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三浦	瑛 札幌手稲中 三浦	瑛 佐藤	柊也 佐藤	柊也 北星学園大附属高

長峯	大揮 札幌米里中 長峯	大揮 村田	隼 村田	隼 北星学園大附属高

三浦	瑛 佐藤	柊也

長峯	大揮 村田	隼

61 64

山田	尊弘 東海大付属札幌高 山田	尊弘 三浦	瑛 泉	翔太 古川	聖斗 古川	聖斗 札幌北斗高
沼久地	淳也 東海大付属札幌高 沼久地	淳也 長峯	大揮 木林	佑太 新井田	佑人 新井田	佑人 札幌北斗高

菊地	勇斗 札幌平岸高 菊地	勇斗 60 63 木村	優太 喜多	亮太 札幌光星高
石井	雄大 札幌平岸高 石井	雄大 近藤	凌太 小山	峻真 東海大付属札幌高

奥村	勇斗 札幌開成中等 w.o 菊地	勇斗 泉	翔太 w.o 木村	優太 札幌月寒高
野崎	稜太 札幌開成中等 石井	雄大 木林	佑太 近藤	凌太 札幌月寒高

62 61

小池	寛人 札幌啓北商高 小池	寛人 三浦	瑛 泉	翔太 泉	翔太 泉	翔太 札幌南高
三船	勇樹 札幌啓北商高 三船	勇樹 長峯	大揮 木林	佑太 木林	佑太 木林	佑太 札幌南高

瀧川	凌平 札幌北斗高 瀧川	凌平 61 60 小林	諒也 小林	諒也 札幌北高
菅野	陽生 札幌北斗高 菅野	陽正 岩田	敏裕 岩田	敏裕 札幌北高

塚原	和輝 小林	諒也

松田	唯汰 岩田	敏裕

60 w.o

塚原	和輝 北星学園大附属高 塚原	和輝 佐久間	新 小林	諒也 五十嵐	佳太 五十嵐	佳太 札幌南高
松田	唯汰 札幌静修高 松田	唯汰 小幡	士恩 岩田	敏裕 山城	皓太郎 山城	皓太郎 札幌南高

佐久間	新 東海大付属札幌高 佐久間	新 64 64 吉田	健佑 吉田	健佑 札幌平岸高
小幡	士恩 東海大付属札幌高 小幡	士恩 石川	太郎 石川	太郎 札幌平岸高

佐久間	新 三浦	瑛 60 吉田	健佑

小幡	士恩 長峯	大揮 石川	太郎

61 62

権	裕河 札幌北高 権	裕河 三浦	瑛 泉	翔太 髙橋	真永 髙橋	真永 札幌厚別高

天野	楓紀 札幌北高 天野	楓紀 長峯	大揮 木林	佑太 西山	佳孝 西山	佳孝 札幌厚別高

内藤	倫夢 東海大付属札幌高 内藤	倫夢 60 62 井上	賢一郎 井上	賢一郎 札幌北高
手塚	広大 東海大付属札幌高 手塚	広大 髙橋	憂雅 髙橋	憂雅 札幌北高

内藤	倫夢 井上	賢一郎

手塚	広大 髙橋	憂雅

60 w.o

佐藤	颯太 札幌新琴似北中 佐藤	颯太 内藤	倫夢 渡辺	黎 青木	直人 青木	直人 札幌北斗高
伊勢	優月 札幌西野中 伊勢	優月 手塚	広大 原田	大暉 渡部	士元 渡部	士元 札幌北斗高

稲舩	智広 札幌琴似工高 稲舩	智広 62 63 米澤	諒祐 米澤	諒祐 東海大付属札幌高

中田	大智 札幌琴似工高 中田	大智 沼舘	宏太 沼舘	宏太 東海大付属札幌高

稲舩	智広 渡辺	黎

中田	大智 原田	大暉

60 60

古郡	健太郎 札幌啓北商高 古郡	健太郎 内藤	倫夢 本郷	竜之介 渡辺	黎 渡辺	黎 札幌平岸高
渡邉	雄也 札幌啓北商高 渡邉	雄也 手塚	広大 馬場	大輔 原田	大暉 原田	大暉 札幌平岸高

小泉	連太朗 札幌開成中等 小泉	連太朗 60 61 伊藤	ケイン 伊藤	ケイン 札幌北高
山名	雄大 札幌開成中等 山名	雄大 濱村	淳之介 濱村	淳之介 札幌北高

石田	侑也 本郷	竜之介

西澤	俊 馬場	大輔

中坂	絃二 札幌琴似工高 石田	侑也 w.o 60

堀	豪 札幌琴似工高 西澤	俊

石田	侑也 札幌啓成高 61 石田	侑也 本郷	竜之介 本郷	竜之介 本郷	竜之介 札幌琴似工高
西澤	俊 札幌啓成高 西澤	俊 馬場	大輔 馬場	大輔 馬場	大輔 札幌北陵高

高橋	賢士 札幌月寒高 高橋	賢士 64 61 小原	啓太 小原	啓太 札幌厚別高
藤田	諒真 札幌月寒高 藤田	諒真 鈴木	悠太 鈴木	悠太 札幌厚別高

高倉	慧 小原	啓太

有岡	将吾 鈴木	悠太

63 64

高倉	慧 札幌平岸高 高倉	慧 早川	直希 早川	直希 札幌北高
有岡	将吾 札幌平岸高 有岡	将吾 吉田	潤平 吉田	潤平 札幌北高

三浦	瑛 F 田中	颯

長峯	大揮 木村	柚葵

田中	颯 65

木村	柚葵
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根布	将意 札幌啓北商高 根布	将意 越智	陸斗 越智	陸斗 北星学園大附属高

秋元	啓寿 札幌啓北商高 秋元	啓寿 宮村	柊羽 宮村	柊羽 北星学園大附属高

根布	将意 越智	陸斗

秋元	啓寿 宮村	柊羽

61 62

西川	小彌太 札幌北高 西川	小彌太 根布	将意 小野	翔太郎 山口	昌也 山口	昌也 札幌北高
北崎	皓哉 札幌北高 北崎	皓哉 秋元	啓寿 秋元	真聖 原	悠輔 原	悠輔 札幌北高

先﨑	壮良 札幌琴似工高 先﨑	壮良 64 60 山口	泰周 山口	泰周 札幌月寒高
森田	瑞生 札幌琴似工高 森田	瑞生 中山	祥吾 中山	祥吾 札幌月寒高

江口	諒 東海大付属札幌高 64 加賀谷	遥希 小野	翔太郎 62 津山	聡 札幌北高
北村	碩康 東海大付属札幌高 五十嵐	宏斗 秋元	真聖 竹高	凜 札幌北高

62 63

加賀谷	遥希 札幌東陵高 加賀谷	遥希 上山	隼平 小野	翔太郎 小野	翔太郎 小野	翔太郎 札幌厚別高
五十嵐	宏斗 札幌東陵高 五十嵐	宏斗 蓮沼	亜郎 秋元	真聖 秋元	真聖 秋元	真聖 札幌厚別高

佐々木	雄大 札幌啓北商高 佐々木	雄大 64 63 津久井	速人 津久井	速人 札幌北高
浅見	幸音 札幌啓北商高 浅見	幸音 高橋	諄 高橋	諄 札幌北高

佐々木	雄大 金城	賢介

浅見	幸音 土橋	和真

61 64

齋藤	大空 札幌新琴似北中 齋藤	大空 上山	隼平 島田	知 金城	賢介 金城	賢介 東海大付属札幌高

長谷川	颯大 札幌新琴似北中 長谷川	颯大 蓮沼	亜郎 武藤	悠陽 土橋	和真 土橋	和真 東海大付属札幌高

池野	広哉 札幌南高 池野	広哉 63 60 武田	蓮 武田	蓮 札幌厚別高
小比賀	朱偉 札幌南高 小比賀	朱偉 山田	悠太 山田	悠太 札幌厚別高

上山	隼平 田中	颯 62 島田	知

蓮沼	亜郎 木村	柚葵 武藤	悠陽

63 61

上山	隼平 東海大付属札幌高 上山	隼平 上山	隼平 田中	颯 島田	知 島田	知 札幌手稲高

蓮沼	亜郎 東海大付属札幌高 蓮沼	亜郎 蓮沼	亜郎 木村	柚葵 武藤	悠陽 武藤	悠陽 札幌手稲高

橋爪	陸人 札幌北高 橋爪	陸人 65 61 野杉	音輝 野杉	音輝 東海大付属札幌高

平野	敬太 札幌北高 平野	敬太 木村	蓮 木村	蓮 東海大付属札幌高

藤井	敬紀 野杉	音輝

工藤	駿世 木村	蓮

60 60

藤井	敬紀 札幌月寒高 藤井	敬紀 高橋	紘哉 塚本	航成 熊倉	徹平 熊倉	徹平 札幌新琴似北中
工藤	駿世 札幌月寒高 工藤	駿世 染谷	銀志 八子	恭輔 安藤	愛流 安藤	愛流 札幌新琴似北中

高橋	紘哉 札幌北高 高橋	紘哉 61 62 岡田	幹人 岡田	幹人 札幌東陵高
染谷	銀志 札幌北高 染谷	銀志 宍戸	歩 宍戸	歩 札幌東陵高

高橋	紘哉 塚本	航成

染谷	銀志 八子	恭輔

w.o 61

新山	悠永 札幌開成中等 新山	悠永 江面	隼人 田中	颯 塚本	航成 塚本	航成 札幌北高
東盛	圭汰 札幌開成中等 東盛	圭汰 大竹	創 木村	柚葵 八子	恭輔 八子	恭輔 札幌北高

白尾	俊輔 東海大付属札幌高 白尾	俊輔 60 61 松本	智也 松本	智也 北星学園大附属高

佐藤	敬太 東海大付属札幌高 佐藤	敬太 松本	拓真 松本	拓真 北星学園大附属高

白尾	俊輔 松本	智也

佐藤	敬太 松本	拓真

松本	龍真 札幌琴似工高 春木	謙太郎 63 62

西川	直樹 札幌琴似工高 佐々木	歩希

春木	謙太郎 札幌啓成高 63 江面	隼人 田中	颯 新目	健太 新目	健太 札幌平岸高
佐々木	歩希 札幌啓成高 大竹	創 木村	柚葵 松田	智揮 松田	智揮 札幌平岸高

綱木	優一 札幌月寒高 綱木	優一 63 61 渡邊	莉久 渡邊	莉久 札幌啓北商高
中田	俊 札幌月寒高 中田	俊 野口	大智 野口	大智 札幌啓北商高

江面	隼人 田中	颯

大竹	創 木村	柚葵

63 60

江面	隼人 あけぼのTC 江面	隼人 田中	颯 田中	颯 札幌宮の丘中
大竹	創 宮の森SC 大竹	創 木村	柚葵 木村	柚葵 札幌稲雲高
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金岡 知葉 札幌西高 金岡 知葉 川村 優衣 川村 優衣 北星女子高
松原 つぐみ 札幌西高 松原 つぐみ 澤田 佳歩 澤田 佳歩 北星女子高

金岡 知葉 川村 優衣

松原 つぐみ 澤田 佳歩

横岡 里栄 札幌平岸高 好井 美結 60 61 岩泉 来実 岩泉 来実 札幌西高
嶋崎 陽菜 札幌平岸高 小塚 結奈 矢挽 小春 矢挽 小春 札幌西高

好井 美結 北星女子高 60 金岡 知葉 川村 優衣 60 細木 あおい 札幌新琴似北中
小塚 結奈 北星女子高 松原 つぐみ 澤田 佳歩 佐藤 碧泉 札幌新琴似北中

大野 美羽 札幌啓成高 僧都 舞子 64 60 坂本 潮音 土畑 萌絵 札幌厚別高
高井 凜香 札幌啓成高 風間 詩悠那 佐藤 麻生 廣澤 雪乃 札幌厚別高

僧都 舞子 札幌西高 60 僧都 舞子 平松 唯花 64 坂本 潮音 東海大付属札幌高

風間 詩悠那 札幌西高 風間 詩悠那 小河 奏瑛 佐藤 麻生 東海大付属札幌高

62 65

鈴木 梨菜 札幌平岸高 鈴木 梨菜 金岡 知葉 川村 優衣 平松 唯花 平松 唯花 札幌向陵中
富澤 梨瑚 札幌平岸高 富澤 梨瑚 松原 つぐみ 澤田 佳歩 小河 奏瑛 小河 奏瑛 札幌向陵中

加我 くるみ 札幌宮の丘中 加我 くるみ 63 60 逢坂 優希 逢坂 優希 札幌稲雲高
津田 悠希 札幌開成中等 津田 悠希 越後谷 陽彩 越後谷 陽彩 札幌稲雲高

加我 くるみ 斉藤 由季乃

津田 悠希 佐々木 恋歌

阿部 雛代 東海大付属札幌高 阿部 雛代 60 w.o 斉藤 由季乃 墨谷 名南 札幌厚別高
喜田 みどり 東海大付属札幌高 喜田 みどり 佐々木 恋歌 佐々木 捺美 札幌厚別高

三井 梨紗子 札幌平岸高 64 加我 くるみ 斉藤 由季乃 61 斉藤 由季乃 東海大付属札幌高

岩佐 美里 札幌平岸高 津田 悠希 佐々木 恋歌 佐々木 恋歌 東海大付属札幌高

元木 奈穂 札幌西高 元木 奈穂 60 61 新井田 瑠璃 長尾 咲希 札幌東陵高
西尾 真尋 札幌西高 西尾 真尋 水嶋 彩優 小西 菜々美 札幌東陵高

河野 椿 札幌啓成高 62 齋藤 杏佳 川村 優衣 62 新井田 瑠璃 63 新井田 瑠璃 札幌啓北商高
一ノ渡 海伶 札幌啓成高 稲川 涼 澤田 佳歩 水嶋 彩優 水嶋 彩優 札幌啓北商高

63 w.o

齋藤 杏佳 札幌開成中等 齋藤 杏佳 金岡 知葉 川村 優衣 渡邊 心 渡邊 心 北星女子中

稲川 涼 札幌東商高 稲川 涼 松原 つぐみ 澤田 佳歩 小林 佳代 小林 佳代 北星女子中

木村 茉莉 札幌稲穂中 木村 茉莉 61 65 伊藤 文月 伊藤 文月 札幌西高
徳永 桃花 札幌稲積中 徳永 桃花 元松 かんな 元松 かんな 札幌西高

木村 茉莉 伊藤 文月

徳永 桃花 元松 かんな

増宮 美怜 札幌西高 増宮 美怜 60 62 岩﨑 瑞穂 寺島 優月 北星女子中
武村 涼佳 札幌西高 武村 涼佳 白崎 百々花 中尾 紗 北星女子中

安孫子 楓 北星女子中 w.o 木村 茉莉 八木沢 夏 w.o 岩﨑 瑞穂 札幌東陵高
平岡 愛美 北星女子高 徳永 桃花 高木 美月 白崎 百々花 札幌東陵高

丹 栞理 札幌光星高 丹 栞理 60 64 高橋 佑奈 高橋 佑奈 札幌北高
野々宮 茉奈 北海学園札幌高 野々宮 茉奈 水野 一花 水野 一花 札幌北高

亀岡 小雪 札幌西高 64 丹 栞理 八木沢 夏 w.o 山崎 真彩 北星女子中
村上 晴 札幌西高 野々宮 茉奈 高木 美月 船越 華 北星女子中

63 60

鈴木 真菜 札幌平岸高 鈴木 真菜 徳永 藍海 菊地 にいな 八木沢 夏 八木沢 夏 Qroc’s
西村 明香 札幌平岸高 西村 明香 北島 萌 坂尻 若菜 高木 美月 高木 美月 札幌西高

柴原 由佳 北星女子高 柴原 由佳 65 60 吉岡 琴音 吉岡 琴音 札幌西高
木下 はるひ 北星女子高 木下 はるひ 田中 由莉 田中 由莉 札幌西高

柴原 由佳 吉岡 琴音

木下 はるひ 田中 由莉

堀口 菜々 札幌東陵高 小笠原 真子 63 63 西 風香 西 風香 札幌東陵高
菅原 久瑠見 札幌東陵高 三井田 愛佳 小島 朱里 小島 朱里 札幌東陵高

小笠原 真子 札幌啓成高 60 徳永 藍海 菊地 にいな w.o 道端 亜有実 北星女子中
三井田 愛佳 札幌啓成高 北島 萌 坂尻 若菜 丹山 玲花 北星女子中

佐渡谷 美緒 札幌厚別高 山田 ひより 62 60 岡 柚奈 末田 空音 東海大付属札幌高

原 みさき 札幌厚別高 伊東 ひより 橋本 七海 佐藤 優花 東海大付属札幌高

山田 ひより WAVE 60 徳永 藍海 菊地 にいな 60 岡 柚奈 札幌厚別高
伊東 ひより WAVE 北島 萌 坂尻 若菜 橋本 七海 札幌厚別高

61 60

徳永 藍海 北星女子高 徳永 藍海 菊地 にいな 菊地 にいな 札幌光星高
北島 萌 北星女子高 北島 萌 坂尻 若菜 坂尻 若菜 札幌光星高32 64
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市民大会　　高校生以下女子
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