
決勝スタートリスト
1回目　9:00スタート

(大回り・回転数規制）タイガー
第１班 45名 第２班 45名 第３班（女子） 30名

ビブ ビブ ビブ

ＮＯ ＮＯ ＮＯ

2 川村 寛太朗 テクニカル 少年 かわむら かんたろう 105 野家 卓也 指導員 網走 のえ たくや 302 秋元 日菜子 準指導員 石狩 あきもと ひなこ

4 関澤 徹 指導員 小樽 せきざわ とおる 106 木村 亮太 準指導員 洞爺湖 きむら りょうた 307 谷藤 遥 指導員 追分 たにふじ はるか

7 水戸 洋平 指導員 岩見沢 みと ようへい 108 加藤 律 準指導員 網走 かとう りつ 310 浜下 玲音 準指導員 札幌 はました れの

9 越後 竣介 指導員 ニセコ えちご しゅんすけ 109 吉田 一寿 指導員 札幌 よしだ かずひさ 311 押川 心 クラウン 少年 おしかわ こころ

10 大場 奨三 指導員 道自衛隊 おおば しょうぞう 111 安井 章博 準指導員 富良野 やすい あきひろ 313 山口 夏未 指導員 石狩 やまぐち なつみ

12 茅野 洋平 テクニカル 少年 かやの ようへい 113 冨田 哲 指導員 小樽 とみた てつ 316 山下 夢 指導員 日高 やました ゆめ

15 塩原 秀司 クラウン 小樽 しおはら しゅうじ 115 吉田 隼汰 1級 網走 よしだ しゅんた 317 神谷 菜々 テクニカル 札幌 かみや なな

17 吉澤 脩蔵 1級 十勝 よしざわ しゅうぞう 119 中谷 拓登 準指導員 富良野 なかや たくと 318 山森 星空 クラウン 少年 やまもり せいら

19 渡邊 拓真 1級 旭川 わたなべ たくま 121 楠野 修生 1級 少年 くすの しゅう 319 小森 彩未 指導員 北空知 こもり あやみ

21 遠藤 大斗 テクニカル 名寄地方 えんどう ひろと 124 齊藤 瞭太 クラウン 旭川 さいとう りょうた 321 大村 佳代 クラウン 札幌 おおむら  かよ

22 鈴木 大智 指導員 小樽 すずき だいち 126 高橋 生季 指導員 石狩 たかはし いぶき 323 東谷 愛莉紗 クラウン 少年 ひがしや ありさ

27 鈴木 洋祐 指導員 道自衛隊 すずき ようすけ 128 淺村 蒼太 クラウン 少年 あさむら そうた 324 西田 麗夏 1級 小樽 にした れいか

29 佐々木 希 クラウン 小樽 ささき のぞむ 129 伴 竜馬 準指導員 美唄 ばん りょうま 326 石井 理紗 指導員 石狩 いしい りさ

30 奥谷 優太 クラウン 少年 おくたに ゆうた 130 山田 卓也 指導員 十勝 やまだ たくや 329 森末 愛美 準指導員 美唄 もりすえ まなみ

32 澤井 聡 指導員 釧路 さわい そう 132 堀口 宗一朗 指導員 名寄地方 ほりぐち そういちろう 330 勝浦 由衣 指導員 石狩 かつうら ゆい

34 桔梗 和貴 1級 稚内 ききょう かずき 135 飯塚 圭太 準指導員 札幌 いいづか けいた 331 石栗 沙貴 準指導員 岩見沢 いしくり さき

35 高橋 栄昇 テクニカル 札幌 たかはし えいしょう 136 伊藤 優希 テクニカル 少年 いとう ゆうき 337 高田 彩花 1級 石狩 たかだ あやか

38 和田 英真 クラウン 少年 わだ えいま 138 佐々木 彰斗 指導員 士別地方 ささき あきと 338 黒川 心花来 クラウン 少年 くろかわ こはく

40 吉野 寛壱 準指導員 函館 よしの かけい 140 篠田 大輝 準指導員 札幌 しのだ だいき 339 神谷 来美 テクニカル 石狩 かみや くるみ

42 斉藤 人之 指導員 小樽 さいとう ひとし 144 川上 利典 クラウン 富良野 かわかみ としのり 340 山上 千幸 クラウン 道自衛隊 やまがみ ちゆき

43 中村 亮太 クラウン 少年 なかむら りょうた 146 髙橋 慧流 準指導員 恵庭 たかはし さとる 342 道心 絢 クラウン 石狩 どうしん あや

44 鎌田 敏生 準指導員 札幌 かまだ としき 147 古賀 貴理偉 指導員 北見市 こが きりい 345 弓野 華緒 指導員 名寄地方 ゆみの かお

45 有坂 勇作 準指導員 遠軽 ありさか ゆうさく 148 村形 恭平 クラウン 札幌 むらかた きょうへい 347 野尻 桃羽 クラウン 少年 のじり ももは

53 岡谷 樹 準指導員 遠軽地方 おかたに いつき 149 片岡 嵩弥 指導員 小樽 かたおか たかや 348 杉本 ゆりな 準指導員 札幌 すぎもと ゆりな

54 藤吉 廉 1級 道自衛隊 ふじよし れん 152 三浦 仁 指導員 ニセコ みうら ひとし 349 酒井 陽菜 準指導員 富良野 さかい はるな

56 大竹 悠太 クラウン 富良野 おおたけ ゆうた 154 森末 祐輔 1級 札幌 もりすえ ゆうすけ 350 岡 樹香 テクニカル 少年 おか このか

59 林 航平 テクニカル 道自衛隊 はやし こうへい 155 山野井 全 準指導員 函館 やまのい ぜん 355 鈴木 栞 指導員 小樽 すずき しおり

62 鈴木 翔 準指導員 札幌 すずき つばさ 156 高橋 賢佑 指導員 石狩 たかはし けんすけ 357 撫養 いづみ 準指導員 函館 むや いづみ

64 三嶋 理輝 クラウン 少年 みしま りき 159 金田 翔 指導員 道自衛隊 かねた しょう 359 八木 志友 テクニカル 少年 やぎ しゆう

66 川﨑 弘大 1級 当別 かわさき こうだい 160 岡崎 駿一 指導員 網走 おかざき しゅんいち 360 三浦 百加 テクニカル 美唄 みうら ももか

69 関井 愛斗 準指導員 札幌 せきい まなと 167 百瀬 純平 指導員 小樽 ももせ じゅんぺい

72 須川 尚樹 指導員 小樽 すがわ なおき 169 高山 慎太郎 1級 小樽 たかやま しんたろう

79 平間 海斗 テクニカル 名寄地方 ひらま かいと 171 坂本 泰斗 クラウン 少年 さかもと たいと

80 上田 一哉 指導員 十勝 うえだ かずや 173 山根 直峰 指導員 北空知 やまね なおたか

83 池田 健汰 準指導員 南幌 いけだ けんた 174 守 環多 クラウン 少年 もり かんた

84 横山 智哉 準指導員 札幌 よこやま ともや 176 末武 大介 準指導員 伊達 すえたけ だいすけ

85 内海 透人 1級 小樽 うつみ ゆきと 179 井山 敬介 指導員 石狩 いやま けいすけ

86 前山 舜 準指導員 札幌 まえやま しゅん 182 又地 史也 準指導員 函館 またち ふみや

87 小原 拓真 クラウン 少年 おはら たくま 183 伊與 健太 クラウン 少年 いよ けんた

89 武田 竜 指導員 小樽 たけだ りゅう 186 渡部 悠大 準指導員 函館 わたなべ ゆうだい

91 野澤 蓮 1級 美唄 のざわ れん 187 笹岡 凌匠 クラウン 少年 ささおか りく

95 佐山 竜太 準指導員 札幌 さやま りゅうた 190 尾山 克宗 準指導員 登別 おやま かつむね

96 遠藤 奎弥 準指導員 稚内 えんどう けいや 191 林 大祐 1級 札幌 はやし だいすけ

97 増田 康太 クラウン 伊達 ますだ こうた 192 成田 伊織 指導員 ニセコ なりた いおり

104 筆谷 太晴 クラウン 少年 ふでたに ひろはる 196 佐藤 暁 1級 占冠 さとう あきら

（小回り不整地)ダイナミック（小回りリズム変化整地）ジャイアント

加盟団体 ふりがな 氏名 資格 加盟団体 ふりがな資格氏名 資格 加盟団体 ふりがな 氏名



決勝スタートリスト
2回目　9:55スタート

（小回りリズム変化整地）ジャイアント

第１班 45名 第２班 45名 第３班（女子） 30名

ビブ ビブ ビブ

ＮＯ ＮＯ ＮＯ

34 桔梗 和貴 1級 稚内 ききょう かずき 135 飯塚 圭太 準指導員 札幌 いいづか けいた 323 東谷 愛莉紗 クラウン 少年 ひがしや ありさ

35 高橋 栄昇 テクニカル 札幌 たかはし えいしょう 136 伊藤 優希 テクニカル 少年 いとう ゆうき 324 西田 麗夏 1級 小樽 にした れいか

38 和田 英真 クラウン 少年 わだ えいま 138 佐々木 彰斗 指導員 士別地方 ささき あきと 326 石井 理紗 指導員 石狩 いしい りさ

40 吉野 寛壱 準指導員 函館 よしの かけい 140 篠田 大輝 準指導員 札幌 しのだ だいき 329 森末 愛美 準指導員 美唄 もりすえ まなみ

42 斉藤 人之 指導員 小樽 さいとう ひとし 144 川上 利典 クラウン 富良野 かわかみ としのり 330 勝浦 由衣 指導員 石狩 かつうら ゆい

43 中村 亮太 クラウン 少年 なかむら りょうた 146 髙橋 慧流 準指導員 恵庭 たかはし さとる 331 石栗 沙貴 準指導員 岩見沢 いしくり さき

44 鎌田 敏生 準指導員 札幌 かまだ としき 147 古賀 貴理偉 指導員 北見市 こが きりい 337 高田 彩花 1級 石狩 たかだ あやか

45 有坂 勇作 準指導員 遠軽 ありさか ゆうさく 148 村形 恭平 クラウン 札幌 むらかた きょうへい 338 黒川 心花来 クラウン 少年 くろかわ こはく

53 岡谷 樹 準指導員 遠軽地方 おかたに いつき 149 片岡 嵩弥 指導員 小樽 かたおか たかや 339 神谷 来美 テクニカル 石狩 かみや くるみ

54 藤吉 廉 1級 道自衛隊 ふじよし れん 152 三浦 仁 指導員 ニセコ みうら ひとし 340 山上 千幸 クラウン 道自衛隊 やまがみ ちゆき

56 大竹 悠太 クラウン 富良野 おおたけ ゆうた 154 森末 祐輔 1級 札幌 もりすえ ゆうすけ 342 道心 絢 クラウン 石狩 どうしん あや

59 林 航平 テクニカル 道自衛隊 はやし こうへい 155 山野井 全 準指導員 函館 やまのい ぜん 345 弓野 華緒 指導員 名寄地方 ゆみの かお

62 鈴木 翔 準指導員 札幌 すずき つばさ 156 高橋 賢佑 指導員 石狩 たかはし けんすけ 347 野尻 桃羽 クラウン 少年 のじり ももは

64 三嶋 理輝 クラウン 少年 みしま りき 159 金田 翔 指導員 道自衛隊 かねた しょう 348 杉本 ゆりな 準指導員 札幌 すぎもと ゆりな

66 川﨑 弘大 1級 当別 かわさき こうだい 160 岡崎 駿一 指導員 網走 おかざき しゅんいち 349 酒井 陽菜 準指導員 富良野 さかい はるな

69 関井 愛斗 準指導員 札幌 せきい まなと 167 百瀬 純平 指導員 小樽 ももせ じゅんぺい 350 岡 樹香 テクニカル 少年 おか このか

72 須川 尚樹 指導員 小樽 すがわ なおき 169 高山 慎太郎 1級 小樽 たかやま しんたろう 355 鈴木 栞 指導員 小樽 すずき しおり

79 平間 海斗 テクニカル 名寄地方 ひらま かいと 171 坂本 泰斗 クラウン 少年 さかもと たいと 357 撫養 いづみ 準指導員 函館 むや いづみ

80 上田 一哉 指導員 十勝 うえだ かずや 173 山根 直峰 指導員 北空知 やまね なおたか 359 八木 志友 テクニカル 少年 やぎ しゆう

83 池田 健汰 準指導員 南幌 いけだ けんた 174 守 環多 クラウン 少年 もり かんた 360 三浦 百加 テクニカル 美唄 みうら ももか

84 横山 智哉 準指導員 札幌 よこやま ともや 176 末武 大介 準指導員 伊達 すえたけ だいすけ 302 秋元 日菜子 準指導員 石狩 あきもと ひなこ

85 内海 透人 1級 小樽 うつみ ゆきと 179 井山 敬介 指導員 石狩 いやま けいすけ 307 谷藤 遥 指導員 追分 たにふじ はるか

86 前山 舜 準指導員 札幌 まえやま しゅん 182 又地 史也 準指導員 函館 またち ふみや 310 浜下 玲音 準指導員 札幌 はました れの

87 小原 拓真 クラウン 少年 おはら たくま 183 伊與 健太 クラウン 少年 いよ けんた 311 押川 心 クラウン 少年 おしかわ こころ

89 武田 竜 指導員 小樽 たけだ りゅう 186 渡部 悠大 準指導員 函館 わたなべ ゆうだい 313 山口 夏未 指導員 石狩 やまぐち なつみ

91 野澤 蓮 1級 美唄 のざわ れん 187 笹岡 凌匠 クラウン 少年 ささおか りく 316 山下 夢 指導員 日高 やました ゆめ

95 佐山 竜太 準指導員 札幌 さやま りゅうた 190 尾山 克宗 準指導員 登別 おやま かつむね 317 神谷 菜々 テクニカル 札幌 かみや なな

96 遠藤 奎弥 準指導員 稚内 えんどう けいや 191 林 大祐 1級 札幌 はやし だいすけ 318 山森 星空 クラウン 少年 やまもり せいら

97 増田 康太 クラウン 伊達 ますだ こうた 192 成田 伊織 指導員 ニセコ なりた いおり 319 小森 彩未 指導員 北空知 こもり あやみ

104 筆谷 太晴 クラウン 少年 ふでたに ひろはる 196 佐藤 暁 1級 占冠 さとう あきら 321 大村 佳代 クラウン 札幌 おおむら  かよ

2 川村 寛太朗 テクニカル 少年 かわむら かんたろう 105 野家 卓也 指導員 網走 のえ たくや

4 関澤 徹 指導員 小樽 せきざわ とおる 106 木村 亮太 準指導員 洞爺湖 きむら りょうた

7 水戸 洋平 指導員 岩見沢 みと ようへい 108 加藤 律 準指導員 網走 かとう りつ

9 越後 竣介 指導員 ニセコ えちご しゅんすけ 109 吉田 一寿 指導員 札幌 よしだ かずひさ

10 大場 奨三 指導員 道自衛隊 おおば しょうぞう 111 安井 章博 準指導員 富良野 やすい あきひろ

12 茅野 洋平 テクニカル 少年 かやの ようへい 113 冨田 哲 指導員 小樽 とみた てつ

15 塩原 秀司 クラウン 小樽 しおはら しゅうじ 115 吉田 隼汰 1級 網走 よしだ しゅんた

17 吉澤 脩蔵 1級 十勝 よしざわ しゅうぞう 119 中谷 拓登 準指導員 富良野 なかや たくと

19 渡邊 拓真 1級 旭川 わたなべ たくま 121 楠野 修生 1級 少年 くすの しゅう

21 遠藤 大斗 テクニカル 名寄地方 えんどう ひろと 124 齊藤 瞭太 クラウン 旭川 さいとう りょうた

22 鈴木 大智 指導員 小樽 すずき だいち 126 高橋 生季 指導員 石狩 たかはし いぶき

27 鈴木 洋祐 指導員 道自衛隊 すずき ようすけ 128 淺村 蒼太 クラウン 少年 あさむら そうた

29 佐々木 希 クラウン 小樽 ささき のぞむ 129 伴 竜馬 準指導員 美唄 ばん りょうま

30 奥谷 優太 クラウン 少年 おくたに ゆうた 130 山田 卓也 指導員 十勝 やまだ たくや

32 澤井 聡 指導員 釧路 さわい そう 132 堀口 宗一朗 指導員 名寄地方 ほりぐち そういちろう

（小回り不整地)ダイナミック (大回り・回転数規制）タイガー

加盟団体 ふりがな 氏名 資格 加盟団体 ふりがな資格氏名 資格 加盟団体 ふりがな 氏名



決勝スタートリスト
3回目　10:50スタート

（小回り不整地)ダイナミック
第１班 45名 第２班 45名 第３班（女子） 30名

ビブ ビブ ビブ

ＮＯ ＮＯ ＮＯ

69 関井 愛斗 準指導員 札幌 せきい まなと 167 百瀬 純平 指導員 小樽 ももせ じゅんぺい 342 道心 絢 クラウン 石狩 どうしん あや

72 須川 尚樹 指導員 小樽 すがわ なおき 169 高山 慎太郎 1級 小樽 たかやま しんたろう 345 弓野 華緒 指導員 名寄地方 ゆみの かお

79 平間 海斗 テクニカル 名寄地方 ひらま かいと 171 坂本 泰斗 クラウン 少年 さかもと たいと 347 野尻 桃羽 クラウン 少年 のじり ももは

80 上田 一哉 指導員 十勝 うえだ かずや 173 山根 直峰 指導員 北空知 やまね なおたか 348 杉本 ゆりな 準指導員 札幌 すぎもと ゆりな

83 池田 健汰 準指導員 南幌 いけだ けんた 174 守 環多 クラウン 少年 もり かんた 349 酒井 陽菜 準指導員 富良野 さかい はるな

84 横山 智哉 準指導員 札幌 よこやま ともや 176 末武 大介 準指導員 伊達 すえたけ だいすけ 350 岡 樹香 テクニカル 少年 おか このか

85 内海 透人 1級 小樽 うつみ ゆきと 179 井山 敬介 指導員 石狩 いやま けいすけ 355 鈴木 栞 指導員 小樽 すずき しおり

86 前山 舜 準指導員 札幌 まえやま しゅん 182 又地 史也 準指導員 函館 またち ふみや 357 撫養 いづみ 準指導員 函館 むや いづみ

87 小原 拓真 クラウン 少年 おはら たくま 183 伊與 健太 クラウン 少年 いよ けんた 359 八木 志友 テクニカル 少年 やぎ しゆう

89 武田 竜 指導員 小樽 たけだ りゅう 186 渡部 悠大 準指導員 函館 わたなべ ゆうだい 360 三浦 百加 テクニカル 美唄 みうら ももか

91 野澤 蓮 1級 美唄 のざわ れん 187 笹岡 凌匠 クラウン 少年 ささおか りく 302 秋元 日菜子 準指導員 石狩 あきもと ひなこ

95 佐山 竜太 準指導員 札幌 さやま りゅうた 190 尾山 克宗 準指導員 登別 おやま かつむね 307 谷藤 遥 指導員 追分 たにふじ はるか

96 遠藤 奎弥 準指導員 稚内 えんどう けいや 191 林 大祐 1級 札幌 はやし だいすけ 310 浜下 玲音 準指導員 札幌 はました れの

97 増田 康太 クラウン 伊達 ますだ こうた 192 成田 伊織 指導員 ニセコ なりた いおり 311 押川 心 クラウン 少年 おしかわ こころ

104 筆谷 太晴 クラウン 少年 ふでたに ひろはる 196 佐藤 暁 1級 占冠 さとう あきら 313 山口 夏未 指導員 石狩 やまぐち なつみ

2 川村 寛太朗 テクニカル 少年 かわむら かんたろう 105 野家 卓也 指導員 網走 のえ たくや 316 山下 夢 指導員 日高 やました ゆめ

4 関澤 徹 指導員 小樽 せきざわ とおる 106 木村 亮太 準指導員 洞爺湖 きむら りょうた 317 神谷 菜々 テクニカル 札幌 かみや なな

7 水戸 洋平 指導員 岩見沢 みと ようへい 108 加藤 律 準指導員 網走 かとう りつ 318 山森 星空 クラウン 少年 やまもり せいら

9 越後 竣介 指導員 ニセコ えちご しゅんすけ 109 吉田 一寿 指導員 札幌 よしだ かずひさ 319 小森 彩未 指導員 北空知 こもり あやみ

10 大場 奨三 指導員 道自衛隊 おおば しょうぞう 111 安井 章博 準指導員 富良野 やすい あきひろ 321 大村 佳代 クラウン 札幌 おおむら  かよ

12 茅野 洋平 テクニカル 少年 かやの ようへい 113 冨田 哲 指導員 小樽 とみた てつ 323 東谷 愛莉紗 クラウン 少年 ひがしや ありさ

15 塩原 秀司 クラウン 小樽 しおはら しゅうじ 115 吉田 隼汰 1級 網走 よしだ しゅんた 324 西田 麗夏 1級 小樽 にした れいか

17 吉澤 脩蔵 1級 十勝 よしざわ しゅうぞう 119 中谷 拓登 準指導員 富良野 なかや たくと 326 石井 理紗 指導員 石狩 いしい りさ

19 渡邊 拓真 1級 旭川 わたなべ たくま 121 楠野 修生 1級 少年 くすの しゅう 329 森末 愛美 準指導員 美唄 もりすえ まなみ

21 遠藤 大斗 テクニカル 名寄地方 えんどう ひろと 124 齊藤 瞭太 クラウン 旭川 さいとう りょうた 330 勝浦 由衣 指導員 石狩 かつうら ゆい

22 鈴木 大智 指導員 小樽 すずき だいち 126 高橋 生季 指導員 石狩 たかはし いぶき 331 石栗 沙貴 準指導員 岩見沢 いしくり さき

27 鈴木 洋祐 指導員 道自衛隊 すずき ようすけ 128 淺村 蒼太 クラウン 少年 あさむら そうた 337 高田 彩花 1級 石狩 たかだ あやか

29 佐々木 希 クラウン 小樽 ささき のぞむ 129 伴 竜馬 準指導員 美唄 ばん りょうま 338 黒川 心花来 クラウン 少年 くろかわ こはく

30 奥谷 優太 クラウン 少年 おくたに ゆうた 130 山田 卓也 指導員 十勝 やまだ たくや 339 神谷 来美 テクニカル 石狩 かみや くるみ

32 澤井 聡 指導員 釧路 さわい そう 132 堀口 宗一朗 指導員 名寄地方 ほりぐち そういちろう 340 山上 千幸 クラウン 道自衛隊 やまがみ ちゆき

34 桔梗 和貴 1級 稚内 ききょう かずき 135 飯塚 圭太 準指導員 札幌 いいづか けいた

35 高橋 栄昇 テクニカル 札幌 たかはし えいしょう 136 伊藤 優希 テクニカル 少年 いとう ゆうき

38 和田 英真 クラウン 少年 わだ えいま 138 佐々木 彰斗 指導員 士別地方 ささき あきと

40 吉野 寛壱 準指導員 函館 よしの かけい 140 篠田 大輝 準指導員 札幌 しのだ だいき

42 斉藤 人之 指導員 小樽 さいとう ひとし 144 川上 利典 クラウン 富良野 かわかみ としのり

43 中村 亮太 クラウン 少年 なかむら りょうた 146 髙橋 慧流 準指導員 恵庭 たかはし さとる

44 鎌田 敏生 準指導員 札幌 かまだ としき 147 古賀 貴理偉 指導員 北見市 こが きりい

45 有坂 勇作 準指導員 遠軽 ありさか ゆうさく 148 村形 恭平 クラウン 札幌 むらかた きょうへい

53 岡谷 樹 準指導員 遠軽地方 おかたに いつき 149 片岡 嵩弥 指導員 小樽 かたおか たかや

54 藤吉 廉 1級 道自衛隊 ふじよし れん 152 三浦 仁 指導員 ニセコ みうら ひとし

56 大竹 悠太 クラウン 富良野 おおたけ ゆうた 154 森末 祐輔 1級 札幌 もりすえ ゆうすけ

59 林 航平 テクニカル 道自衛隊 はやし こうへい 155 山野井 全 準指導員 函館 やまのい ぜん

62 鈴木 翔 準指導員 札幌 すずき つばさ 156 高橋 賢佑 指導員 石狩 たかはし けんすけ

64 三嶋 理輝 クラウン 少年 みしま りき 159 金田 翔 指導員 道自衛隊 かねた しょう

66 川﨑 弘大 1級 当別 かわさき こうだい 160 岡崎 駿一 指導員 網走 おかざき しゅんいち
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