
種別 決勝ジャイアント小回 １班
ﾋﾞﾌﾞ 氏名 かな 地区連 資格
1 Jeon Heunggoo ジョン フング ｵｰﾌﾟﾝ クラウン
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
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
17 大場 奨三 オオバ ショウゾウ 自衛隊 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
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
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
33 川﨑 弘大 カワサキ コウダイ 当別 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
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
45 片岡 嵩弥 カタオカ タカヤ 小樽 準指導員
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
53 三浦 仁 ミウラ ヒトシ ニセコ 指導員
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
63 福岡 義隆 フクオカ ヨシタカ 石狩 準指導員
65 山田 和稀 ヤマダ カズキ 自衛隊 準指導員
67 宍戸 颯 シシド ハヤテ 高校生 クラウン
70 山崎 勇介 ヤマザキ ユウスケ 札幌 クラウン
73 鈴木 洋祐 スズキ ヨウスケ 自衛隊 指導員
78 米澤 由翔 ヨネザワ ユウト 高校生 クラウン
80 成田 伊織 ナリタ イオリ ニセコ 指導員
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
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
90 今泉 英明 イマイズミ ヒデアキ 倶知安 指導員
92 横山 省悟 ヨコヤマ ショウゴ 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
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
103 上田 一哉 ウエダ カズヤ 十勝 指導員



種別 決勝ジャイアント小回 ２班
ﾋﾞﾌﾞ 氏名 かな 地区連 資格
141 松浦 美朗 マツウラ ヨシロウ 札幌 指導員
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
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
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
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
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
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
165 松本 定博 マツモト サダヒロ 旭川 指導員
168 金沢  圭紘 カナザワ ヨシヒロ 札幌 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
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
178 古賀 貴理偉 コガ キリイ 北見市 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
190 遠藤 奎弥 エンドウ ケイヤ 稚内 準指導員
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
197 金田 翔 カネタ ショウ 自衛隊 指導員
199 川田 紘嗣 カワタ ヒロシ 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
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
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
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
122 岡谷 樹 オカタニ イツキ 遠軽地方 テクニカル
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
131 薄井 浩生 ウスイ ヒロキ 札幌 1級
133 斉藤 人之 サイトウ ヒトシ 小樽 指導員
135 林 航平 ハヤシ コウヘイ 自衛隊 1級
140 比留間 幹太 ヒルマ カンタ 自衛隊 クラウン



種別 決勝ジャイアント小回 ３班
ﾋﾞﾌﾞ 氏名 かな 地区連 資格
341 小森 彩未 コモリ アヤミ かもい岳 指導員
343 橋本 梨世 ハシモト リセ 高校生 1級
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
353 畠山 良江 ハタケヤマ ヨシエ 十勝 指導員
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
305 成澤 栞 ナリサワ シオリ 小樽 指導員
308 弓野 華緒 ユミノ カオ 名寄地方 準指導員
311 永坂 晴香 ナガサカ ハルカ 栗山 準指導員
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
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
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
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
332 神谷 萌 カミヤ モエ 高校生 テクニカル
336 谷藤 遥 タニフジ ハルカ 追分 指導員
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


