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清水	智貴 立命館慶祥高 清水	智貴 長峯	経介 長峯	経介 札幌米里中

田中	颯 札幌新川高 田中	颯 小野	葉矢汰 小野	葉矢汰 札幌厚別中

清水	智貴 長峯	経介

田中	颯 小野	葉矢汰

新谷	亜蓮 札幌厚別高 新谷	亜蓮 60 61 丹羽	圭太郎 丹羽	圭太郎 札幌平岡高

矢野	唯斗 札幌厚別高 矢野	唯斗 矢吹	優磨 矢吹	優磨 札幌平岡高

太田	朝日 札幌平岸高 60 清水	智貴 長峯	経介 65 竹澤　一 札幌啓成高

中嶋	南斗 札幌平岸高 田中	颯 小野	葉矢汰 猪股　慎吾 札幌啓成高

水田	雄大 札幌東陵高 伊藤	翔真 60 61 粥川	雄太 池本	巽 札幌北高

吉田	光佑 札幌東陵高 西條	寿希 渡邉	大翔 眞崎	剛瑠 札幌北高

伊藤	翔真 札幌啓成高 62 佐藤	凌 粥川	雄太 65 粥川	雄太 札幌光星高

西條	寿希 札幌啓成高 宮下	覚伎 渡邉	大翔 渡邉	大翔 札幌光星高

佐藤	凌 札幌光星高 佐藤	凌 61 63 林	陸斗 林	陸斗 札幌啓北商高

宮下	覚伎 札幌光星高 宮下	覚伎 武田	明士 武田	明士 札幌啓北商高

中山	智博 札幌月寒高 62 清水	智貴 櫻田	陽 64 新谷	拓土 札幌平岸高

中島	光琉 札幌月寒高 田中	颯 髙野	志恩 天内	大貴 札幌平岸高

山坂	拓未 札幌平岡高 東	慶哉 61 62 干上	源太 佐藤	聖也 札幌東陵高

本間	奏多 札幌平岡高 日野	恵太 長岡	陸丸 田中	和貴 札幌東陵高

東	慶哉 札幌月寒高 61 東	慶哉 干上	源太 65 干上	源太 札幌月寒高

日野	恵太 札幌月寒高 日野	恵太 長岡	陸丸 長岡	陸丸 札幌月寒高

大島	正寛 札幌琴似工高 亀井	光 60 65 北山隆之介 北村隆之介 札幌啓成高

能登谷	悠人 札幌琴似工高 矢澤	奏 中山	颯斗 中山	颯斗 札幌啓成高

亀井	光 札幌光星高 60 東	慶哉 櫻田	陽 64 佐藤	恒史 札幌平岸高

矢澤	奏 札幌光星高 日野	恵太 髙野	志恩 櫻庭	冬羽 札幌平岸高

阿部	弘希 札幌東陵高 阿部	弘希 65 60 漆崎	倭 沼崎	純也 札幌平岡高

手塚	眞心 札幌東陵高 手塚	眞心 藪下	敬至 佐藤	悠太 札幌平岡高

松浦	尚汰 札幌新川高 64 本庄	陽葵 櫻田	陽 櫻田	陽 60 漆崎	倭 札幌新川高

太田	颯真 札幌新川高 岩野	寛大 髙野	志恩 65 髙野	志恩 藪下	敬至 札幌新川高

本庄	陽葵 62 61 櫻田	陽

岩野	寛大 髙野	志恩

本庄	陽葵 札幌平岸高 清水	智貴 櫻田	陽 櫻田	陽 立命館慶祥高

岩野	寛大 札幌平岸高 田中	颯 髙野	志恩 髙野	志恩 立命館慶祥高

増田潤之介 KGセントラル 増田潤之介 62 65 鈴木隆之介 鈴木隆之介 KGセントラル

佐藤	凜門 北科大高 佐藤	凜門 川越	啓世 川越	啓世 KGセントラル

増田潤之介 鈴木隆之介 60 妹尾	風汰 札幌厚別高

佐藤	凜門 川越	啓世 岸上	僚汰 札幌厚別高

伊東	岳哉 札幌琴似工高 伊東	岳哉 60 62 井本	翔一朗 岡崎	泰知 札幌西陵高

岩館	駿 札幌琴似工高 岩館	駿 佐藤	遼祐 伊藤	稜平 札幌西陵高

佐藤	龍平 札幌北高 61 増田潤之介 鈴木隆之介 63 井本	翔一朗 札幌北高

田村	海渡 札幌北高 佐藤	凜門 川越	啓世 佐藤	遼祐 札幌北高

糸谷	天良 札幌光星高 糸谷	天良 62 61 小倉	聡馬 福田	樹 札幌啓成高

平賀	大誠 札幌光星高 平賀	大誠 岩瀬	聡佑 中村	航大 札幌啓成高

赤平	稜斗 札幌新川高 63 糸谷	天良 中山	凱斗 60 小倉	聡馬 札幌月寒高

三浦	知樹 札幌新川高 平賀	大誠 鈴木	亮吾 岩瀬	聡佑 札幌月寒高

三好	蓮 札幌平岡高 石井	健太 61 61 中山	凱斗 沢口	佑太 札幌新川高

松本	俊太 札幌平岡高 種畑	結斗 鈴木	亮吾 長屋	武流 札幌新川高

石井	健太 札幌平岸高 W.O 増田潤之介 長峯	大揮 64 中山	凱斗 札幌北高

種畑	結斗 札幌平岸高 佐藤	凜門 大竹	創 鈴木	亮吾 札幌北高

塚原	和輝 北星学園大附属高 塚原	和輝 61 60 相澤翔太朗 小西	柊音 札幌月寒高

林	汰知 北星学園大附属高 林	汰知 矢野	聡 片岡	嶺 札幌月寒高

髙橋	優斗 札幌啓成高 60 塚原	和輝 相澤翔太朗 65 相澤翔太朗 札幌北高

仲島	右京 札幌啓成高 林	汰知 矢野	聡 矢野	聡 札幌北高

倉島	伊吹 札幌東陵高 船水	直人 62 61 髙儀	柚真 本多	真羽 札幌平岸高

宮崎	新平 札幌東陵高 三宅	陸渡 後藤	稔和 小林	亮仁 札幌平岸高

船水	直人 札幌西陵高 62 塚原	和輝 長峯	大揮 65 髙儀	柚真 札幌厚別高

三宅	陸渡 札幌西陵高 林	汰知 大竹	創 後藤	稔和 札幌厚別高

加藤優輝流 札幌平岡高 加藤優輝流 65 60 山田	竜也 永井	匠 札幌新川高

簑谷駿之介 札幌平岡高 簑谷駿之介 物部	稔大 小林	孝大 札幌新川高

多田	悠祐 札幌新川高 62 大井	春輝 長峯	大揮 W・O 山田	竜也 札幌東陵高

中村	天 札幌新川高 山岡	愁人 大竹	創 物部	稔大 札幌東陵高

大井	春輝 60 60 長峯	大揮

山岡	愁人 大竹	創

大井	春輝 札幌平岸高 長峯	大揮 札幌米里中

山岡	愁人 札幌平岸高 大竹	創 札幌発寒中
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村上	礼音 北科大高 村上	礼音 福永	桃加 福永	桃加 北海高

木村	茉莉 北科大高 木村	茉莉 寺島	麻 寺島	麻 札幌西高

村上	礼音 福永	桃加

木村	茉莉 寺島	麻

領毛	花 札幌啓北商高 中山	紗希 61 60 高嶋	珠鈴 高嶋	珠鈴 札幌啓成高

亀山	春奈 札幌啓北商高 野﨑	彩華 田中	美佑 田中	美佑 札幌啓成高

中山	紗希 札幌西陵高 62 村上	礼音 安西	乙羽 63 生部	碧衣 札幌旭丘高

野﨑	彩華 札幌西陵高 木村	茉莉 成田保乃佳 柳谷	茉青 札幌旭丘高

山岡	明咲花 札幌平岸高 山岡	明咲花 60 65 大坪	さら 菅原	思羽 札幌藤女子高

村田	麻菜 札幌平岸高 村田	麻菜 内山	優 川村	いつき 札幌藤女子高

越後	絢音 北星女子中 W.O 岸田	花朋 安西	乙羽 W.O 大坪	さら 札幌東陵高

髙橋	心愛 北星女子中 佐藤	碧の 成田保乃佳 内山	優 札幌東陵高

堀	ゆゆな 札幌啓成高 岸田	花朋 60 60 安西	乙羽 安西	乙羽 北海高

山本	歩未 札幌啓成高 佐藤	碧の 成田保乃佳 成田保乃佳 北海高

岸田	花朋 北海高 60 村上	礼音 黒岩菜々花 60 安孫子	楓 北星女子高

佐藤	碧の 北海高 木村	茉莉 尾形	美侑 阿部	真奈未 北星女子高

平松	唯花 札幌旭丘高 平松	唯花 63 61 道端亜有実 道端亜有実 北星女子高

土田	遥 札幌旭丘高 土田	遥 北林	杏 北林	杏 北星女子高

平松	唯花 杉本	さき 60 上條	嬉咲 札幌厚別高

土田	遥 梅基	汐菜 髙橋	玲菜 札幌厚別高

髙橋	美颯 札幌平岸高 影山	あい 64 64 杉本	さき 杉本	さき 札幌平岸高

中澤	佳子 札幌平岸高 北上	莉子 梅基	汐菜 梅基	汐菜 札幌平岸高

影山	あい 札幌旭丘高 64 吉川	葵 黒岩菜々花 63 松尾	風音 札幌旭丘高

北上	莉子 札幌旭丘高 熊谷	采音 尾形	美侑 古川	莉央 札幌旭丘高

寺島	優月 北星女子高 寺島	優月 60 60 片岡	樹里 石田	りりか 札幌啓北商高

小林	煌莉 北星女子中 小林	煌莉 山田	凜花 中川	瑞稀 札幌啓北商高

新沼	楓夏 札幌東陵高 61 吉川	葵 島田	理恋 黒岩菜々花 61 片岡	樹里 札幌啓成高

髙田	華望 札幌東陵高 熊谷	采音 津田	悠希 63 尾形	美侑 山田	凜花 札幌啓成高

吉川	葵 60 60 黒岩菜々花

熊谷	采音 尾形	美侑

吉川	葵 札幌西高 村上	礼音 島田	理恋 黒岩菜々花 北科大高

熊谷	采音 札幌西高 木村	茉莉 津田	悠希 尾形	美侑 北科大高

林	優羅 札幌啓成高 林	優羅 62 61 米原	千絵 米原	千絵 札幌西高

徳永	桃花 札幌啓成高 徳永	桃花 石田	陽世 石田	陽世 札幌西高

林	優羅 米原	千絵

徳永	桃花 石田	陽世

清水	楓菜 札幌旭丘高 川手	凛子 61 60 山﨑	葉月 古田	優月 札幌西陵高

大西	花乃 札幌旭丘高 西澤	来実 山本	彩水 中梶	美優 札幌西陵高

川手	凛子 札幌平岸高 60 林	優羅 米原	千絵 62 山﨑	葉月 札幌旭丘高

西澤	来実 札幌平岸高 徳永	桃花 石田	陽世 山本	彩水 札幌旭丘高

岩渕	桃花 札幌厚別高 船越	華 61 61 宮岸ひかる 藤田	萌愛 札幌平岸高

品川	奈波 札幌厚別高 十亀	芽衣 藤松	志織 澤田	萌 札幌平岸高

船越	華 北星女子高 60 田村なぎさ 宮岸ひかる W.O 宮岸ひかる 札幌啓成高

十亀	芽衣 北星女子高 工藤	泉希 藤松	志織 藤松	志織 札幌啓成高

浅見	佳音 札幌啓北商高 田村なぎさ 62 63 鳴海	吏杏

小林	結 札幌啓北商高 工藤	泉希 三浦	結花

田村なぎさ 札幌西高 60 林	優羅 島田	理恋 鳴海	吏杏 北海高

工藤	泉希 札幌西高 徳永	桃花 津田	悠希 三浦	結花 北海高

吉田	理桜 北星女子高 吉田	理桜 61 62 梅田	涼花 梅田	涼花 札幌旭丘高

小林	佳代 北星女子高 小林	佳代 藤原	蘭 藤原	蘭 札幌旭丘高

吉田	理桜 阿部	優奈 65 新井田	瑠璃 札幌啓北商高

小林	佳代 吉川	真衣 秋庭	帆那 札幌啓北商高

工藤	桃華 北星女子中 荒木地彩圭 60 63 阿部	優奈 髙野	杏由香 北星女子中

永濵	愛子 北星女子中 塚本	莉菜 吉川	真衣 藤本	萌々 北星女子中

荒木地彩圭 札幌平岸高 64 吉田	理桜 島田	理恋 60 阿部	優奈 札幌平岸高

塚本	莉菜 札幌平岸高 小林	佳代 津田	悠希 吉川	真衣 札幌平岸高

金内	亜純 札幌啓成高 金内	亜純 60 60 戸田	吹香 戸田	吹香 札幌東陵高

二階堂綾音 札幌啓成高 二階堂綾音 栗原	萌衣 栗原	萌衣 札幌東陵高

長谷	桃子 札幌西高 60 金内	亜純 島田	理恋 63 大地	菜々美 札幌旭丘高

髙橋	日菜子 札幌西高 二階堂綾音 津田	悠希 宮嶋	理沙子 札幌旭丘高

W.O 60 島田	理恋

津田	悠希

渡邊	心 北星女子高 島田	理恋 札幌新川西中

石崎	鈴奈 北星女子高 津田	悠希 札幌開成中等
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