
決勝スタートリスト
第１班 43名 第２班 43名

ビブ ビブ

ＮＯ ＮＯ

1 鈴木　大智 準指導員 小樽 スズキ ダイチ 90 daekeunkwak 1級 ｵｰﾌﾟﾝ ｄａｅｋｅｕｎ ｋｗａｋ

6 比留間　幹太 クラウン 高校生 ヒルマ カンタ 97 冨田　哲 クラウン 小樽 トミタ テツ

12 宍戸　颯 テクニカル 高校生 シシド ハヤテ 98 日向　文吉 クラウン 高校生 ヒナタ フミヨシ

13 天野　良祐 1級 当別 アマノ リョウスケ 99 岡崎　宜紀 クラウン 石狩 オカザキ ヨシキ

14 篠田　大輝 クラウン 高校生 シノダ ダイキ 101 LORENZPAUL 1級 ｵｰﾌﾟﾝ ロレンツ ポール

15 山田　卓也 指導員 十勝 ヤマダ タクヤ 103 今泉　英明 指導員 倶知安 イマイズミ ヒデアキ

16 有坂　勇作 テクニカル 紋別地方 アリサカ ユウサク 104 JeonHeunggoo 1級 ｵｰﾌﾟﾝ ジョン フング

18 米澤　由翔 テクニカル 高校生 ヨネザワ ユウト 108 小嶋　寿一 指導員 登別 コジマ トシカズ

20 古賀　貴理偉 準指導員 北見市 コガ キリイ 109 岡崎　駿一 準指導員 網走 オカザキ シュンイチ

21 林　航平 テクニカル 自衛隊 ハヤシ コウヘイ 113 角　志 指導員 倶知安 カク ノゾム

23 浦添　圭司 準指導員 伊達 ウラゾエ ケイジ 115 百瀬　純平 指導員 小樽 モモセ ジュンペイ

28 岩井　徳宏 テクニカル 小樽 イワイ ナルヒロ 116 上田　一哉 指導員 十勝 ウエダ カズヤ

29 鈴木　洋祐 準指導員 自衛隊 スズキ ヨウスケ 118 市川　圭介 指導員 仁木 イチカワ ケイスケ

32 後藤　勇樹 指導員 富良野 ゴトウ ユウキ 122 塩原　秀司 テクニカル 小樽 シオハラ シュウジ

33 蟹谷　祐也 テクニカル 高校生 カニタニ ユウヤ 123 山﨑　勇介 クラウン 札幌 ヤマザキ ユウスケ

36 野家　卓也 指導員 網走 ノエ タクヤ 124 佐藤　健太 テクニカル 小平 サトウ ケンタ

38 月井　一輝 1級 札幌 ツキイ カズキ 126 金田　翔 指導員 自衛隊 カネタ ショウ

39 伊藤　純平 準指導員 仁木 イトウ ジュンペイ 127 成田　伊織 1級 ニセコ ナリタ イオリ

41 勝浦　和也 指導員 ニセコ カツウラ カズヤ 128 佐々木　祐介 クラウン 旭川 ササキ ユウスケ

42 古江　真己 テクニカル 高校生 フルエ マサキ 129 大竹　悠太 1級 上富良野 オオタケ ユウタ

47 山根　直峰 準指導員 北空知 ヤマネ ナオタカ 130 林　来征 1級 かもい岳 ハヤシ ライセイ

50 岩井　亮介 クラウン 登別 イワイ リョウスケ 131 澤井　聡 準指導員 北見市 サワイ ソウ

51 藤原　哲那 クラウン 高校生 フジワラ テツナ 132 飯塚　圭太 クラウン 札幌 イイヅカ ケイタ

52 尾﨑　勇紀 指導員 岩見沢 オザキ ユウキ 133 山野井　全 テクニカル 函館 ヤマノイ ゼン

54 新井　遼 準指導員 旭川 アライ リョウ 135 堀　祐司 指導員 札幌 ホリ ユウジ

56 清水　一樹 テクニカル 小樽 シミズ カズキ 139 横山　智哉 準指導員 札幌 ヨコヤマ トモヤ

59 川江　雄太 テクニカル 旭川 カワエ ユウタ 141 小松　大 クラウン 十勝 コマツ ダイ

60 水戸　洋平 指導員 岩見沢 ミト ヨウヘイ 142 千葉　洸暢 テクニカル 高校生 チバ ヒロノブ

61 末武　大介 準指導員 伊達 スエタケ ダイスケ 143 三宅　康平 クラウン 自衛隊 ミヤケ コウヘイ

62 福岡　義隆 クラウン 石狩 フクオカ ヨシタカ 146 櫻井　風雅 テクニカル 高校生 サクライ フウガ

63 吉田　勝大 指導員 札幌 ヨシダ マサヒロ 149 鈴木　翔 クラウン 函館 スズキ ツバサ

64 高橋　賢佑 準指導員 石狩 タカハシ ケンスケ 150 川上　憲太郎 1級 札幌 カワカミ ケンタロウ

68 LeeJu-Hyung 1級 ｵｰﾌﾟﾝ Ｌｅｅ Ｊｕ－Ｈｙｕｎｇ 151 佐井　勇斗 準指導員 岩見沢 サイ ハヤト

72 大場　奨三 指導員 自衛隊 オオバ ショウゾウ 152 後藤　健太 テクニカル 高校生 ゴトウ ケンタ

74 宮田　英之 指導員 札幌 ミヤタ ヒデユキ 156 関　隼太 指導員 自衛隊 セキ ハヤタ

75 谷藤　光 1級 かもい岳 タニフジ ヒカル 157 澤田　幸紘 指導員 士別地方 サワダ ユキヒロ

78 大西　将樹 指導員 羽幌 オオニシ マサキ 158 木村　亮太 テクニカル 高校生 キムラ リョウタ

80 山下　亮太 1級 小樽 山下 亮太 166 山田　和稀 準指導員 自衛隊 ヤマダ カズキ

81 遠藤　奎弥 クラウン 名寄地方 エンドウケイヤ 167 谷川　直也 クラウン 北見市 タニカワ ナオヤ

82 西山　慈温 クラウン 高校生 ニシヤマ シオン 168 小宅　良明 1級 小樽 オヤケ ヨシアキ

83 鴨野　俊行 準指導員 岩見沢 カモノ トシユキ 169 関井　愛斗 クラウン 高校生 セキイ マナト

86 村山　竜太 指導員 追分 ムラヤマ リュウタ 170 安井　章博 1級 富良野 ヤスイアキヒロ

89 尾山　克宗 準指導員 登別 オヤマ カツムネ 173 関　逸平 準指導員 札幌 セキ イッペイ

ふりがな氏名 資格 地区連 ふりがな 氏名 資格 地区連



決勝スタートリスト
第３班 42名 第４班 41名

ビブ ビブ 氏名 資格 地区連 ふりがな

ＮＯ ＮＯ

174 今野　駿 準指導員 追分 今野 駿 301 住谷　さくら 1級 札幌 スミタニ サクラ

175 井山　敬介 指導員 石狩 イヤマ ケイスケ 302 谷藤　遥 準指導員 追分 タニフジ ハルカ

176 印鑰　昇明 準指導員 北見市 インヤク ノリアキ 304 池田　麻里 指導員 札幌 イケダ マリ

179 澤田　慶一 指導員 倶知安 サワダ ケイイチ 305 木村　彩香 テクニカル 高校生 キムラ アヤカ

182 菅野　泰幸 準指導員 名寄地方 スガノ ヤスユキ 306 後藤　詩緒里 クラウン 札幌 ゴトウ シオリ

183 村上　祐介 指導員 自衛隊 ムラカミ ユウスケ 308 吉田　歩惟 準指導員 自衛隊 ヨシダ アイ

186 道原　孟里 クラウン 登別 ミチハラ モウリ 309 松岡　美樹 準指導員 函館 マツオカ ミキ

189 松浦　美朗 指導員 札幌 マツウラ ヨシロウ 314 永坂　晴香 準指導員 栗山 ナガサカ ハルカ

191 出雲屋　大地 準指導員 札幌 イズモヤ ダイチ 315 上野　真奈 クラウン 倶知安 ウエノ マナ

193 白土　晶一 指導員 自衛隊 シラト ショウイチ 317 浜下　玲音 テクニカル 高校生 ハマシタ レノ

194 大島　夕輝 クラウン 高校生 オオシマ ユウキ 318 大川　奈々 指導員 北見地区 オオカワ ナナ

196 小松　裕貴 準指導員 札幌 コマツ ユウキ 319 鈴木　梨央 テクニカル 高校生 スズキ リオ

197 増田　康太 クラウン 高校生 マスダ コウタ 320 秋山　穂香 クラウン 札幌 アキヤマ ホノカ

201 時枝　興太郎 テクニカル 小樽 トキエダ コウタロウ 321 弓野　華緒 準指導員 名寄地方 ユミノ カオ

203 手代木　祐也 1級 旭川 テシロギ ユウヤ 322 石栗　沙貴 テクニカル 高校生 イシクリ サキ

204 猪狩　寛治 準指導員 札幌 イガリ ヒロハル 323 道心　絢 クラウン 石狩 ドウシン アヤ

206 宮田　拓弥 指導員 札幌 ミヤタ タクヤ 324 山崎　綺羅 クラウン 函館 ヤマザキ キララ

208 大田　竜司 指導員 札幌 オオタ リュウジ 327 鴨野　里奈 1級 岩見沢 カモノ リナ

210 鈴木　智大 指導員 函館 スズキ トモヒロ 328 喜多　晃子 指導員 函館 キタ アキコ

211 吉野　寛壱 1級 高校生 ヨシノ カケイ 329 花井　里紗子 クラウン 小樽 ハナイ リサコ

212 大西　一宏 指導員 倶知安 オオニシ カズヒロ 331 菅野　葉月 指導員 名寄地方 スガノ ハヅキ

213 澤田　竜摩 指導員 函館 サワダ リョウマ 333 神谷　来美 テクニカル 高校生 カミヤ クルミ

214 渡部　悠大 テクニカル 高校生 ワタナベ ユウダイ 334 手倉森　楓果 テクニカル 札幌 テクラモリ フウカ

215 Duncan-SmithJosh 1級 ｵｰﾌﾟﾝ Ｄｕｎｃａｎ－Ｓｍｉｔｈ Ｊｏｓｈ 337 永坂　綾香 テクニカル 栗山 ナガサカ アヤカ

218 橋村　俊大 1級 旭川 ハシムラ トシヒロ 338 山中　環 テクニカル 高校生 ヤマナカ タマキ

219 斉藤　人之 指導員 小樽 サイトウ ヒトシ 339 大場　優希 指導員 自衛隊 オオバ ユウキ

221 髙橋　慧流 テクニカル 高校生 タカハシ サトル 341 中村　真由 クラウン 高校生 ナカムラ マユ

223 町田　隆宇 1級 高校生 マチダ リュウ 342 榊原　千尋 クラウン 石狩 サカキバラ チヒロ

224 武田　竜 指導員 小樽 タケダ リュウ 343 千葉　恭子 1級 高校生 チバ キョウコ

225 木下　将仁 指導員 苫小牧 キノシタ マサヒト 344 高橋　瑞季 指導員 小樽 タカハシ ミズキ

226 今野　雅浩 指導員 札幌 コンノ マサヒロ 345 薮下　未来 テクニカル 札幌 ヤブシタ ミク

227 前山　舜 テクニカル 高校生 マエヤマ シュン 347 勝浦　由衣 クラウン 旭川 カツウラ ユイ

228 甫木　優介 準指導員 十勝 ホギ ユウスケ 348 佐藤　美悠 テクニカル 高校生 サトウ ミユ

229 高田　悠太郎 1級 札幌 タカダ ユウタロウ 349 千葉　郁佳 テクニカル 札幌 チバ アヤカ

233 吉和　遼太郎 テクニカル 札幌 ヨシワ リョウタロウ 351 山川　展世 指導員 十勝 ヤマカワ ノブヨ

235 金沢　圭紘 指導員 札幌 カナザワ ヨシヒロ 352 小森　彩未 指導員 かもい岳 コモリ アヤミ

236 横山　省悟 クラウン 高校生 ヨコヤマ ショウゴ 354 伊藤　亜美 クラウン 石狩 イトウ アミ

239 平出　晋大 指導員 札幌 ヒライデ ノブヒロ 360 石井　理紗 指導員 札幌 イシイ リサ

240 須川　尚樹 指導員 小樽 スガワ ナオキ 361 山上　千幸 テクニカル 高校生 ヤマガミ チユキ

242 McGrashanReilly 1級 ｵｰﾌﾟﾝ マクグラシャン レイリー 362 梅田　真裕子 指導員 札幌 ウメダ マユコ

243 新井　悠 準指導員 旭川 アライ ユウ 364 畠山　良江 指導員 十勝 ハタケヤマ ヨシエ

244 中村　亮太 テクニカル 登別 ナカムラ リョウタ

氏名 資格 地区連 ふりがな


