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伊藤	昴 北海高 伊藤	昴 高氏	大斗 高氏	大斗 ｽｳｨﾝｸﾞ89

清水	裕貴 札幌南高 清水	裕貴 塚本	航成 塚本	航成 ｳｲﾝｸﾞ

伊藤	昴 高氏	大斗

清水	裕貴 　 塚本	航成

藤井	俊行 札幌西陵高 藤井	俊行 41 41 小林	諒也 小林	諒也 札幌北高

一條	寿希也 札幌西陵高 一條	寿希也 岩田	敏裕 岩田	敏裕 札幌北高

岡本	聖矢 東海大付属札幌高 60 伊藤	昴 高氏	大斗 65 高橋	賢士 札幌月寒高

米澤	諒祐 東海大付属札幌高 清水	裕貴 塚本	航成 中山	祥吾 札幌月寒高

木村	柚葵 札幌稲雲高 木村	柚葵 40 40 渡辺	黎 伴	太智 札幌光星高

島田	伯斗 札幌新川西中 島田	伯斗 大原	和真 土田	晋平 札幌光星高

髙橋	紘哉 札幌北高 61 木村	柚葵 渡辺	黎 W.O 渡辺	黎 札幌平岸高

染谷	銀志 札幌北高 島田	伯斗 大原	和真 大原	和真 札幌平岸高

森田	澪司 札幌啓北商 森田	澪司 40 43 赤川	佑輔 前田	一明 札幌啓成高

尾崎	巧 札幌啓北商 尾崎	巧 小室	諒祐 山本	創太 札幌啓成高

吉村	泰貴 札幌北陵高 62 伊藤	昴 江面	隼人 62 赤川	佑輔 札幌南高

住吉	拓亮 札幌北陵高 清水	裕貴 大竹	創 小室	諒祐 札幌南高

鈴木	幹弥 札幌平岸高 鈴木	幹弥 40 43 秋元	真聖 秋元	真聖 札幌厚別高

斎藤	健男 札幌平岸高 斎藤	健男 岩倉	歩斗 岩倉	歩斗 札幌厚別高

松本	龍真 札幌琴似工業高 63 田中	朝陽 秋元	瞬平 60 柳橋	翔悟 札幌西陵高

西川	直樹 札幌琴似工業高 江戸	元希 三浦	佑太 松本	樹 札幌西陵高

山田	輝 札幌光星高 田中	朝陽 43 42 秋元	瞬平 吉田	純平 札幌北高

黒川	龍司 札幌光星高 江戸	元希 三浦	佑太 伊藤	ケイン 札幌北高

田中	朝陽 札幌月寒高 61 田中	朝陽 江面	隼人 62 秋元	瞬平 北星学園大附属高

江戸	元希 札幌月寒高 江戸	元希 大竹	創 三浦	佑太 北星学園大附属高

金井	玲央 札幌西陵高 馬場	大輔 41 41 江面	隼人 西澤	俊 札幌啓成高

伊藤	大成 札幌西陵高 石見	駿介 大竹	創 安藝	恒星 札幌啓成高

馬場	大輔 札幌北陵高 64 馬場	大輔 江面	隼人 62 江面	隼人 あけぼのTC

石見	駿介 札幌北陵高 石見	駿介 大竹	創 大竹	創 宮の森SC

小幡	士恩 東海大付属札幌高 小川	和希 W.O 41 石橋	英治 松井	優太 札幌東豊高

沼舘	宏太 東海大付属札幌高 坂本	諒充 若狭	圭祐 多羅尾	朋輝 札幌東豊高

小川	和希 札幌光星高 60 伊藤	昴 川崎	慶高 60 石橋	英治 札幌西陵高

坂本	諒充 札幌光星高 清水	裕貴 宮澤	佑太 若狭	圭祐 札幌西陵高

山形	知暉 札幌光星高 山形	知暉 41 40 野畑	翔大 藤田	創世 札幌南高

島貫	太希 札幌光星高 島貫	太希 坪田	勇樹 田仲	陸 札幌南高

馬渕	明斗 札幌平岸高 60 佐藤	憲汰 井上	賢一郎 W.O 野畑	翔大 東海大付属札幌高

木藤	棱真 札幌平岸高 羽賀	将平 髙橋	憂雅 坪田	勇樹 東海大付属札幌高

佐藤	憲汰 札幌啓北商 佐藤	憲汰 W.O 40 井上	賢一郎 工藤	友義 札幌新琴似北中

羽賀	将平 札幌啓北商 羽賀	将平 髙橋	憂雅 古堂	諒太 札幌新琴似北中

黒田	優樹 札幌月寒高 61 佐藤	憲汰 川崎	慶高 63 井上	賢一郎 札幌北高

後藤	絋太郎 札幌月寒高 羽賀	将平 宮澤	佑太 髙橋	憂雅 札幌北高

宮崎	燎 札幌北高 上田	峻也 41 40 川崎	慶高 川崎	慶高 札幌光星高

安田	航太朗 札幌北高 大矢	惠登 宮澤	佑太 宮澤	佑太 札幌光星高

上田	峻也 札幌厚別高 62 上田	峻也 川崎	慶高 60 中塚	遥己 札幌北陵高

大矢	惠登 札幌厚別高 大矢	惠登 宮澤	佑太 桂田	拓実 札幌北陵高

佐藤	駿介 札幌新琴似北中 松田	恵佑 40 43 田所	翔太 有岡	将吾 札幌平岸高

香川	凜太郎 札幌新琴似北中 堀井	廉平 中村	魁人 新目	健太 札幌平岸高

松田	恵佑 ｱﾙﾏﾄｰﾚ 62 白鳥	大地 川崎	慶高 61 田所	翔太 北星学園大附属高

堀井	廉平 ｱﾙﾏﾄｰﾚ 盛	啓真 宮澤	佑太 中村	魁人 北星学園大附属高

佐藤	柊也 北星学園大附属高 佐藤	柊也 42 41 小原	啓太 小原	啓太 札幌厚別高

村田	隼 北星学園大附属高 村田	隼 鈴木	悠太 鈴木	悠太 札幌厚別高

高橋	諒 東海大付属札幌高 W.O 石田	侑也 吉田	諭史 W.O 多米	彬 札幌南高

小山	峻真 東海大付属札幌高 春木	謙太郎 島村	亮 沢田	一生 札幌南高

石田	侑也 札幌啓成高 石田	侑也 42 41 吉田	諭史 吉田	諭史 札幌北斗高

春木	謙太郎 札幌啓成高 春木	謙太郎 島村	亮 島村	亮 札幌北斗高

沼田	崇至 札幌光星高 W.O 白鳥	大地 阿部	大河 61 渡邉	天悠 札幌西陵高

喜多	亮太 札幌光星高 盛	啓真 久島	巧 児玉	琉矢 札幌西陵高

加賀谷	遥希 札幌東陵高 加賀谷	遥希 42 41 山口	竜矢 山口	竜矢 東海大付属札幌高

北原	岳 札幌東陵高 北原	岳 渡邉	青澄 渡邉	青澄 東海大付属札幌高

堀	豪 札幌琴似工業高 63 白鳥	大地 阿部	大河 62 安原	渉平 札幌啓成高

中坂	絃二 札幌琴似工業高 盛	啓真 久島	巧 増山	椋斗 札幌啓成高

白鳥	大地 42 43 阿部	大河

盛	啓真 F 久島	巧

白鳥	大地 北海高 伊藤	昴 阿部	大河 東海大付属札幌高

盛	啓真 札幌月寒高 清水	裕貴 久島	巧 東海大付属札幌高

川口	慧

菊地	健人
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本田	嵩明 きたひろﾃﾆｽﾎﾟﾀ 本田	嵩明 東	昌弘 東	昌弘 札幌光星高

竹下	剛生 ACT 竹下	剛生 柳田	凌太朗 柳田	凌太朗 札幌光星高

藤田	諒真 札幌月寒高 60 松本	拓海 東	昌弘

工藤	駿世 札幌月寒高 吉田	健佑 柳田	凌太朗

金坂	匠真 札幌南高 松本	拓海 42 41 太田	洸介 太田	洸介 札幌北斗高

福田	理喬 札幌南高 吉田	健佑 山﨑	大輔 山﨑	大輔 札幌北斗高

松本	拓海 札幌平岸高 65 松本	拓海 東	昌弘 62 稲場	裕貴 札幌啓成高

吉田	健佑 札幌平岸高 吉田	健佑 柳田	凌太朗 髙橋	昂正 札幌啓成高

練合	惇人 札幌北高 練合	惇人 40 40 磯見	綾太 磯見	綾太 札幌東陵高

黒岩	蒼太郎 札幌北高 黒岩	蒼太郎 萩野	綜太 萩野	綜太 札幌東陵高

牛島	悠人 札幌北斗高 60 練合	惇人 石﨑	修造 62 佐藤	敬太 東海大付属札幌高

條野	将広 札幌北斗高 黒岩	蒼太郎 保倉	柊志 北村	碩康 東海大付属札幌高

岩田	奏流 札幌東豊高 竹内	湧 41 42 石﨑	修造 萩澤	翔真 札幌新琴似北中

福澤	勇佑 札幌東豊高 手塚	広大 保倉	柊志 糸谷	天良 札幌新琴似北中

竹内	湧 東海大付属札幌高 63 松本	拓海 東	昌弘 61 石﨑	修造 札幌北陵高

手塚	広大 東海大付属札幌高 吉田	健佑 柳田	凌太朗 保倉	柊志 札幌北陵高

澤村	颯生 札幌厚別高 澤村	颯生 42 40 田中	颯 田中	颯 ｳｲﾝｸﾞ

佐々木	椋生 札幌厚別高 佐々木	椋生 宮下	礼司 宮下	礼司 あけぼのTC

板垣	駿太 札幌琴似工高 62 澤村	颯生 田中	颯 W.O 橋元	啓輔 札幌光星高

本郷	竜之介 札幌琴似工高 佐々木	椋生 宮下	礼司 若松	大祐 札幌光星高

岡田	幹人 札幌東陵高 三影	源己 40 40 根布	将意 根布	将意 札幌啓北商

宍戸	歩 札幌東陵高 芳賀	圭一郎 秋元	啓寿 秋元	啓寿 札幌啓北商

三影	源己 札幌月寒高 63 澤村	颯生 田中	颯 60 齋藤	大空 札幌新琴似北中

芳賀	圭一郎 札幌月寒高 佐々木	椋生 宮下	礼司 友田	航太 札幌新琴似北中

南	一樹 札幌平岸高 南	一樹 41 41 春木	優存 春木	優存 札幌東陵高

阿部	直人 札幌平岸高 阿部	直人 宮津	遼 宮津	遼 札幌東陵高

町田	佑哉 札幌啓成高 62 小林	建一朗 春木	優存 65 奥田	悠介 札幌啓成高

東	優希 札幌啓成高 熊田	圭悟 宮津	遼 横岡	千宗 札幌啓成高

小林	建一朗 札幌新琴似北中 小林	建一朗 42 43 後村	悠太朗 山口	泰周 札幌月寒高

熊田	圭悟 札幌新琴似北中 熊田	圭悟 武藤	魁杜 近藤	凌太 札幌月寒高

佐々木	壱成 札幌光星高 W.O 川口	慧 新山	悠永 W.O 後村	悠太朗 札幌南高

松木	拓夢 札幌光星高 菊地	健人 織本	翔伍 武藤	魁杜 札幌南高

秋津	雄介 札幌手稲高 秋津	雄介 41 43 佐久間	新 佐々木	涼雅 札幌厚別高

政岡	樹 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ 政岡	樹 白尾	俊輔 笹久保	瑠星 札幌厚別高

伊藤	圭吾 札幌南高 63 秋津	雄介 越智	陸斗 62 佐久間	新 東海大付属札幌高

信岡	優希 札幌南高 政岡	樹 宮村	柊羽 白尾	俊輔 東海大付属札幌高

秋山	幸輝 札幌西陵高 秋山	幸輝 40 41 越智	陸斗 権	裕河 札幌北高

佐藤	正斗 札幌西陵高 佐藤	正斗 宮村	柊羽 天野	楓紀 札幌北高

山口	昌也 札幌北高 63 秋津	雄介 越智	陸斗 60 越智	陸斗 北星学園大附属高

西川	小彌太 札幌北高 政岡	樹 宮村	柊羽 宮村	柊羽 北星学園大附属高

流田	光太郎 札幌新琴似北中 流田	光太郎 42 42 佐保	友幸 佐保	友幸 札幌月寒高

西出	潤 札幌新琴似北中 西出	潤 久保市	宇恒 久保市	宇恒 札幌月寒高

加勢	諒樹 札幌東陵高 W.O 松井	隆晴 佐保	友幸 61 佐藤	颯太 札幌新琴似北中

桒田	健太 札幌東陵高 粕谷	務 久保市	宇恒 平泉	健太 札幌新琴似北中

松井	隆晴 札幌厚別高 松井	隆晴 41 41 鈴木	誠隆 鈴木	誠隆 札幌厚別高

粕谷	務 札幌厚別高 粕谷	務 鳴海	正希 鳴海	正希 札幌厚別高

大村	江晴 札幌平岸高 60 川口	慧 新山	悠永 65 森田	瑞生 札幌琴似工業高

川内	康平 札幌平岸高 菊地	健人 織本	翔伍 先﨑	壮良 札幌琴似工業高

田村	綉 札幌啓成高 田村	綉 41 40 政岡	慧 政岡	慧 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

甲斐	大樹 札幌啓成高 甲斐	大樹 後藤	輝寿 後藤	輝寿 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

山田	侑太 札幌月寒高 61 上山	隼平 政岡	慧 60 佐々木	悠人 札幌西陵高

片山	駿平 札幌月寒高 蓮沼	亜郎 後藤	輝寿 加藤	颯太 札幌西陵高

今井	清 札幌厚別高 上山	隼平 40 41 木村	優太 東	維新 札幌光星高

西江	佑人 札幌厚別高 蓮沼	亜郎 藤井	敬紀 青木	郁弥 札幌光星高

上山	隼平 東海大付属札幌高 60 川口	慧 新山	悠永 W.O 木村	優太 札幌月寒高

蓮沼	亜郎 東海大付属札幌高 菊地	健人 織本	翔伍 藤井	敬紀 札幌月寒高

梶	凌介 札幌東陵高 梶	凌介 41 40 江口	諒 江口	諒 東海大付属札幌高

新田	響介 札幌東陵高 新田	響介 門傳	太央 門傳	太央 東海大付属札幌高

和島	史明 札幌南高 W.O 川口	慧 新山	悠永 64 越智	優希也 札幌東陵高

水島	裕人 札幌南高 菊地	健人 織本	翔伍 黒田	捷太 札幌東陵高

川口	慧 42 40 新山	悠永

菊地	健人 織本	翔伍

川口	慧 北海高 新山	悠永 ｳｪﾙﾈｽｽｸｴｱ

菊地	健人 札幌南高 織本	翔伍 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ
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宮川	あかり SFC 宮川	あかり 三浦	萌香 三浦	萌香 北星女子高

有吉	千宙 SFC 有吉	千宙 小田島	帆希 小田島	帆希 札幌東高

宮川	あかり 三浦	萌香

有吉	千宙 小田島	帆希

鈴木	真菜 札幌平岸高 鈴木	真菜 60 60 伊東	ひより 齊藤	友里 札幌北高

横岡	里栄 札幌平岸高 横岡	里栄 冨塚	純玲 玉本	実咲 札幌北高

木村	流風 札幌厚別高 61 宮川	あかり 三浦	萌香 62 伊東	ひより 札幌新琴似北中

似鳥	弥衣子 札幌厚別高 有吉	千宙 小田島	帆希 冨塚	純玲 札幌新琴似北中

平松	唯花 宮の森SC 平松	唯花 40 40 柴原	由佳 柴原	由佳 北星女子高

小河	奏瑛 宮の森SC 小河	奏瑛 木下	はるひ 木下	はるひ 北星女子高

山崎	真彩 北星女子中 60 冨田	彩音 柴原	由佳 60 増宮	琴美 札幌西高

船越	華 北星女子中 藤本	奈央 木下	はるひ 元松	かんな 札幌西高

冨田	彩音 62 63 杉本	千春

藤本	奈央 工藤	梨子

冨田	彩音 札幌啓成高 宮川	あかり 三浦	萌香 杉本	千春 札幌北高

藤本	奈央 札幌啓成高 有吉	千宙 小田島	帆希 工藤	梨子 札幌北高

桐木	結子 北星女子高 桐木	結子 41 40 廣瀬	悠月 廣瀬	悠月 札幌厚別高

糸川	優 北星女子高 糸川	優 佐藤	みずき 佐藤	みずき 札幌厚別高

桐木	結子 西村	莉歩

糸川	優 横田	ひかる

松本	乃依 札幌新琴似北中 鈴木	梨菜 60 62 西村	莉歩 西村	莉歩 札幌平岸高

冨塚	華凛 札幌新琴似北中 富澤	梨瑚 横田	ひかる 横田	ひかる 札幌平岸高

鈴木	梨菜 札幌平岸高 63 田中	楓 松山	寧有 63 寺島	優月 北星女子中

富澤	梨瑚 札幌平岸高 木村	茉莉 菊地	にいな 岡田	美咲 北星女子中

谷内	美月 札幌厚別高 谷内	美月 41 40 西塔	由香子 西塔	由香子 札幌北高

綾戸	未華 札幌厚別高 綾戸	未華 清水	綾乃 清水	綾乃 札幌北高

佐藤	麻生 東海大付属札幌高 62 田中	楓 松山	寧有 64 土畑	萌絵 札幌厚別高

佐々木	恋歌 東海大付属札幌高 木村	茉莉 菊地	にいな 石岡	真奈 札幌厚別高

田中	楓 60 60 松山	寧有

木村	茉莉 菊地	にいな

田中	楓 札幌手稲東中 坪内	友里 畠山	紗衣 松山	寧有 SEEKERSTT

木村	茉莉 札幌稲穂中 俵谷	栞那 金岡	知葉 菊地	にいな Line'ｓ	Collect.TT

坪内	友里 北星女子高 坪内	友里 43 41 金内	葵春 金内	葵春 札幌啓成高

俵谷	栞那 北星女子高 俵谷	栞那 森居	那穂華 森居	那穂華 札幌啓成高

坪内	友里 金内	葵春

俵谷	栞那 森居	那穂華

菊入	詩絵 札幌北高 村上	利桜 60 60 馬場	恋音 道端	亜有実 北星女子中

加藤	莉子 札幌北高 岩船	友美 津田	悠希 丹山	玲花 北星女子中

村上	利桜 札幌西陵高 61 坪内	友里 金内	葵春 60 馬場	恋音 ｳｲﾝｸﾞ

岩船	友美 札幌西陵高 俵谷	栞那 森居	那穂華 津田	悠希 SEEKERSTT

渡邊	心 北星女子中 渡邊	心 41 40 吉岡	琴音 中村	瑞姫 札幌平岸高

小林	佳代 北星女子中 小林	佳代 髙木	美月 佐久間	菜乃 札幌平岸高

西村	明香 札幌平岸高 62 渡邊	心 篠原	三南美 61 吉岡	琴音 札幌西高

嶋崎	陽菜 札幌平岸高 小林	佳代 北島	萌 髙木	美月 札幌西高

村元	比菜 64 65 篠原	三南美

畠山	紗奈 北島	萌

村元	比菜 札幌厚別高 坪内	友里 畠山	紗衣 篠原	三南美 北星女子高

畠山	紗奈 札幌厚別高 俵谷	栞那 金岡	知葉 北島	萌 北星女子高

久田	茜 札幌平岸高 久田	茜 41 43 山田	由菜 山田	由菜 札幌西高

近	朋恵 札幌平岸高 近	朋恵 和知	伶果 和知	伶果 札幌西高

小塚	結奈 山田	由菜

好井	美結 和知	伶果

小塚	結奈 北星女子高 小塚	結奈 60 62 安孫子	楓 本多	菜々花 札幌厚別高

好井	美結 北星女子高 好井	美結 高橋	珠里 香西	あとり 札幌厚別高

池田	彩夏 札幌北高 62 川村	優衣 畠山	紗衣 64 安孫子	楓 北星女子中

三田	早悠利 札幌北高 大井	日和 金岡	知葉 高橋	珠里 北星女子中

坂本	潮音 東海大付属札幌高 松永	菜花 41 40 鎌田	有音 鎌田	有音 札幌西陵高

佐藤	菜々香 東海大付属札幌高 成田	このは 安井	彩花 安井	彩花 札幌西陵高

松永	菜花 札幌新琴似北中 64 川村	優衣 畠山	紗衣 61 亀田	彩聖 札幌啓成高

成田	このは 札幌新琴似北中 大井	日和 金岡	知葉 小笠原	真子 札幌啓成高

川村	優衣 60 60 畠山	紗衣

大井	日和 金岡	知葉

川村	優衣 北星女子中 畠山	紗衣 札幌西高

大井	日和 北星女子中 金岡	知葉 札幌西高
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