸﾗﾌﾞ 135 1100102 馬淵 点 イトイ産業 成年

24 1100468 岩佐 明香 日本大学 136 1100325 永井 健弘 盛岡市役所 成年

☆少年・成年の部　　HS=68m 137 1100388 渡部 陸太 東京美装ｸﾞﾙｰﾌﾟｽｷｰ部 成年

Bib SAJ　№ 所　　　　属 組別 138 1100716 藤田 慎之介 東海大学付属札幌高校 少年

101 1100781 楢木 遊太 札幌日大高校 少年 139 1100071 船木 和喜 ﾌｨｯﾄｽｷｰ 成年

102 森 恢晟 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 少年 140 1100599 安澤 翔一 名寄ｼﾞｬﾝﾌﾟｸﾗﾌﾞ 成年

103 高橋 浩貴 余市紅志高校 少年 141 1100779 竹花 大松 東海大学付属札幌高校 少年

104 1100918 疋田 賢一 へそ曲りSC 成年 142 1100782 二階堂 蓮 下川商業高校 少年

105 1100971 森野 幹登 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 少年 143 1100629 栗田 力樹 明治大学 成年

106 1100703 宮﨑 敬太 東海大学 成年 144 1100023 細田 将太郎 北翔大学ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 成年

107 廣波 琉海 旭川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 少年 145 1100611 山川 太朗 東海大学 成年

108 1101008 澤 雅恭 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 少年 146 1100058 鈴木 翔 札幌手稲ｽｷｰ協会 成年

109 坂野 旭飛 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 少年 147 1100033 山田 勇也 ﾅﾚｯｼﾞｴｸｽﾎﾟｰﾄ 成年

110 1100780 千葉 悠希 下川商業高校 少年 148 1100663 岩佐 勇研 東京美装ｸﾞﾙｰﾌﾟｽｷｰ部 成年

111 1100887 山根 和治 札幌日大高校 少年 149 1100477 駒場 信哉 東京美装ｸﾞﾙｰﾌﾟｽｷｰ部 成年

112 1101006 神田 麟之介 余市ジャンプ少年団 少年 150 1100030 渡部 弘晃 東京美装ｸﾞﾙｰﾌﾟｽｷｰ部 成年
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