
種別 予選小回りタイガー ４班
ﾋﾞﾌﾞ 氏名 かな 地区連 資格
301 永坂 綾香 ナガサカ アヤカ 栗山 準指導員
302 大場 優希 オオバ ユウキ 自衛隊 指導員
303 齊藤 優希 サイトウ ユウキ かもい岳 1級
304 奈須川 瑞希 ナスカワ ミズキ 高校生 テクニカル
305 成澤 栞 ナリサワ シオリ 小樽 指導員
306 赤井 星利奈 アカイ セリナ 旭川 準指導員
307 大野 愛佳 オオノ アイカ 札幌 テクニカル
308 弓野 華緒 ユミノ カオ 名寄地方 準指導員
309 三浦 百加 ミウラ モモカ 高校生 テクニカル
310 赤井 玲位奈 アカイ レイナ 旭川 準指導員
311 永坂 晴香 ナガサカ ハルカ 栗山 準指導員
312 北川 智香子 キタガワ チカコ 函館 指導員
313 神谷 来美 カミヤ クルミ 高校生 テクニカル
314 石井 理紗 イシイ リサ 札幌 指導員
315 斉藤 凜華 サイトウ リンカ 高校生 1級
316 森 萌華 モリ モエカ 遠軽地方 準指導員
317 池田 麻里 イケダ マリ 札幌 指導員
318 撫養 いづみ ムヤ イヅミ 高校生 1級
319 山下 夢 ヤマシタ ユメ 日高 準指導員
320 道心 絢 ドウシン アヤ 石狩 クラウン
321 稲木 理紗 イナギ リサ 高校生 テクニカル
322 木内 真莉菜 キウチ マリナ 小樽 1級
323 穂積 侑伽 ホヅミ ユウカ 札幌 1級
324 石栗 沙貴 イシクリ サキ 岩見沢 テクニカル
325 秋元 日菜子 アキモト ヒナコ 高校生 クラウン
326 山川 展世 ヤマカワ ノブヨ 十勝 指導員
327 伊藤 結衣 イトウ ユイ 札幌 1級
328 勝浦 由衣 カツウラ ユイ 旭川 準指導員
329 小林 優里 コバヤシ ユリ 札幌 1級
330 山上 千幸 ヤマガミ チユキ 高校生 テクニカル
331 青木 恭子 アオキ キョウコ 夕張 指導員
332 神谷 萌 カミヤ モエ 高校生 テクニカル
333 春日 麻子 カスガ アサコ 倶知安 指導員
334 木村 和子 キムラ ワコ 伊達 準指導員
335 中村 実莉 ナカムラ ミノリ 札幌 1級
336 谷藤 遥 タニフジ ハルカ 追分 指導員
337 新川 未緒 シンカワ ミオ 札幌 1級
338 浜下 玲音 ハマシタ レノ 高校生 クラウン
339 松岡 美樹 マツオカ ミキ 函館 準指導員
340 橋本 茉実 ハシモト マミ 札幌 テクニカル
341 小森 彩未 コモリ アヤミ かもい岳 指導員
342 杉本 ゆりな スギモト ユリナ 札幌 テクニカル
343 橋本 梨世 ハシモト リセ 高校生 1級
344 黒瀧 康子 クロタキ ヤスコ 函館 指導員
345 髙橋 綾乃 タカハシ アヤノ 士別地方 指導員
346 伊村 乃映 イムラ ノエ 高校生 1級
347 手倉森 楓果 テクラモリ フウカ 小樽 1級
348 神谷 菜々 カミヤ ナナ 札幌 テクニカル
349 林 桃加 ハヤシ モモカ 高校生 クラウン
350 岡 あゆみ オカ アユミ 十勝 準指導員
351 秋山 穂香 アキヤマ ホノカ 石狩 クラウン
352 酒井 陽菜 サカイ ハルナ 富良野 1級
353 畠山 良江 ハタケヤマ ヨシエ 十勝 指導員
354 市橋 優音 イチハシ ユノン 高校生 テクニカル



種別 予選小回りタイガー ２班
ﾋﾞﾌﾞ 氏名 かな 地区連 資格
90 今泉 英明 イマイズミ ヒデアキ 倶知安 指導員
91 早坂 考史 ハヤサカ タカシ 自衛隊 テクニカル
92 横山 省悟 ヨコヤマ ショウゴ 札幌 クラウン
93 佐藤 優虎 サトウ ユウキ 高校生 1級
94 石井 千博 イシイ ユキヒロ 札幌 クラウン
95 Lorenz Paul ローレンツ ポール ｵｰﾌﾟﾝ 1級
96 出口 達稀 デグチ タツキ 高校生 テクニカル
97 大野 雅史 オオノ マサシ 札幌 1級
98 木村 英輝 キムラ ヒデキ 当別 指導員
99 関澤 徹 セキザワ トオル 札幌 準指導員
100 Duncan-Smith Joshジョシュ ダンカン スミス ｵｰﾌﾟﾝ 1級
101 外柳 和麻 ソトヤナギ カズマ 自衛隊 1級
102 小松 大 コマツ ダイ 十勝 クラウン
103 上田 一哉 ウエダ カズヤ 十勝 指導員
104 武田 竜 タケダ リュウ 小樽 指導員
105 又地 史也 マタチ フミヤ 高校生 クラウン
106 小嶋 寿一 コジマ トシカズ 登別 指導員
107 内潟 元貴 ウチガタ ゲンキ 長沼 準指導員
108 清水 一樹 シミズ カズキ 小樽 クラウン
109 印鑰 昇明 インヤク ノリアキ 北見市 指導員
110 川上 大雅 カワカミ タイガ 仁木 準指導員
111 小岩 怜央 コイワ レオ 高校生 テクニカル
112 中安 駿介 ナカヤス シュンスケ 伊達 クラウン
113 石川 友貴 イシカワ トモキ 札幌 1級
114 新井 遼 アライ リョウ 旭川 指導員
115 須川 尚樹 スガワ ナオキ 小樽 指導員
116 天満 和弘 テンマン カズヒロ 自衛隊 準指導員
117 横森 壮喜 ヨコモリ ソウキ 小樽 1級
118 横山 雄一 ヨコヤマ ユウイチ 登別 指導員
119 佐々木 祐介 ササキ ユウスケ 旭川 クラウン
120 水戸 洋平 ミト ヨウヘイ 岩見沢 指導員
121 佐藤 光博 サトウ ミツヒロ 登別 指導員
122 岡谷 樹 オカタニ イツキ 遠軽地方 テクニカル
123 白藤 祐治 シラフジ ユウジ 自衛隊 指導員
124 小黒 颯 オグロ ソウ 小樽 1級
125 諸我 俊 モロガ シュン 札幌 1級
126 大木 佑介 オオキ ユウスケ 洞爺湖 準指導員
127 山田 卓也 ヤマダ タクヤ 十勝 指導員
128 市川 圭介 イチカワ ケイスケ 仁木 指導員
129 塩原 秀司 シオハラ シュウジ 小樽 1級
130 毛利 直紀 モウリ ナオキ 洞爺湖 準指導員
131 薄井 浩生 ウスイ ヒロキ 札幌 1級
132 辻野 泰行 ツジノ ヤスユキ 自衛隊 準指導員
133 斉藤 人之 サイトウ ヒトシ 小樽 指導員
134 御所脇 大樹 ゴショワキ タイキ ニセコ 1級
68 馬場 惇平 ババ ジュンペイ 札幌 1級
69 佐藤 暁 サトウ アキラ 占冠 1級
70 山崎 勇介 ヤマザキ ユウスケ 札幌 クラウン
71 辰田 章人 タツタ アキト 岩見沢 準指導員
72 高橋 宏旗 タカハシ コウキ 当別 1級
73 鈴木 洋祐 スズキ ヨウスケ 自衛隊 指導員
74 川上 憲太郎 カワカミ ケンタロウ 札幌 1級
75 北村 元 キタムラ ハジメ 高校生 テクニカル
76 木下 将仁 キノシタ マサヒト 苫小牧 指導員
77 吉田 崇 ヨシダ タカシ 江別 指導員
78 米澤 由翔 ヨネザワ ユウト 高校生 クラウン
79 土橋 慶太 ドバシ ケイタ 函館 指導員
80 成田 伊織 ナリタ イオリ ニセコ 指導員
81 大坂 俊太郎 オオサカ シュンタロウ 函館 指導員
82 McFadden Henryヘンリー マクファーデン ｵｰﾌﾟﾝ 1級
83 涌井 初 ワクイ ハジメ 札幌 1級
84 野家 卓也 ノエ タクヤ 網走 指導員
85 大竹 悠太 オオタケ ユウタ 上富良野 1級
86 進藤 匠 シンドウ タクミ 占冠 1級
87 川江 雄太 カワエ ユウタ 札幌 テクニカル
88 勝浦 和也 カツウラ カズヤ ニセコ 指導員
89 末武 大介 スエタケ ダイスケ 伊達 準指導員



種別 予選小回りタイガー １班
ﾋﾞﾌﾞ 氏名 かな 地区連 資格
45 片岡 嵩弥 カタオカ タカヤ 小樽 準指導員
46 榎本 将聖 エノモト ショウセイ 札幌 1級
47 鈴木 大智 スズキ ダイチ 小樽 準指導員
48 野澤 蓮 ノザワ レン 高校生 1級
49 甫木 優介 ホギ ユウスケ 十勝 準指導員
50 谷藤 光 タニフジ ヒカル かもい岳 1級
51 渡邊 拓真 ワタナベ タクマ 旭川 1級
52 佐藤 慶之 サトウ ヨシユキ 札幌 クラウン
53 三浦 仁 ミウラ ヒトシ ニセコ 指導員
54 若林 つとむ ワカバヤシ ツトム 石狩 テクニカル
55 佐々木 剛 ササキ ツヨシ 登別 指導員
56 浅野 晃平 アサノ コウヘイ 札幌 1級
57 佐々木 寛誠 ササキ モトノブ 登別 1級
58 daekeun kwak デークン クワック ｵｰﾌﾟﾝ 1級
59 大田 竜司 オオタ リュウジ 札幌 指導員
60 髙橋 慧流 タカハシ サトル 高校生 クラウン
61 阿部 航平 アベ コウヘイ 小樽 1級
62 今野 雅浩 コンノ マサヒロ 札幌 指導員
63 福岡 義隆 フクオカ ヨシタカ 石狩 準指導員
64 北野 芳彦 キタノ ヨシヒコ 占冠 指導員
65 山田 和稀 ヤマダ カズキ 自衛隊 準指導員
66 猪狩 寛治 イガリ ヒロハル 札幌 準指導員
67 宍戸 颯 シシド ハヤテ 高校生 クラウン
1 Jeon Heunggoo ジョン フング ｵｰﾌﾟﾝ クラウン
2 伊保内 将太 イボナイ ショウタ 札幌 1級
3 水野 克己 ミズノ カツミ 北広島 クラウン
4 山口 孝宏 ヤマグチ タカヒロ 名寄地方 指導員
5 村松 誠 ムラマツ マコト 自衛隊 準指導員
6 澤田 竜摩 サワダ リョウマ 函館 指導員
7 澤田 幸紘 サワダ ユキヒロ 士別地方 指導員
8 山下 修平 ヤマシタ シュウヘイ 札幌 準指導員
9 村田 舜弥 ムラタ シュンヤ 紋別地方 準指導員
10 大作 勇治 オオサク ユウジ 札幌 指導員
11 皆川 晋一 ミナカワ シンイチ 旭川 指導員
12 岡島 唯杜 オカジマ ユイト 高校生 テクニカル
13 臼杵 壮太 ウスキ ソウタ 自衛隊 準指導員
14 佐々木 彰斗 ササキ アキト 士別地方 準指導員
15 藤内 隆弘 フジウチ タカヒロ 十勝 指導員
16 桝田 啓仁 マスダ ヒロヒト 芦別 指導員
17 大場 奨三 オオバ ショウゾウ 自衛隊 指導員
18 原 真人 ハラ マサト 旭川 指導員
19 松田 洋征 マツダ ヒロユキ 遠軽 準指導員
20 佐山 竜太 サヤマ リュウタ 札幌 クラウン
21 村上 祐介 ムラカミ ユウスケ 倶知安 指導員
22 佐々木 希 ササキ ノゾム 高校生 クラウン
23 尾崎 広八 オザキ ヒロヤ 登別 準指導員
24 高橋 玄 タカハシ ゲン 札幌 1級
25 石原 秀人 イシハラ ヒデト 北見地区 指導員
26 尾﨑 勇紀 オザキ ユウキ 岩見沢 指導員
27 澤井 聡 サワイ ソウ 北見市 指導員
28 戸井 政貴 トイ マサタカ 自衛隊 指導員
29 納谷 誠 ナヤ マコト 札幌 1級
30 越後 竣介 エチゴ シュンスケ ニセコ 指導員
31 笹岡 虹太 ササオカ コウタ 高校生 テクニカル
32 菊池 政人 キクチ マサト 十勝 指導員
33 川﨑 弘大 カワサキ コウダイ 当別 1級
34 遠藤 漢侍 エンドウ カンジ 札幌 クラウン
35 毛利 耕太郎 モウリ コウタロウ 自衛隊 準指導員
36 柳原 健人 ヤナギハラ ケント 小樽 テクニカル
37 遠藤 大斗 エンドウ ヒロト 札幌 1級
38 櫻井 風雅 サクライ フウガ 函館 クラウン
39 渡部 悠大 ワタナベ ユウダイ 高校生 テクニカル
40 冨田 哲 トミタ テツ 小樽 準指導員
41 高野 宏大 タカノ コウダイ 札幌 1級
42 川田 幹也 カワタ ミキヤ 十勝 準指導員
43 有坂 勇作 アリサカ ユウサク 遠軽 準指導員
44 小松 裕貴 コマツ ユウキ 札幌 準指導員



種別 予選小回りタイガー ３班
ﾋﾞﾌﾞ 氏名 かな 地区連 資格
179 西成 健太郎 ニシナリ ケンタロウ 札幌 準指導員
180 新井 悠 アライ ユウ 旭川 準指導員
181 尾山 克宗 オヤマ カツムネ 登別 準指導員
182 中島 慧 ナカジマ ケイ 札幌 1級
183 島田 惇史 シマダ アツシ 高校生 テクニカル
184 永沼 秀都 ナガヌマ ヒデト 石狩 テクニカル
185 清水 皓雄 シミズ アキオ 札幌 準指導員
186 関 隼太 セキ ハヤタ 自衛隊 指導員
187 後藤 健太 ゴトウ ケンタ 美唄 テクニカル
188 猪狩 寛朗 イガリ ヒロアキ 札幌 準指導員
189 前田 則文 マエダ ノリフミ 函館 指導員
190 遠藤 奎弥 エンドウ ケイヤ 稚内 準指導員
191 林 大祐 ハヤシ ダイスケ 札幌 1級
192 百瀬 純平 モモセ ジュンペイ 小樽 指導員
193 吉野 寛壱 ヨシノ カケイ 函館 1級
194 高橋 賢佑 タカハシ ケンスケ 石狩 準指導員
195 横山 智哉 ヨコヤマ トモヤ 札幌 準指導員
196 伊藤 雅人 イトウ マサヒト 紋別地方 準指導員
197 金田 翔 カネタ ショウ 自衛隊 指導員
198 納 健人 オサメ ケント 美深 準指導員
199 川田 紘嗣 カワタ ヒロシ 十勝 指導員
200 諸岡 航太朗 モロオカ コウタロウ 札幌 1級
135 林 航平 ハヤシ コウヘイ 自衛隊 1級
136 松原 潤 マツバラ ジュン 稚内 指導員
137 田中 翠 タナカ アキラ 札幌 1級
138 角 志 カク ノゾム 倶知安 指導員
139 内田 翔馬 ウチダ ショウマ 小樽 1級
140 比留間 幹太 ヒルマ カンタ 自衛隊 クラウン
141 松浦 美朗 マツウラ ヨシロウ 札幌 指導員
142 中野 了 ナカノ リョウ 小樽 1級
143 岡崎 駿一 オカザキ シュンイチ 網走 指導員
144 山野井 全 ヤマノイ ゼン 函館 テクニカル
145 永田 冬弥 ナガタ トウヤ 自衛隊 1級
146 堤 律樹 ツツミ リツキ 高校生 テクニカル
147 宮本 崇史 ミヤモト タカシ 旭川 指導員
148 岡崎 宜紀 オカザキ ヨシキ 石狩 クラウン
149 後藤 勇樹 ゴトウ ユウキ 富良野 指導員
150 亀岡 賢 カメオカ ケン 岩見沢 指導員
151 井山 敬介 イヤマ ケイスケ 石狩 指導員
152 関井 愛斗 セキイ マナト 高校生 クラウン
153 野坂 真也 ノサカ シンヤ 富良野 指導員
154 村形 恭平 ムラカタ キョウヘイ 札幌 テクニカル
155 藤田 博紀 フジタ ヒロキ 岩見沢 テクニカル
156 安達 悠人 アダチ ユウト 自衛隊 テクニカル
157 遠藤 玄 エンドウ ハジメ 稚内 テクニカル
158 菅野 泰幸 スガノ ヤスユキ 名寄地方 準指導員
159 飯塚 圭太 イイヅカ ケイタ 札幌 クラウン
160 関口 穂高 セキグチ ホタカ 高校生 テクニカル
161 山根 直峰 ヤマネ ナオタカ 北空知 準指導員
162 吉田 一寿 ヨシダ カズヒサ 札幌 指導員
163 宮浦 征宏 ミヤウラ マサヒロ 登別 準指導員
164 森田 一平 モリタ イッペイ 札幌 1級
165 松本 定博 マツモト サダヒロ 旭川 指導員
166 加藤 慧 カトウ ケイ 札幌 1級
167 井上 怜信 イノウエ レイシン 高校生 テクニカル
168 金沢  圭紘 カナザワ ヨシヒロ 札幌 指導員
169 大森 健司 オオモリ ケンジ 小樽 1級
170 守谷 研司 モリヤ ケンジ 北見市 準指導員
171 大西 一宏 オオニシ カズヒロ 倶知安 指導員
172 佐藤 健太 サトウ ケンタ 旭川 テクニカル
173 小林 亮太 コバヤシ リョウタ 占冠 テクニカル
174 安井 章博 ヤスイ アキヒロ 富良野 1級
175 鈴木 翔 スズキ ツバサ 札幌 指導員
176 西山 慈温 ニシヤマ シオン 高校生 クラウン
177 以西 隆一 イサイ リュウイチ 洞爺湖 指導員
178 古賀 貴理偉 コガ キリイ 北見市 指導員


