
平成  年度札幌支部秋季高校      大会 年生大会 東        土    日 

  回戦 試合番号   番    点    千歳高校 札幌東高校

 兼平 大治郎 阿部 尚紀 北海 社本 航 大西 宇晴 大麻   
    

 蒲 明基 丹羽 陽人 北海道科学大学 近藤 大 岩本 兼典 札幌真栄   
   

 阿部 遥輝 鳴海 綾太 札幌丘珠 高橋 奎介 澤田 幸汰 北海学園札幌   
    

 米澤 健竜 森脇 太郎 江別 髙橋 颯斗 野崎 稜太 札幌東豊   
   

 志田 貴一 岩城 蒼太 北広島西 竹江 一朗 天野 航征 札幌日大   
    

 井下 空馬 日谷 春喜 札幌月寒 津崎 純平 髙橋 龍斗 当別   
    

 太田 尚希 谷村 空 札幌真栄 大西 昇吾 丸谷 翔太 札幌厚別   
    

 伊嶋 柚稀 髙橋 修也 札幌清田 上野 温希 惣伊田 翼 江別   
   

 喜久永 匡紀 小町 学豊 北海学園札幌 山岸 宗太郎 寺倉 大輝 北広島西   
    

  高黒 浩綺 小倉 康成 恵庭北 鳴海 新泰 溝尾 颯汰 恵庭北   
   

  山本 洸大 佐 木 朝陽 札幌啓成 柴田 仁 秋本 幸輝 北広島   
    

  近藤 陸 髙橋 蓮 当別 高木 康平 原田 悠杜 札幌月寒   
    

  伊藤 正人 柏民 湧太 恵庭南 吉田 武紘 最知 俊介 札幌啓成   
    

  角谷 将 吉岡 裕輝 札幌丘珠 池内 涼 黒滝 輝生 北海学園札幌   
   

  福田 一貴 大関 雅空 札幌日大 本間 達也 小野崎 維人 札幌清田   
    

  吉田 前 市原 侑星 北広島西 常見 周平 杉野 真斗 札幌日大   
   

  八重樫 直希 今野 翔平 札幌東 渡邊 魁 熊谷 風芽 札幌月寒   
    

  新井 純也 高島 宇宙 北星大学附属 佐藤 優太郎 森田 樹 札幌丘珠   
    

  久保 沙佑 金澤 憲樹 札幌東豊 髙田 大樹 横川 飛向 北海道科学大学   
    

  小林 琉晟 渡部 修士 札幌厚別 松本 郁哉 松藤 冬馬 北広島   
   

  鎌田 直樹 畑山 陵 大麻 藤本 悠規人 安田 響 札幌東   
    

  岩城 尚哉 髙畑 凱吏 札幌東陵 嶋田 圭太郎 村中 渉 立命館慶祥   
   

  佐野 遼太郎 小林 祐貴 札幌月寒 石村 拓也 田村 京太郎 札幌平岸   
    

  熊谷 眞吾 島 俊輔 北広島 沢田 智 石田 久遠 恵庭北   
    

  齊藤 就摩 松田 裕也 札幌東
  

廣島 孝太 熊倉 悠斗 札幌白石   
    

  中倉 遼河 阿部 史矢 千歳北陽 田原 実樹 越智 悠太 江別   
   

  髙倉 一真 櫻井 麟太 札幌清田 池田 夕太郎 矢野 誠也 札幌東   
    

  池崎 有紀 池渕 祥平 札幌日大 石塚 大希 大野 楓 当別   
    

  三浦 亘平 長内 亮介 当別 加藤 有飛 寺島 幸汰 札幌月寒   
    

  土山 俊輝 中山 理耀 恵庭北 對馬 章太 国田 悠佑 千歳北陽   
    

  三國 遥大 高橋 康平 立命館慶祥 小松 蓮 今井 瑞葵 札幌日大   
    

  小松 響太 佐藤 悠大 北広島 朝倉 巧太 池上 将功 札幌丘珠   
    

  三上 大和 鈴木 暖人 札幌丘珠 新井 結也 森 大樹 大麻   
    

  岸 紫陽 荒木 蕗羽 北広島西 石田 裕太郎 伊藤 海飛 恵庭南   
    

  加藤 俊暉 松本 一世 大麻 下藤 雅也 原崎 泰希 北海学園札幌   
    

  中村 正太郎 上原 達也 江別 伊藤 大生 宮口 晋太朗 千歳   
    

  若山 航太 鈴木 雄大 北海学園札幌 鳥山 航 松井 健吾 札幌清田   
    

  上田 海渡 仙波 伊織 恵庭北 川辺 圭太 和泉 雄大 札幌丘珠   
    

  畠山 陽向 田中 龍生 北広島西 芝 勇飛 岡本 光司 北広島   
    

  越田 健心 桑山 太陽 北海道科学大学 松賀 光輝 浅野     恵庭北   
    

  藤原 卓斗 伊藤 有生 札幌真栄 近藤 亮太 寺澤 那乃 札幌真栄   
    

  石田 大記 田中 柊也  札幌平岸 橋本 瑠可 上田 拓斗 札幌東陵   
    

  長谷川 稜 松井 大成 大麻 作山 直輝 野口 航平 札幌東   
    

  大橋 一毅 大桃 一真 北広島 伊藤 皓泰 石亀 達也 札幌厚別   
    

  金田 青也 高瀬 丈太郎 札幌月寒 古谷 裕太 金澤 研斗 北海道科学大学   
    

  大柳 地広 野口 駿 札幌東 玉谷 竜平 永井 隼斗 当別   
    

  山本 朋希 出口 流偉 札幌日大 坂下 立駆斗 松本 和馬 札幌東豊   
    

  伊清 瑞樹 新谷 廉 野幌 内間 唯斗 白川 尚人 北広島西   



平成  年度札幌支部秋季高校      大会 年生大会 東        土    日 
  回戦 試合番号    番    点    千歳高校 札幌東高校

 吉永 京介 札幌第一 内間 唯斗 北広島西    
     

 石亀 達也 札幌厚別 永井 隼斗 当別       

 渡部 幸希 札幌東豊 坂下 立駆斗 札幌東豊          

 田原 実樹 江別 近藤 大 札幌真栄       

 大柳 地広 札幌東 野口 駿 札幌東         

 澤田 幸汰 北海学園札幌 池渕 祥平 札幌日大    
   

 大野 楓 当別 長谷川 稜 大麻    
      

 石井 悠輝 札幌月寒 菅原 靖 札幌月寒    
   

 鈴木 暖人 札幌丘珠 熊倉 悠斗 札幌白石    
      

  石田 裕太郎 恵庭南 小松 響太 北広島    
   

  岡本 光司 北広島 三上 大和 札幌丘珠    
      

  横川 飛向 北海道科学大学 浅野     恵庭北    
   

  丸谷 翔太 札幌厚別 工藤 拓也 札幌平岡    
      

  小野崎 維人 札幌清田 菅原 俊輔 北海道科学大学    
    

  土山 俊輝 恵庭北
   

橋本 瑠可 札幌東陵    
   

  山田 涼介 当別 寺島 幸汰 札幌月寒    
     

  今井 瑞葵 札幌日大 石村 拓也 札幌平岸    
    

  柴田 仁 北広島 吉岡 裕輝 札幌丘珠    
     

  小倉 康成 恵庭北 作山 直輝 札幌東    
    

  川辺 圭太 札幌丘珠 大西 昇吾 札幌厚別    
     

  伊藤 有生 札幌真栄 福田 一貴 札幌日大    
     

  惣伊田 翼 江別 谷村 空 札幌真栄    
     

  大西 宇晴 大麻 松井 健吾 札幌清田    
     

  高瀬 丈太郎 札幌月寒 伊藤 海飛 恵庭南    
     

  髙橋 颯斗 札幌東豊 近藤 陸 当別    
     

  若山 航太 北海学園札幌 山本 洸大 札幌啓成    
     

  鈴木 野留土 札幌啓成 国田 悠佑 千歳北陽    
     

  田村 京太郎 札幌平岸 鈴木 雄大 北海学園札幌    
      

  寳利 尚 札幌清田
   

粟飯原 翔 千歳    
   

  熊谷 眞吾 北広島 山口 向 大麻    
     

  中倉 遼河 千歳北陽 朝倉 巧太 札幌丘珠    
     

  矢野 誠也 札幌東 岩城 蒼太 北広島西    
     

  竹本 勇輝 札幌真栄 金澤 憲樹 札幌東豊    
     

  寺倉 大輝 北広島西 伊藤 皓泰 札幌厚別    
     

  上田 拓斗 札幌東陵 小町 学豊 北海学園札幌    
     

  伊藤 大生 千歳 島 俊輔 北広島    
     

  阿部 尚紀 北海 上原 達也 江別    
     

  池上 将功 札幌丘珠 安田 響 札幌東    
     

  鳴海 新泰 恵庭北 天野 航征 札幌日大    
     

  松井 大成 大麻 近藤 亮太 札幌真栄    
     

  喜久永 匡紀 北海学園札幌 原田 悠杜 札幌月寒    
     

  日谷 春喜 札幌月寒 三國 遥大 立命館慶祥    
      

  其田 晃季 札幌日大 金澤 天斗 札幌白陵    
      

  増田 裕希 札幌平岡 髙橋 修也 札幌清田    
     

  丹羽 陽人 北海道科学大学 高橋 奎介 北海学園札幌    
     

  和田 健生 江別 山岸 宗太郎 北広島西    
     

  佐野 遼太郎 札幌月寒 髙橋 龍斗 当別    
     

  伊嶋 柚稀 札幌清田 熊谷 風芽 札幌月寒    
     

  池崎 有紀 札幌日大 沢田 智 恵庭北    
     

  市原 侑星 北広島西 新井 結也 大麻    
     

  高橋 康平 立命館慶祥 大橋 一毅 北広島    
     

  藤本 悠規人 札幌東 古谷 裕太 北海道科学大学    
     

  松藤 冬馬 北広島 板谷 海斗 野幌    
     

  津崎 純平 当別 越智 悠太 江別    
     

  佐 木 朝陽 札幌啓成 出口 流偉 札幌日大    
     

  阿部 遥輝 札幌丘珠 菊地 諒一 札幌東    
   

  廣島 孝太 札幌白石
      

高黒 浩綺 恵庭北    
      

  伊清 瑞樹 野幌 櫻井 麟太 札幌清田    
     

  永井 光 立命館慶祥 田中 柊也 札幌平岸    
     

  小林 祐貴 札幌月寒 小松 蓮 札幌日大    
     

  岩城 尚哉 札幌東陵 高木 康平 札幌月寒    
     

  太田 尚希 札幌真栄 森脇 太郎 江別    
     

  岸 紫陽 北広島西 原崎 泰希 北海学園札幌    
     

  髙田 大樹 北海道科学大学 松田 裕也 札幌東    
     

  森 大樹 大麻 越田 健心 北海道科学大学    
     

  渡部 修士 札幌厚別 松本 郁哉 北広島    
     

  米澤 健竜 江別 藤原 卓斗 札幌真栄    
     

  髙橋 蓮 当別 二本柳 直樹 札幌東陵    
     

  鳥山 航 札幌清田 鳴海 綾太 札幌丘珠    
     

  下藤 雅也 北海学園札幌 漆沢 真綺 札幌厚別    
      

  久保 沙佑 札幌東豊 森田 樹 札幌丘珠    
      

  石田 大記 札幌平岸 今野 翔平 札幌東    
     

  上田 海渡 恵庭北 長内 亮介 当別    
     

  玉谷 竜平 当別 中山 理耀 恵庭北    
     

  佐野 友樹 北広島 宮口 晋太朗 千歳    
     

  竹江 一朗 札幌日大 志田 貴一 北広島西    
     

  加藤 俊暉 大麻 吉田 武紘 札幌啓成    
     

  畠山 陽向 北広島西 鎌田 直樹 大麻    
     

  齊藤 就摩 札幌東 仙波 伊織 恵庭北    
     

  寺澤 那乃 札幌真栄 常見 周平 札幌日大    
     

  伊藤 正人 恵庭南 野崎 稜太 札幌東豊    
     

  佐藤 優太郎 札幌丘珠 井下 空馬 札幌月寒    
     

  金田 青也 札幌月寒 佐藤 悠大 北広島    
     

  木下 怜 札幌白陵 柏民 湧太 恵庭南    
      

  最知 俊介 札幌啓成 平元 康生 札幌月寒    
      

  中村 正太郎 江別 山本 朋希 札幌日大    
     

  藤田 雄気 千歳 本間 達也 札幌清田    
     

  大林 龍麿 札幌丘珠 畑山 陵 大麻    
     

  髙倉 一真 札幌清田 池田 夕太郎 札幌東    
     

  大桃 一真 北広島 蒲 明基 北海道科学大学    
     

  渡邊 魁 札幌月寒 藤井 太一朗 札幌第一    
     

  桑山 太陽 北海道科学大学 白川 尚人 北広島西    
     

  松賀 光輝 恵庭北 池内 涼 北海学園札幌    
     

  八重樫 直希 札幌東 芝 勇飛 北広島    
     

  大関 雅空 札幌日大 吉野 龍大 札幌東豊    
     

  浜松 真悟 札幌第一 溝尾 颯汰 恵庭北    
     

  荒木 蕗羽 北広島西 嶋田 圭太郎 立命館慶祥    
     

  斎藤 隆翔 恵庭南 上杉 洸太朗 札幌真栄    
      

  津田 力 北星大学附属 上野 温希 江別    
      

   對馬 章太 千歳北陽 加藤 有飛 札幌月寒    
     

   松本 和馬 札幌東豊 石塚 大希 当別    
     

   野口 航平 札幌東 宮崎 響 札幌清田    
     

   村中 渉 立命館慶祥 松本 一世 大麻    
     

   秋本 幸輝 北広島 小林 琉晟 札幌厚別    
     

   角谷 将 札幌丘珠 田中 龍生 北広島西    
     

   吉田 前 北広島西 佐藤 公紀 札幌平岡    
     

   石田 久遠 恵庭北 和泉 雄大 札幌丘珠    
     

   杉野 真斗 札幌日大 澁谷 祐一朗 札幌真栄    
     

   岩本 兼典 札幌真栄 新谷 廉 野幌    
     

   三浦 亘平 当別 阿部 史矢 千歳北陽    
     

   黒滝 輝生 北海学園札幌 髙畑 凱吏 札幌東陵    
     

   金澤 研斗 北海道科学大学 兼平 大治郎 北海    
   

   社本 航 大麻



平成  年度札幌支部秋季高校      大会 年生大会 西        土    日 

  回戦 試合番号    番    点    英藍高校 石狩南高校

 田村 佳治 岡田 隼人 札幌龍谷 関川 虎之介 島貫 樹 札幌北斗   
    

 中原 優大 中島 康陽 札幌藻岩 牧野 健介 瀧村 一翔 東海大札幌   
   

 進藤 玲音 髙橋 隼人 石狩南
    

古川 大夢 池田 和磨 札幌稲雲   

 上野 海輝 鈴木 晴 札幌旭丘 廣瀬 凌雅 歳桃 裕也 札幌工業   
    

 道尻 竣 山本 涼太 札幌西 堀内 涼羽 小林 息吹 札幌創成   
    

 林 颯太 大田 智哉 札幌稲雲 平 涼雅 成田 幸市 札幌北陵   
    

 田村 陸斗 本間 暉人 札幌北 松井 稜真 坂下 来偉 石狩南   
   

 山本 黎真 齋藤 岳人 札幌北陵 野澤 悠輝 櫻田 拓真 札幌旭丘   
    

 小林 奏太 松山 郁也 札幌新川 松原 涼介 中村 輝汰 石狩翔陽   
   

  加藤 悠雅 山形 丞 札幌北斗 鈴木 喬大 高橋 知希 札幌西陵   
    

  芳賀 優太 原 拓也 札幌琴似工業
  

千野 太輔 樫崎 太希 札幌北   
  

  藤原 優輝 栗岡 祐紀 札幌    山口 正太郎 松村 卓弥 札幌西   
    

  宇田川 洋太 林原 勇弥 札幌稲雲 山内 拓文 土谷 亮太 札幌南陵   
   

  田中 誓留 大庭 匠平 札幌西陵
  

先名 海陽 近久 侑起也 札幌北陵   
  

  今野 陸 掛村 直哉 札幌工業 伊藤 大夢 笹原 温代 札幌稲雲   
    

  行田 陽平 齋藤 栄 石狩翔陽 渡部 賢蔵 能登 大貴 札幌工業   
    

  大橋 醇也 仲井 勇人 石狩南 上林 恭輔 佐藤 輝一 札幌琴似工業   
    

  山田 光太郎 伊藤 舜真 東海大札幌 竹島 巧 高橋 旦 札幌龍谷   
  

  大澗 将輝 岩渕 晴紀 札幌光星
  

篠森 圭介 松木 駿 札幌光星   
 

  深田 裕斗 戸松 直哉 札幌英藍
  

秋葉 大樹 増田 拓海 札幌新川   
    

  桑原 悠人 水柿 孝弥 札幌南 吉岡 統理 関根 蓮 札幌南   
      

  若本 隆貴 井田 友樹 札幌稲雲
  

佐藤 雄大 加藤 悠也 札幌藻岩   
  

  川村 俊介 佐藤 一真 札幌琴似工業 宮坂 和宏 清水 大希 札幌西陵   
   

  下川 哲平 冨澤 真碧 札幌創成
  

中村 一輝 後藤 英知 札幌琴似工業   
  

  上村 哲司 前田 時雨 札幌南陵
  

岩崎 優太 田口 大貴 札幌藻岩   
  

  内野 颯汰 臺藏 弘隼 札幌新川 本山 将大 岸本 俊之介 東海大札幌   
    

  柳沢 一茶 秋田 純平 札幌藻岩 鹿野 功太郎 川上 陽平 札幌南   
    

  伊藤 嵩 江口 和希 札幌旭丘 吉田 蓮 木村 航大 石狩翔陽   
   

  高梨 克基 竹田 智貴 札幌光星 小山 智 早瀬 勇斗 札幌稲雲   
    

  永田 敦大 大澤 秀征 札幌西 新村 昇吾 鹿島 大誠 札幌旭丘   
   

  藤田 伸之介 川浪 雅志 札幌工業 千葉 洋平 猪狩 航平 札幌西   
    

  星野 廉 野上 享祐 札幌北陵 上田 舜介 小松 京介 札幌南陵   
    

  箕輪 憲人 小林 来偉 札幌開成 毛利 銀蔵 飯塚 一輝 札幌国際情報   
    

  佐 木 将人 宮川 峰澄 札幌稲雲 伊藤 伸悟 西山 颯人 札幌旭丘   
   

  大谷 颯 門馬 拓夢 札幌北陵 宝福 悠太 長尾 文秀 札幌創成   
    

  中山 幸貴 桑山 颯 札幌琴似工業 中峰 隆靖 藤井 昭豪 石狩南   
    

  中村 啓輔 丸山 悠季 東海大札幌 合田 龍斗 脇本 晴都 札幌琴似工業   
    

  加藤 踊 寒川 広基 札幌西陵 大浦 隼人 佐藤 敬介 札幌      
    

  久保内 海 林 丈流 札幌山 手 本間 大貴 山本 鷹生 札幌光星   
    

  木村 圭斗 伊藤 静哉 石狩南 盛 裕斗 坂井 竜之介 札幌稲雲   
  

  坂元 貴明 大矢 悠斗 石狩翔陽
  

荒井 航吉 鵜川 龍生 札幌新川   
  

  垣原 祐貴 山本 翔太 札幌旭丘
  

納 真之介 篠原 浩大 札幌北陵   
    

  沼田 了 佐藤 惇貴 札幌手稲 佐藤 真尋 高田 諒 札幌工業   
  

須藤 康敬 金谷 省伍 札幌英藍   



平成  年度札幌支部秋季高校      大会 年生大会 西        土    日 
英藍高校 石狩南高校

  回戦 試合番号   番    点    
 田村 佳治 札幌龍谷 関川 虎之介 札幌北斗         

 冨澤 真碧 札幌創成 竹田 智貴 札幌光星       

 瀧村 一翔 東海大札幌 髙橋 隼人 石狩南          

 脇本 晴都 札幌琴似工業 早瀬 勇斗 札幌稲雲       

 千葉 洋平 札幌西 坂本 悠也 札幌手稲         

 松木 駿 札幌光星 佐藤 真尋 札幌工業       

 樫崎 太希 札幌北
      

戸松 直哉 札幌英藍    

 木村 航大 石狩翔陽 秋田 純平 札幌藻岩         

 野澤 悠輝 札幌旭丘 門馬 拓夢 札幌北陵       

  林原 勇弥 札幌稲雲 三浦 玲央 札幌西陵          

  佐藤 敬介 札幌    飯塚 一輝 札幌国際情報       

  大内 竣 札幌藻岩 中村 一輝 札幌琴似工業         

  臺藏 弘隼 札幌新川 箕輪 憲人 札幌開成          

  小野 航征 石狩南 内野 颯汰 札幌新川         

  田中 誓留 札幌西陵 山本 涼太 札幌西       

  沼田 了 札幌手稲 岡田 隼人 札幌龍谷          

  先名 海陽 札幌北陵 石田 裕太郎 札幌旭丘       

  大田 智哉 札幌稲雲 鹿野 功太郎 札幌南         

  西山 颯人 札幌旭丘 桑山 颯 札幌琴似工業       

  道尻 竣 札幌西 坂元 貴明 石狩翔陽          

  柳沢 一茶 札幌藻岩 岸本 俊之介 東海大札幌       

  今野 陸 札幌工業 若本 隆貴 札幌稲雲          

  小林 来偉 札幌開成 小林 息吹 札幌創成        

  加藤 踊 札幌西陵 平山 兼光 札幌北陵          

  川上 陽平 札幌南 菅藤 佑哉 札幌藻岩        

  鈴木 健俊 東海大札幌 小林 仁貴 札幌西陵          

  原 拓也 札幌琴似工業 千野 太輔 札幌北          

  大槻 晟也 札幌    大平 和輝 札幌西          

  酒井 琉之介 札幌稲雲 下川 哲平 札幌創成        

  須藤 康敬 札幌英藍 田口 大貴 札幌藻岩          

  伊藤 嵩 札幌旭丘 荒井 航吉 札幌新川        

  岩崎 優太 札幌藻岩 掛村 直哉 札幌工業          

  毛利 銀蔵 札幌国際情報 平 涼雅 札幌北陵        

  本山 将大 東海大札幌 佐藤 輝一 札幌琴似工業          

  成田 幸市 札幌北陵 篠森 圭介 札幌光星        

  木村 圭斗 石狩南 金谷 省伍 札幌英藍          

  山本 鷹生 札幌光星 仲井 勇人 石狩南        

  中山 幸貴 札幌琴似工業 盛 裕斗 札幌稲雲          

  松原 涼介 石狩翔陽 櫻田 拓真 札幌旭丘        

  小松 京介 札幌南陵 上野 智史 札幌開成          

  久保内 海 札幌山 手 吉田 蓮 石狩翔陽          

  堀内 涼羽 札幌創成 藤原 優輝 札幌             

  秋葉 大樹 札幌新川 篠原 浩大 札幌北陵        

  納 真之介 札幌北陵 牧野 健介 東海大札幌          

  後藤 英知 札幌琴似工業 佐 木 将人 札幌稲雲        

  中峰 隆靖 石狩南 山内 拓文 札幌南陵          

  藤田 天 札幌龍谷 齋藤 弥紘 札幌手稲        

  島貫 樹 札幌北斗 新村 昇吾 札幌旭丘          

  星 朋希 札幌工業 鈴木 喬大 札幌西陵        

  高橋 知希 札幌西陵 合田 龍斗 札幌琴似工業          

  鈴木 肖務 文教大明清 猪狩 航平 札幌西        

  小山 智 札幌稲雲 松井 稜真 石狩南          

  梅田 尚帆斗 札幌西 大野 真慧 札幌南        

  松崎 文耶 札幌開成 布川 亮介 札幌北          

  桑原 悠人 札幌南 佐藤 雄大 札幌藻岩          

  井田 友樹 札幌稲雲
   

宮坂 和宏 札幌西陵          

  山本 翔太 札幌旭丘 崇田 良一 札幌北陵        

  大庭 匠平 札幌西陵 前田 響佑 札幌             

  大谷 颯 札幌北陵 富永 雅斗 札幌龍谷        

  岩渕 晴紀 札幌光星 鳥居 汰良 札幌琴似工業          

  高田 諒 札幌工業 藤井 昭豪 石狩南        

  上林 恭輔 札幌琴似工業 江口 和希 札幌旭丘          

  菅原 孝太 札幌藻岩 松村 卓弥 札幌西        

  宇佐見 一樹 札幌手稲 大澗 将輝 札幌光星          

  松山 郁也 札幌新川 中原 優大 札幌藻岩        

  坂下 来偉 石狩南 古川 大夢 札幌稲雲          

  加藤 悠雅 札幌北斗 中村 輝汰 石狩翔陽    
    

  池田 和磨 札幌稲雲 大浦 隼人 札幌             

  伊藤 舜真 東海大札幌 水柿 孝弥 札幌南          

  土谷 亮太 札幌南陵 山田 光太郎 東海大札幌          

  佐藤 一真 札幌琴似工業 千葉 卓哉 札幌開成        

  小倉 慎哉 札幌英藍 長尾 文秀 札幌創成          

  能登 大貴 札幌工業 廣瀬 凌雅 札幌工業        

  涌井 創一朗 札幌南 林 颯太 札幌稲雲          

  伊藤 大夢 札幌稲雲 岩見田 光多 札幌藻岩        

  山口 正太郎 札幌西 芳賀 優太 札幌琴似工業          

  行田 陽平 石狩翔陽 野上 享祐 札幌北陵        

  宝福 悠太 札幌創成 鈴木 晴 札幌旭丘          

  上野 海輝 札幌旭丘 齋藤 栄 石狩翔陽        

  今村 雅治 札幌琴似工業 小林 奏太 札幌新川          

  小澤 勇介 札幌開成 林 丈流 札幌山 手        

  進藤 玲音 石狩南 伊藤 静哉 石狩南          

  星野 廉 札幌北陵 平野 楓河 札幌国際情報          

  山本 一稀 札幌開成 伊藤 伸悟 札幌旭丘          

  大矢 悠斗 石狩翔陽 笹原 温代 札幌稲雲        

  三浦 健太郎 札幌国際情報 田村 陸斗 札幌北          

  大橋 醇也 石狩南 永田 敦大 札幌西        

  中島 康陽 札幌藻岩 中村 啓輔 東海大札幌          

  山本 黎真 札幌北陵 寒川 広基 札幌西陵        

  深田 裕斗 札幌英藍 坂井 翔哉 石狩南          

  本田 航平 札幌西陵 齋藤 岳人 札幌北陵        

  坂井 竜之介 札幌稲雲 永田 雄土 札幌工業          

  栗岡 祐紀 札幌    箕岡 俊輔 札幌開成        

  中野 玲央 札幌琴似工業 山形 丞 札幌北斗          

  鵜川 龍生 札幌新川 中村 清人 札幌琴似工業        

  高梨 克基 札幌光星 吉岡 統理 札幌南          

  歳桃 裕也 札幌工業 本間 大貴 札幌光星          

  清水 大希 札幌西陵 高橋 旦 札幌龍谷          

  宮川 峰澄 札幌稲雲 相馬 健人 札幌琴似工業        

   関根 蓮 札幌南 宇田川 洋太 札幌稲雲          

   加藤 悠也 札幌藻岩 小野寺 雄土 札幌藻岩        

   大澤 秀征 札幌西 近久 侑起也 札幌北陵          

   竹島 巧 札幌龍谷 佐藤 惇貴 札幌手稲      

   織田 峻哉 札幌創成
   

垣原 祐貴 札幌旭丘         

   鹿島 大誠 札幌旭丘 増田 拓海 札幌新川         

   丸山 悠季 東海大札幌 上田 舜介 札幌南陵         

   本間 暉人 札幌北 川村 俊介 札幌琴似工業         

   熊谷 渓大郎 札幌北陵 田中 優吾 札幌工業         

   進藤 将 札幌琴似工業 町田 侑弥 石狩翔陽         

   石村 隼一 札幌新川 山口 侑也 札幌英藍       

   片倉 陽斗 札幌手稲



平成  年度札幌支部秋季高校      大会 年生大会 東        土    日 

札幌啓成高校
  回戦 試合番号    番    点    

 髙橋 日葉理 森田 七海    森三愛
飛山 紗輝 
中村 柚香 

大麻   
    

 今村 早希 田中 汐音 北星大学附属
佐 木 彩乃 
中村 美咲 

当別   
  

 和田 愛花 小寺山 華麗 野幌
    

小畑 優花 小野 悠莉 札幌真栄   

 杉間     野尻 朱乃 札幌日大 木葉     横山 由和 札幌東   
    

 石丸 有羽 酒井 栞那 札幌第一
    

坂本 理宇 玉熊 仁茅里 野幌   

 宮谷 美夢 福士 愛心 札幌厚別 佐 木 優樺 和田 悠花 札幌第一   
    

 黒瀨 友梨奈 広瀨 瑞歩 江別 山形 未羽 小川 幸子 札幌平岸   
    

 山田 紗香加 大槻 琴未 札幌清田 新藤 遥 大橋 唯 札幌丘珠   
    

 鈴木 佑果 亀田 侑茉 札幌丘珠 柄澤     宮野 愛梨 札幌月寒   
    

  前田 梨沙 安久津 莉亜 立命館慶祥 渡邊 結花 柴田 月菜 札幌清田   
    

  源 友梨 中島 綾子 千歳 黒河 礼美 川村 萌香 札幌啓成   
   

  五十嵐 楓 深瀬 理子 札幌東
  

渡部 梨華 熊木 希 札幌厚別   
  

  蔦原 奈 穂 入船 瑞葵 札幌東商業 佐 木 菜摘 加藤 花音 北星大学附属   
  

  一法師 華那 前澤 璃子 札幌平岡
  

林 沙弥果 市原 光桜 札幌日大   
    

  安井 稀 間宮 榛南 当別 南須原 杏律 庄司 陽織 立命館慶祥   
  

  神田 香菜 奥田 菜摘 札幌月寒
  

宮本 幸奈 古川 紗英 札幌平岡   
 

  竹花 怜音 村形 遥香 札幌啓成
  

平野 瑞稀 樋口 祐香 札幌月寒   
   

  田村 碧美 滝本 彩香 北広島西 渡邊 静宮 山下 有沙 北広島   
  

  阿部 日向子 坂本 夏実 北海学園札幌
    

菅原 美帆 高野 雪那 江別   
    

  一 瀬 優花 飯間 結 札幌啓成 高嶋 唯 谷口 真依子 立命館慶祥   
   

  武田 真奈 川合     札幌清田
  

鈴木 夢実 野村 柚月 札幌啓成   
 

  盛永 優月 上田 愛華 札幌厚別
  

永田 瑞歩 山崎 愛永 当別   
  

  小笠原 里音 加藤 優香 大麻
  

相馬 佑梨 昔農    札幌東豊   
  

  清水 明日香 中村 華梨 札幌真栄
  

中本 汐音 西塚 彩乃 千歳北陽   
  

  安藤 瑞穂 阿部 瑠璃夏 恵庭南 鎌田 萌花 吉田 美柚 札幌日大   
    

  福本 莉奈 樋口 沙結莉 札幌日大 横山 美和 及川     札幌丘珠   
    

  田中 瑠菜 加納 歩夢 札幌東商業 岡田 明日圭 宗方 風夏 千歳   
    

  小山内 桃花 村井 歩花 札幌白石 濱 妃奈乃 柴田 風花 北広島西   
    

  工藤 早織 星 彩乃 札幌東 高屋敷 遥 岩野 咲希 野幌   
    

  髙井 桜 佐藤 綺音 北広島 山上 深雪 原田 佳奈 札幌月寒   
    

  中澤 百香 齊藤 友音 札幌清田 髙橋 茉那 掛端 莉子 札幌東陵   
  

  氏家 菜摘 安達 梨菜 札幌平岸
  

田中 優花 田代 彩菜 札幌清田   
  

  渋谷 有香 徳橋     北海道科学大学
  

藤井 優花 渡邉     札幌東   
  

  松本 真依 菊地 桜季 札幌月寒
  

石山 友菜 清野 優花 札幌平岡   
 

  佐藤 杏友菜 清水 友紀菜 札幌丘珠
  

小松 瞳 前川 萌 札幌日大   
   

  林 万那 山田 千笑莉 札幌第一 丸矢 知里 杉岡 沙紀 札幌東商業   
  

  松井 悠華 廣中     恵庭北



平成  年度札幌支部秋季高校      大会 年生大会 東        土    日 

  回戦 試合番号     番    点    札幌啓成高校

 髙橋 日葉理    森三愛 野島 佳奈 北海       

 田村 奈 香 札幌丘珠 小寺山 華麗 野幌      

 横山 由和 札幌東
      

蔦原 奈 穂 札幌東商業   

 野尻 朱乃 札幌日大 佐 木 菜摘 北星大学附属       

 中本 汐音 千歳北陽 杉間     札幌日大         

 船越     札幌清田 中澤 百香 札幌清田       

 源 友梨 千歳 鈴木 七聖 札幌平岸      

 永田 瑞歩 当別 木葉     札幌東         

 加納 歩夢 札幌東商業 菊地 桜季 札幌月寒      

  小野 悠莉 札幌真栄 川村 萌香 札幌啓成       

  氏家 菜摘 札幌平岸 小畑 優花 札幌真栄          

  柄澤     札幌月寒 谷村 瑠衣 札幌白石        

  入江 霞 札幌平岸 山崎 美菜 北海道科学大学       

  小松 瞳 札幌日大 安久津 莉亜 立命館慶祥          

  村形 遥香 札幌啓成 大橋 唯 札幌丘珠       

  岩野 咲希 野幌 盛永 優月 札幌厚別        

  諸橋 柚衣 札幌白石 伊藤 里奈 札幌東商業          

  小宮山 舞織 札幌東 一法師 華那 札幌平岡        

  加藤 優香 大麻 鈴木 夢実 札幌啓成       

  前澤 璃子 札幌平岡 大槻 琴未 札幌清田          

  黒瀨 友梨奈 江別 石丸 有羽 札幌第一       

  田中 優花 札幌清田 小笠原 里音 大麻        

  宮谷 美夢 札幌厚別
      

小林 日夏 札幌月寒    

  山岸 百恵 千歳 菅原 美帆 江別        

  川合     札幌清田 橋本 優菜 札幌東豊       

  酒井 栞那 札幌第一
      

工藤 早織 札幌東    

  坂本 実穂 北広島 田村 碧美 北広島西        

  市原 光桜 札幌日大 飛山 紗輝 大麻          

  新藤 遥 札幌丘珠 森田 七海    森三愛        

  高嶋 唯 立命館慶祥 武田 真奈 札幌清田       

  松本 真依 札幌月寒 平野 瑞稀 札幌月寒          

  佐 木 彩乃 当別 鎌田 萌花 札幌日大        

  滝本 彩香 北広島西 福山 理得 千歳        

  末武 桜来 札幌東商業 山内 星奈 札幌東陵          

  米山 水葵 北星大学附属 山下 有沙 北広島        

  熊木 希 札幌厚別 高屋敷 遥 野幌        

  深瀬 理子 札幌東 佐藤 杏友菜 札幌丘珠          

  石山 友菜 札幌平岡 安達 梨菜 札幌平岸        

  横山 美和 札幌丘珠 田中 瑠菜 札幌東商業        

  黒河 礼美 札幌啓成 渡部 梨華 札幌厚別          

  渋谷 有香 北海道科学大学 安井 稀 当別        

  小野 蘭 札幌平岸 坂本 夏実 北海学園札幌    

  廣瀬 翠月 江別
      

谷口 真依子 立命館慶祥        

  樋口 祐香 札幌月寒 前川 萌 札幌日大        

  阿部 日向子 北海学園札幌
      

名和 涼 札幌啓成       

  廣中     恵庭北 清水 萌絵 立命館慶祥         

  道脇 愛梨奈 北海道科学大学 渡邉     札幌東        

  野村 柚月 札幌啓成
      

村井 歩花 札幌白石    

  丸山 夏芽 札幌平岸 山崎 愛永 当別         

  柴田 風花 北広島西 福士 愛心 札幌厚別          

  高野 雪那 江別 坂本 理宇 野幌         

  上田 愛華 札幌厚別 竹花 怜音 札幌啓成        

  古川 紗英 札幌平岡 山田 千笑莉 札幌第一          

  齊藤 友音 札幌清田 杉岡 沙紀 札幌東商業        

  吉田 美柚 札幌日大 髙井 桜 北広島         

  奥田 菜摘 札幌月寒 宮野 愛梨 札幌月寒          

  佐 木 優樺 札幌第一 林 沙弥果 札幌日大         

  今 陽菜 札幌啓成 田代 彩菜 札幌清田        

  庄司 陽織 立命館慶祥 加藤 花音 北星大学附属          

  今村 早希 北星大学附属 及川     札幌丘珠        

  星 彩乃 札幌東 髙橋 茉那 札幌東陵         

  掛端 莉子 札幌東陵 岡田 明日圭 千歳          

  亀田 侑茉 札幌丘珠 安藤 瑞穂 恵庭南         

  相馬 佑梨 札幌東豊 松井 悠華 恵庭北    

  斉藤 汐音 千歳
      

山形 未羽 札幌平岸        

  入船 瑞葵 札幌東商業 宮本 幸奈 札幌平岡         

  渡邊 静宮 北広島 玉村 香乃 札幌東       

  一 瀬 優花 札幌啓成
   

濱 妃奈乃 北広島西         

  阿部 瑠璃夏 恵庭南 白岩 穂菜美 大麻        

  清水 友紀菜 札幌丘珠
   

広瀨 瑞歩 江別       

  丸矢 知里 札幌東商業 西塚 彩乃 千歳北陽        

  鈴木    札幌厚別 村田 舞 札幌平岸          

  前田 梨沙 立命館慶祥 神田 香菜 札幌月寒         

  間宮 榛南 当別 柴田 月菜 札幌清田         

  林 万那 札幌第一 和田 愛花 野幌         

  藤井 優花 札幌東 五十嵐 楓 札幌東         

  山上 深雪 札幌月寒 南須原 杏律 立命館慶祥        

  渡邊 結花 札幌清田 清野 優花 札幌平岡          

  石津 輝里 札幌月寒 鈴木 佑果 札幌丘珠         

  宗方 風夏 千歳 和田 悠花 札幌第一         

  小川 幸子 札幌平岸 中村 華梨 札幌真栄         

  山田 紗香加 札幌清田 中島 綾子 千歳         

  清水 明日香 札幌真栄 中村 美咲 当別        

  小山内 桃花 札幌白石 樋口 沙結莉 札幌日大          

  福本 莉奈 札幌日大 飯間 結 札幌啓成         

  玉熊 仁茅里 野幌 髙橋 奏実 北星大学附属       

  佐藤 綺音 北広島
   

昔農    札幌東豊      

  田中 汐音 北星大学附属
   

原田 佳奈 札幌月寒        

  中村 柚香 大麻 斉藤 杏花 札幌平岸       

川村 奈 葉 札幌東商業    



平成  年度札幌支部秋季高校      大会 年生大会 西        土    日 

  回戦 試合番号   番    点    札幌稲雲高校

 稲荷 妃奈子 唐崎 純菜 北星学園女子 宮本 佑紀奈 嶋谷 莉歩 札幌英藍   
    

 南 穂乃花 髙橋 麗奈 札幌    富田 星来 栗城 朱里 石狩南   
  

 大海 佳暖 高橋     文教大明清
    

髙野 梨央 山本 彩香 札幌北陵   

 本田    石崎 杏奈 札幌南 中谷 美月 加藤 心 藤女子   
    

 佐藤 璃青 西 香澄 札幌旭丘
    

山田 莉音 塩崎 妃芽乃 札幌新川   

 齋藤 美輝 木村 渚 東海大札幌 野村 紗哉子 塩本 瑞季 札幌稲雲   
    

 江良 実夢 長谷川 実季 札幌英藍 栗栖 奈奈 近藤 杏 札幌光星   
    

 西川 友唯 成田 美咲 札幌新川 僧都 亜衣子 高橋 愛佳 石狩翔陽   
    

 宮本 美月 村上 詩織 札幌西 尾崎 愛 三谷 茉矢 札幌旭丘   
    

  中村 夏海 大村 愛佳 札幌稲雲 宮城 結 森谷 麻未 札幌創成   
    

  塚脇 綾菜 足立 梨紗 藤女子 平山 樹里 斉藤    札幌旭丘   
   

  田守 梨 花 岩倉 綾音 石狩翔陽
  

宮本 琴音 加藤 望実 札幌西   
  

  小林 巴香 佐 木 夏妃 札幌国際情報 齋藤 小春 小林 花帆 札幌英藍   
  

  髙橋 琳 山田 朝香 札幌藻岩
  

林 由菜 佐 木 梨里亜 札幌      
    

  石原 友希奈 中垣内 美奈 札幌光星 入田 瑞姫 田尻     東海大札幌   
  

  石川 沙映 宮川 綾菜 札幌旭丘
  

森井 菜摘 今井 萌絵 札幌新川   
 

  鶴子 智恵美 西田 彩夏 札幌北陵
  

上野 笑瑠 高橋 伽菜 札幌南   
   

  山田 里咲 松坂 有以子 札幌手稲 大西 沙也加 小山 璃梨香 札幌北陵   
  

  児玉 美咲 梅田 紗希 札幌北
    

大竹 里奈 田村 舞 札幌新川       

  星 楓羽歌 佐 木 紗音 石狩南 平川 小春 坂口 華菜 札幌英藍   
   

  荒川 美樹 及川     札幌創成
  

山口 優希 荒 音嶺 札幌南陵   
 

  渡邊 紗夏 江口 凜花 札幌稲雲
  

長谷川 月波 照井 美月 札幌      
  

  田中 英里奈 相澤 友希 石狩翔陽 山下 香純 川崎 歩未 札幌旭丘   
    

  髙田 南 葉 千田 久実花 札幌新川
  

長内 舞衣 瀨川 莉央 札幌手稲   
  

  坂口 唯香 堀田 莉沙 札幌西 尾形 汐音 豊田 麻希 石狩南   
  

  奥山 琴絵 西村 日那 札幌    
  

永沼 有理 佐 木 麻依 東海大札幌   
   

  本間     若菜 瑞己 札幌開成 谷山 潮音 渡邊 幸音 札幌藻岩   
    

  三浦 里南 柴山 璃音 札幌北陵 田口 玲七 永野 梨乃 札幌光星   
    

  吉田 薫 新屋 唯 札幌    平田 莉穂 岡本 梨奈 札幌旭丘   
    

  住吉 優衣 平田 亜美 札幌国際情報 田中 栞菜 有田 茉由 札幌開成   
    

  村田     藤本     札幌南 葛西    西田 桃子 札幌北陵   
    

  市橋 詩苑 小林 星稀 札幌英藍 清水 彩加 立石 未有 札幌英藍   

  武本 悠花 神代 美玖 札幌手稲
    

米屋 亜瑞美 野沢 友梨 札幌新川   
    

  佐藤 優花 中山 桃歌 札幌旭丘 明村 佳奈 畠山 紗季 札幌      

  滝田 奈 美 中田 真美 札幌新川
    

丸岡 侑称 光山 範香 札幌山 手   
   

  藤野 葉月 町田 真麻 札幌光星 酒井 桃花 鈴木 三恩 札幌光星   
    

  山口 琳夢 笹村 里佳 札幌西陵 横山 瑠乃 齋藤 三奈 札幌国際情報   



平成  年度札幌支部秋季高校      大会 年生大会 西        土    日 
札幌稲雲高校

  回戦 試合番号    番    点    
 佐 木 光風 札幌龍谷 杉原 美羽 札幌国際情報       

 斉藤    札幌旭丘 唐崎 純菜 北星学園女子      

 栗城 朱里 石狩南       森井 菜摘 札幌新川   

 齋藤 舞 札幌開成 山田 里咲 札幌手稲       

 吉田 薫 札幌    嶋谷 莉歩 札幌英藍         

 稲荷 妃奈子 北星学園女子 相澤 友希 石狩翔陽       

 宮本 佑紀奈 札幌英藍 外勢 佳奈子 札幌         

 鈴木 三恩 札幌光星 横内 美結 札幌北         

 今井 萌絵 札幌新川 髙野 梨央 札幌北陵      

  森谷 麻未 札幌創成 富田 星来 石狩南       

  山田 朝香 札幌藻岩 村田     札幌南          

  永野 梨乃 札幌光星 中谷 美月 藤女子        

  板井 理紗 札幌大谷 中垣内 美奈 札幌光星       

  西川 友唯 札幌新川 水江 陽菜 札幌西          

  高橋 伽菜 札幌南 平田 莉穂 札幌旭丘       

  敦賀 桜 札幌国際情報 佐 木 麻依 東海大札幌        

  永沼 有理 東海大札幌 森 陽 札幌藻岩          

  山口 優希 札幌南陵 大村 愛佳 札幌稲雲        

  大西 沙也加 札幌北陵 小山 璃梨香 札幌北陵       

  岡本 梨奈 札幌旭丘 小林 華奈 札幌大谷          

  鈴木 実希 札幌手稲 中田 真美 札幌新川       

  藤光 沙耶 札幌稲雲 立石 未有 札幌英藍        

  坂本 茉凜 札幌西
      

荻原 姫奈 札幌開成    

  名畑 侑香 札幌北 宮城 結 札幌創成        

  田中 栞菜 札幌開成 菊池 亜沙美 石狩翔陽       

  田尻     東海大札幌
      

尾崎 愛 札幌旭丘    

  鶴子 智恵美 札幌北陵 藤野 葉月 札幌光星        

  齋藤 三奈 札幌国際情報 佐 木 亜優 札幌西陵          

  高橋 愛佳 石狩翔陽 石崎 杏奈 札幌南        

  小林 星稀 札幌英藍 米屋 亜瑞美 札幌新川       

  藤本     札幌南 入田 瑞姫 東海大札幌          

  野沢 友梨 札幌新川 葛西    札幌北陵        

  三谷 茉矢 札幌旭丘 江口 凜花 札幌稲雲        

  瀨川 莉央 札幌手稲 中江     札幌英藍          

  山﨑 彩月 札幌稲雲 荒 音嶺 札幌南陵        

  坂口 唯香 札幌西 長谷川 月波 札幌           

  齋藤 小春 札幌英藍 佐藤 璃青 札幌旭丘          

  加藤 心 藤女子 有田 茉由 札幌開成        

  照井 美月 札幌    加藤 望実 札幌西        

  星 楓羽歌 石狩南 光山 範香 札幌山 手          

  町田 真麻 札幌光星 髙田 南 葉 札幌新川        

  丸岡 侑称 札幌山 手 武本 悠花 札幌手稲    

  山本 彩香 札幌北陵
      

住吉 優衣 札幌国際情報        

  笹村 里佳 札幌西陵 小林 花帆 札幌英藍        

  大竹 里奈 札幌新川
      

尾形 汐音 石狩南       

  生出     札幌西陵 下田 帆乃佳 札幌北陵         

  平川 小春 札幌英藍 齋藤 愛華 札幌           

  畠山 紗季 札幌    
      

山田 汐音 札幌新川    

  平田 亜美 札幌国際情報 塩本 瑞季 札幌稲雲         

  山田 莉音 札幌新川 村上 穂乃佳 札幌南          

  塚脇 綾菜 藤女子 村上 詩織 札幌西         

  澤田 舞奈 北星学園女子 川崎 歩未 札幌旭丘        

  松坂 有以子 札幌手稲 野沢 里奈 札幌南陵          

  中山 桃歌 札幌旭丘 坂口 華菜 札幌英藍        

  宮本 美月 札幌西 草開 未来 石狩南         

  木村 雅 札幌大谷 髙橋 琳 札幌藻岩          

  本田    札幌南 僧都 亜衣子 石狩翔陽         

  梅田 紗希 札幌北 宮川 綾菜 札幌旭丘        

  田中 英里奈 石狩翔陽 長谷川 実季 札幌英藍          

  清水 彩加 札幌英藍 佐藤 茉那 東海大札幌        

  市川 琴音 東海大札幌 横山 瑠乃 札幌国際情報         

  豊田 麻希 石狩南 栁瀨 未来 札幌大谷          

  石原 友希奈 札幌光星 塩崎 妃芽乃 札幌新川         

  瀧川 美羽 札幌北陵 若菜 瑞己 札幌開成    

  渡邊 紗夏 札幌稲雲
      

及川     札幌創成        

  髙橋 千晴 札幌藻岩 手倉森 結南 札幌稲雲         

  石川 沙映 札幌旭丘 田口 玲七 札幌光星       

  小笠原 亜美 札幌    
   

齋藤 美輝 東海大札幌         

  齊藤 美月 札幌北 小林 巴香 札幌国際情報        

  江良 実夢 札幌英藍
   

平山 樹里 札幌旭丘       

  服部 綾佳 札幌山 手 足立 梨紗 藤女子        

  佐 木 夏妃 札幌国際情報 成田 美咲 札幌新川          

  岩倉 綾音 石狩翔陽 中村 夏海 札幌稲雲         

  山下 香純 札幌旭丘 児玉 美咲 札幌北         

  土居 真璃奈 札幌大谷 三浦 里南 札幌北陵         

  千田 久実花 札幌新川 市橋 詩苑 札幌英藍         

  柴山 璃音 札幌北陵 上野 笑瑠 札幌南        

  野村 紗哉子 札幌稲雲 佐 木 紗音 石狩南          

  栗栖 奈奈 札幌光星 長内 舞衣 札幌手稲         

  宮本 琴音 札幌西 慶長 未紗 札幌山 手         

  滝田 奈 美 札幌新川 山口 琳夢 札幌西陵         

  本間     札幌開成 佐藤 優花 札幌旭丘         

  西田 桃子 札幌北陵 酒井 桃花 札幌光星        

  木村 渚 東海大札幌 渡邊 幸音 札幌藻岩          

  神代 美玖 札幌手稲 田村 舞 札幌新川         

  谷山 潮音 札幌藻岩 新屋 唯 札幌          

  荒川 美樹 札幌創成
   

田守 梨 花 石狩翔陽      

  西 香澄 札幌旭丘
   

木谷 萌江 札幌西        

  佐藤 桃花 札幌英藍 西田 彩夏 札幌北陵       

三原 琉奈 北星学園女子    


