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 須藤 弘光②坪田 佑貴② (札幌第一) 吉元 太一②青井 秀保② (北海) 379 25
 田畑 晴希②森 航平① (札幌南陵) 末永 爽馬②萩生田 俊輔① (札幌北陵) 381 5
 角 佳英②其田 晃季① (札幌日大) 41 49 中山 怜皇②浅野 大誠② (札幌光星) 39

 西田 明紘②大沼 青空① (札幌北斗) 日和 達哉②髙橋 和未② (札幌手稲) 4010 26
 星野 健太②山根 滉太郎① (札幌西) 57 61 岡本 将暉②三井 一輝② (札幌白石) 41

 古橋 翼②藤田 燎② (札幌北陵) 鶴巻 岳②釜田 偉央② (札幌国際情報) 4211 27
 桐生 由宣②高村 彰吾② (北海) 澤田 伊吹①本間 風太① (札幌龍谷) 4342 50
 阿部 祥弥②村林 凌② (札幌光星) 山崎 汰一①鈴木 寛都① (札幌第一) 4412 28
 大澤 由斗②平元 康生① (札幌月寒) 松尾 啓吾②松尾 省吾② (札幌西) 4565 67
  本田 新②鵜野 立堂② (札幌龍谷) 石井 翔真②盛 佑磨② (北広島西) 4613 29
  角田 大河②南 健人② (札幌新川) 川原 大樹②梅原 誠也② (北海) 4743 51
  中村 圭孝②山下 滉斗② (札幌西陵) 橋本 大翼②前谷 純樹② (札幌日大) 4814 30
  篠原 圭太②藤原 洋介② (札幌真栄) 中谷 暖②松倉 大空② (札幌西陵) 49

  小出谷 貴登②片倉 陽斗① (札幌手稲) 58 62 清水 航平②廣島 蛍介② (札幌光星) 5015 31
  大井 済聡①永井 颯人① (北海) 井上 岳②岩見田 光多① (札幌藻岩) 51

  萩原 大智②田原 那音② (恵庭北) 44 52 鈴木 智瑛②佐藤 薫② (北広島) 522 6
  安井 渉真①白川 飛鳥① (札幌白石) 東 智也②小田 昇② (札幌英藍) 5316 32
  小林 東矢①堺 涼① (野幌) 泉 湧登②横井 雅樹② (札幌北斗) 5469 70
  桜本 倖辰①岡嶋 慧① (札幌第一) 71 牧 聖司②中西 秀明② (札幌龍谷) 5517 33
  菊池 留惟②菊地 修莉② (札幌西陵) 高山 頌平②金家 瑞歩② (北海) 563 7
  安藤 拓人②本田 和己② (札幌手稲) 45 53 田中 佑②松山 龍ノ助② (札幌第一) 57

  池田 晃太②山崎 楓② (札幌光星) 湊 一真②和泉 湧士② (札幌光星) 5818 34
  木村 景仁②山本 一稀① (札幌開成) 59 63 小倉 知也②佐野 友樹① (北広島) 59

  森 幹太②越後 柊輝② (札幌英藍) 寳利 尚①宮崎 響① (札幌清田) 6019 35
  滝本 祐己①中村 圭汰① (札幌白石) 西田 翔①三浦 玲央① (札幌西陵) 6146 54
  平橋 佑介②池田 優希② (札幌啓成) 小川 大貴②貝澤 李樹② (札幌南陵) 6220 36
  藤田 諒真②中川 亮① (北海) 種田 一樹②成田 海斗② (札幌北斗) 6366 68
  野内 龍②菊地 諒一① (札幌東) 白石 卓也①入口 竜士① (恵庭北) 6421 37
  薮田 翔②木下 荘一朗② (札幌西) 瀬能 雄斗②山口 侑也① (札幌英藍) 6547 55
  藤井 太一朗①水屋 壱希① (札幌第一) 平瀬 太一①菅原 睦生① (北海) 6622 38
  小野寺 篤志②平野 楓河① (札幌国際情報) 西川 真弘②柴田 将哉② (札幌工業) 67

  石井 竣貴②山岸 弘季② (恵庭北) 60 64 向井 萌人②粟飯原 翔① (千歳) 6823 39
  佐藤 潤一②大笹 航汰② (北広島) 山端 健太②日下 修利② (野幌) 69

  髙田 成悠太②成田 雄登② (札幌工業) 48 56 髙橋 優利①岸本 凌① (札幌西) 704 8
  川上 夏毅②森 大聖② (千歳) 善志 武斗②中村 仁樹② (札幌啓成) 7124 40
  野上 拓哉①中村 敏人① (北海) 下村 睦喜②近藤 慧① (札幌第一) 72
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 村田 梨於①館 彩香① (とわの森三愛) 石井 まなか②上杉 優奈② (札幌静修) 208 16
 千葉 舞香①油谷 菜央① (札幌北斗) 瀧 侑里①芳村 由羽① (札幌北斗) 211 4
 馬場 愛音②佐々木 亜優① (札幌西陵) 24 28 河合 純奈②水上 春菜① (札幌啓成) 22

 砂原 真由霞①廣坂 真子① (札幌龍谷) 能登屋 妃南②山田 萌生② (大麻) 239 17
 松原 風香②杉原 美羽① (札幌国際情報) 32 守野 未玖②末武 桜来① (札幌東商業) 2434
 加賀 陽香莉①中島 爽仁亜① (札幌静修) 岩岡 伶奈②野村 麻花② (札幌北斗) 2510 18
 本間 紗弥②木戸 優菜② (北広島) 谷 柚生花②井上 真名① (札幌国際情報) 2625
 岩崎 美夢②黒瀬 佑香② (恵庭北) 29 西原 茉耶②大西 七星① (北海) 2711 5
 漆 好花①髙橋 瑠花① (札幌北斗) 山田 亜美②山村 梨乃② (北広島西) 2836 37 19
  牧 英里奈②永井 梓帆① (札幌龍谷) 38 福井 純怜②栁原 のぞみ① (札幌龍谷) 2912
  佐々木 加菜②金田 怜子② (札幌国際情報) 清水 利恵②髙橋 七海② (札幌北斗) 302 20
  三木 萌可②山中 天乃① (札幌啓北商業) 26 佐藤 朱梨②黒森 茜② (恵庭北) 316
  北村 穂乃花①本村 愛梨① (札幌静修) 30 下鳥 伶奈②生出 さくら① (札幌西陵) 3213
  遠藤 唯菜②江上 碧② (札幌西陵) 毛利 美月①三原 琉奈① (北星学園女子) 3333 21
  橋本 穂香②開発 莉子① (とわの森三愛) 高村 まい②鷹野 里奈① (北海) 3414 35
  橋本 怜奈②阿部 華円② (北海) 原田 碧希②森下 清流② (札幌北斗) 3522
  佐々木 琴音②伊藤 里奈① (札幌東商業) 27 高倉 紀子②今増 真雪② (札幌龍谷) 363
  小原 菜々穂②山本 菜々子② (札幌龍谷) 31 井上 菜卯②佐久間 瑠梨② (札幌第一) 3715 7
  岩本 夏奈②千葉 実乃里② (札幌北斗) 筒井 夕翔②成田 梨音① (札幌啓北商業) 3823

小林 郁美②佐々木 奈菜② (とわの森三愛) 39
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 髙橋 大輝② (札幌第一) 吉元 太一② (北海) 6260 76
 高島 宇宙① (北星大学附属) 小柳 遼太郎② (札幌新川) 631 30
 前田 時雨① (札幌南陵) 村越 太壱② (札幌開成) 6492 100
 岸本 凌① (札幌西) 山岸 弘季② (恵庭北) 652 31
 池田 晃太② (札幌光星) 瀬能 雄斗② (札幌英藍) 6661 77
 安藤 拓人② (札幌手稲) 菊池 留惟② (札幌西陵) 673 32
 篠原 圭太② (札幌真栄) 川上 夏毅② (千歳) 68108 112
 平瀬 太一① (北海) 小沼 諄希② (札幌白石) 694 33
 池田 優希② (札幌啓成) 田畑 晴希② (札幌南陵) 7062 78
  鈴木 智瑛② (北広島) 佐藤 薫② (北広島) 715 34
  木村 景仁② (札幌開成) 盛 佑磨② (北広島西) 7293 101
  古橋 翼② (札幌北陵) 星野 健太② (札幌西) 736 35
  大澤 由斗② (札幌月寒) 柴田 将哉② (札幌工業) 7463 79
  大沼 青空① (札幌北斗) 橘 優輔② (札幌藻岩) 757 36
  中西 秀明② (札幌龍谷) 下村 睦喜② (札幌第一) 76116 118
  堺 涼① (野幌) 近藤 慧① (札幌第一) 778 37
  山下 滉斗② (札幌西陵) 山崎 楓② (札幌光星) 7864 80
  松山 龍ノ助② (札幌第一) 薮田 翔② (札幌西) 799 38
  松尾 啓吾② (札幌西) 横井 雅樹② (札幌北斗) 8094 102
  成田 海斗② (札幌北斗) 野上 拓哉① (北海) 8110 39
  西川 真弘② (札幌工業) 藤田 燎② (札幌北陵) 8265 81
  廣島 蛍介② (札幌光星) 中村 圭汰① (札幌白石) 8311 40
  菅原 睦生① (北海) 牧 聖司② (札幌龍谷) 84109 113
  石井 翔真② (北広島西) 小出谷 貴登② (札幌手稲) 8512 41
  森 航平① (札幌南陵) 中村 圭孝② (札幌西陵) 8666 82
  東 智也② (札幌英藍) 水屋 壱希① (札幌第一) 8713 42
  青井 秀保② (北海) 高村 彰吾② (北海) 8895 103
  小倉 知也② (北広島) 鶴巻 岳② (札幌国際情報) 8914 43
  姫野 仁太② (札幌新川) 山端 健太② (野幌) 9067 83
  白川 飛鳥① (札幌白石) 鈴木 寛人① (北広島) 9115 44
  岡嶋 慧① (札幌第一) 120 121 本田 新② (札幌龍谷) 92

122
  伊藤 虎之介② (札幌第一) 鵜野 立堂② (札幌龍谷) 9368 45
  釜田 偉央② (札幌国際情報) 髙橋 優利① (札幌西) 9416 84
  向井 萌人② (千歳) 小野寺 篤志② (札幌国際情報) 9596 46
  山根 滉太郎① (札幌西) 荒井 純也① (北星大学附属) 9617 104
  梅原 誠也② (北海) 中川 亮① (北海) 9769 47
  松倉 大空② (札幌西陵) 佐藤 潤一② (北広島) 9818 85
  森 幹太② (札幌英藍) 山崎 汰一① (札幌第一) 99110 48
  井上 岳② (札幌藻岩) 中谷 暖② (札幌西陵) 10019 114
  本間 風太① (札幌龍谷) 種田 一樹② (札幌北斗) 10170 49
  小川 大貴② (札幌南陵) 清水 航平② (札幌光星) 10220 86
  大井 済聡① (北海) 角田 大河② (札幌新川) 10397 50
  大笹 航汰② (北広島) 永井 颯人① (北海) 10421 105
  末永 爽馬② (札幌北陵) 貝澤 李樹② (札幌南陵) 10571 51
  日下 修利② (野幌) 小林 東矢① (野幌) 10622 87
  泉 湧登② (札幌北斗) 白石 卓也① (恵庭北) 107117 52
  桜本 倖辰① (札幌第一) 坪田 佑貴② (札幌第一) 10823 119
  髙橋 和未② (札幌手稲) 野内 龍② (札幌東) 10972 53
  西田 翔① (札幌西陵) 越後 柊輝② (札幌英藍) 11024 88
  阿部 祥弥② (札幌光星) 上村 哲司① (札幌南陵) 11198 54
  南 健人② (札幌新川) 松尾 省吾② (札幌西) 11225 106
  木下 荘一朗② (札幌西) 澤田 伊吹① (札幌龍谷) 11373 55
  中村 敏人① (北海) 萩生田 俊輔① (札幌北陵) 11426 89
  石井 竣貴② (恵庭北) 川原 大樹② (北海) 115111 56
  桐生 由宣② (北海) 清水 達生② (札幌南) 11627 115
  滝本 祐己① (札幌白石) 平橋 佑介② (札幌啓成) 11774 57
  鈴木 寛都① (札幌第一) 村林 凌② (札幌光星) 11828 90
  髙田 成悠太② (札幌工業) 西田 明紘② (札幌北斗) 11999 58
  右川 竜大② (札幌北陵) 安井 渉真① (札幌白石) 12029 107
  善志 武斗② (札幌啓成) 藤原 洋介② (札幌真栄) 12175 59
  深田 崇人② (札幌龍谷) 成田 雄登② (札幌工業) 12291

須藤 弘光② (札幌第一) 123



平成28年度秋季高校バドミントン大会  1部GS 11/19(土)12/3(土)10(土)厚別区豊平区体育館

 井上 真名① (札幌国際情報) 千葉 実乃里② (札幌北斗) 3810 26
 油谷 菜央① (札幌北斗) 米澤 楓① (江別) 391 6
 佐々木 奈菜② (とわの森三愛) 42 50 福井 純怜② (札幌龍谷) 40

 佐藤 朱梨② (恵庭北) 成田 梨音① (札幌啓北商業) 4111 27
 本村 愛梨① (札幌静修) 58 62 橋本 怜奈② (北海) 42

 今増 真雪② (札幌龍谷) 毛利 美月① (北星学園女子) 4312 28
 佐々木 琴音② (札幌東商業) 野村 麻花② (札幌北斗) 4443 51
 佐藤 千紗② (とわの森三愛) 開発 莉子① (とわの森三愛) 4513 29
 高村 まい② (北海) 遠藤 唯菜② (札幌西陵) 4666 68
  加賀 陽香莉① (札幌静修) 北村 穂乃花① (札幌静修) 4714 30
  山田 萌生② (大麻) 大宮 菜々花① (とわの森三愛) 482 52
  和田 愛美② (北広島西) 44 佐々木 加菜② (札幌国際情報) 4931
  岩本 夏奈② (札幌北斗) 山本 菜々子② (札幌龍谷) 5015
  山中 天乃① (札幌啓北商業) 63 能登屋 妃南② (大麻) 5159 32
  廣坂 真子① (札幌龍谷) 漆 好花① (札幌北斗) 5216
  清水 利恵② (札幌北斗) 53 大西 七星① (北海) 537
  江上 碧② (札幌西陵) 45 黒森 茜② (恵庭北) 543 33
  佐々木 乙嶺② (札幌英藍) 牧 英里奈② (札幌龍谷) 5517
  館 彩香① (とわの森三愛) 70 71 砂原 真由霞① (札幌龍谷) 56

72 34
  上杉 優奈② (札幌静修) 上原子 ちひろ① (札幌東商業) 5718 8
  瀧 侑里① (札幌北斗) 54 佐久間 瑠梨② (札幌第一) 584
  松原 風香② (札幌国際情報) 46 髙橋 七海② (札幌北斗) 5935
  山口 貴子② (とわの森三愛) 64 中島 爽仁亜① (札幌静修) 6019
  山村 梨乃② (北広島西) 60 鷹野 里奈① (北海) 6136
  栁原 のぞみ① (札幌龍谷) 谷 柚生花② (札幌国際情報) 6220 55
  阿部 華円② (北海) 千葉 舞香① (札幌北斗) 6347 37
  岩岡 伶奈② (札幌北斗) 髙橋 由羽② (とわの森三愛) 6421 69
  黒瀬 佑香② (恵庭北) 岩崎 真怜① (とわの森三愛) 6567 38
  髙橋 瑠花① (札幌北斗) 三木 萌可② (札幌啓北商業) 6622 56
  西原 茉耶② (北海) 高倉 紀子② (札幌龍谷) 6748 39
  筒井 夕翔② (札幌啓北商業) 芳村 由羽① (札幌北斗) 6823
  守野 未玖② (札幌東商業) 65 山田 亜美② (北広島西) 6940
  井上 菜卯② (札幌第一) 61 原田 碧希② (札幌北斗) 7024
  森下 清流② (札幌北斗) 57 水上 春菜① (札幌啓成) 719
  小原 菜々穂② (札幌龍谷) 49 岩崎 美夢② (恵庭北) 725 41
  川口 咲弥香② (札幌静修) 石井 まなか② (札幌静修) 7325
  橋本 穂香② (とわの森三愛)
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 中嶋 金太郎② 永 京介① (札幌第一) 横濱 大樹②西島 雅也② (北広島西) 7011 43
 鈴木 健太②山田 匠太② (北星大学附属) 橋本 圭②青木 京平② (千歳北陽) 711 6
 武内 湧太②工藤 拓也① (札幌平岡) 75 91 山西 陽々輝②難波 圭輔② (石狩翔陽) 72

 山口 季将②辻 峻平② (江別) 宮越 拓也②藤田 景也① (札幌平岸) 7312 44
 木村 啓吾②渡邊 貫太② (石狩南) 107 115 福士 貴大②森田 愛生② (江別) 74

 松原 宏太②釣島 健修② (札幌清田) 村上 誠明②久米 吹② (札幌稲雲) 7513 45
 種田 壮志②宇佐見 一樹① (札幌手稲) 黒田 継人②石田 裕太郎① (札幌旭丘) 7676 92
 後藤 海斗②後藤 大樹② (札幌藻岩) 森 宇輝②松永 悠② (札幌藻岩) 7714 46
 今野 尚輝②二本柳 直樹① (札幌東陵) 123 127 細谷 寛海②山田 涼介① (当別) 78

  宮崎 諭晴②廣尾 太一② (札幌啓成) 海老名 俊②門倉 雅治② (札幌開成) 7915 47
  大槻 晟也①満山 竜大② (札幌あすかぜ) 加藤 新之介②宮田 航大② (札幌あすかぜ) 8077 93
  大岩 健悟②道下 涼② (札幌旭丘) 山田 伶圭②西山 昂希② (札幌東豊) 8116 48
  山下 稜人②上野 智史① (札幌開成) 手嶋 大河②狩野 優斗② (札幌南陵) 82108 116
  森脇 樂②亀田 海渡② (立命館慶祥) 工藤 春樹②鈴木 柊平② (札幌工業) 8317 49
  時﨑 大季②鎌田 らい② (石狩翔陽) 中村 洋稀②坂井 翔哉① (石狩南) 8478 94
  平譯 允人②長谷川 諒忠② (札幌藻岩) 柏木 悠汰②今井 健登② (札幌平岡) 8518 50
  永野 凜太郎②大平 和輝① (札幌西) 中瀬 康汰②佐竹 昭人② (札幌国際情報) 86131 133
  馬場 柊弥②坂本 敏充② (札幌藻岩) 金房 駿②古谷 優太② (札幌西陵) 8719 51
  樫原　祐希②熊谷 直哉② (石狩南) 西本 憲司②福田 悠② (立命館慶祥) 882 95
  飯田 翔平②伊藤 大翔② (札幌旭丘) 79 上杉 洸太朗①鈴木 優杜② (札幌真栄) 8952
  戸井 祐希②石田 和希② (札幌南陵) 吉野 聖人②石井 悠輝① (札幌月寒) 9020 117
  大西 丈夫②金澤 天斗① (札幌白陵) 109 吉江 秀哉②土井 祐太② (江別) 9153
  荒川 真輝②吉川 卓図② (東海大札幌) 川瀬 翔威②鈴木 隼人② (恵庭北) 9221 96
  追分 匡志②小沢 健太郎② (江別) 佐山 竜太②原田 龍之介② (札幌藻岩) 9380 54
  小川 航平②杉下 巧季② (札幌平岸) 阿彦 祐志②角井 悠人② (北海学園札幌) 9422
  岩本 大地②鷲足 涼② (札幌光星) 128 鈴木 魁人②種田 航也② (札幌琴似工業) 95124 55
  土井 健生②菅原 靖① (札幌月寒) 小柳 遼太郎②立花 和寛② (札幌新川) 9623 97
  成田 瑞基②數井 武蔵② (札幌南) 糸尾 直記②船戸 章吾② (札幌大谷) 9781 56
  澤田 圭吾②森元 祥平② (札幌北) 本田 桃己②髙橋 右京② (札幌平岡) 9824
  姫野 仁太②齊藤 健太② (札幌新川) 118 清水 達生②涌井 創一朗① (札幌南) 9957
  德永 康太②河野 勇人② (恵庭北) 110 佐藤 響②坂田 尚斗② (札幌白陵) 10025
  田畑 翔太郎②髙田 颯太② (札幌平岡) 98 内田 健太②大高 唯人② (札幌東陵) 1017
  石井 洸太②澁谷 祐一朗① (札幌真栄) 82 横井 雄介②西澤 慧亮② (札幌平岸) 1023 58
  福間 竜也②橋本 翔也② (札幌厚別) 小野 幸宏②髙瀨 雅也② (野幌) 10326
  斎藤 怜太②泉山 渉② (札幌東) 135 136 山下 義隆②垂水 竜之介② (札幌稲雲) 104

137 59
  岡野 孔輔②齋藤 弥紘① (札幌手稲) 濱松 亘介②梁川 拓未② (札幌工業) 10527 8
  鈴木 章友②坂上 龍之介② (札幌南陵) 99 菅原 啓介②水口 幸樹② (札幌光星) 1064
  髙橋 大輔②長谷川 雄大② (札幌新川) 83 日出 昌汰②漆沢 真綺① (札幌厚別) 10760
  松浦 迪人②佐藤 慧一② (千歳北陽) 119 前田 晟大②赤松 悠太② (札幌西陵) 10828
  小松 翔太②難波 勇人② (札幌丘珠) 111 妹尾 拓武②青田 理玖② (札幌旭丘) 10961
  大畑 翔哉②本田 航平① (札幌西陵) 吉田 凌②増田 裕希① (札幌平岡) 11029 100
  加藤 主浩②小杉 征輝② (札幌月寒) 牧野 皓充②垣内 優亮② (札幌南) 11184 62
  佐久間 翔也②菅原 俊輔① (北海道科学大学) 大沼 健太②深谷 優星② (札幌藻岩) 11230 129
  卜部 奎②槌本 侑平② (札幌旭丘) 125 木島 吏基②吉川 元人② (札幌北) 11363
  酒井 颯樹②畑山 竜雅② (札幌藻岩) 上木 拓②千葉 卓哉① (札幌開成) 11431 101
  若林 剛琉②佐伯 幸太朗② (恵庭北) 國友 俊弥②小野 航征① (石狩南) 11585 64
  山末 和斗②中村 仁② (札幌厚別) 大西 拓歩②奥田 丈瑠② (札幌あすかぜ) 11632
  上山 凌太郎②宍戸 樹② (札幌平岸) 120 佐々木 佳人②庭山 紘② (札幌手稲) 117112 65
  関根 翔②富永 雅斗① (札幌龍谷) 清水 光貴②後藤 侑作② (札幌平岸) 11833
  鈴木 皓大②南部 悠生② (札幌平岡) 102 川上 優介②佐藤 優哉② (札幌月寒) 11986 9
  井畑 雄宇②坂本 堅太② (札幌日大) 川岸 哲也②松井 宏矢② (札幌藻岩) 12034 66
  加藤 琉威②伊豆 拓未② (札幌南) 目黒 大貴②佐藤 宏紀② (恵庭北) 121132 134
  山本 侑冬②小倉 祐輝② (札幌あすかぜ) 関口 澄②藤田 雄気① (千歳) 12235 67
  髙橋 洸貴②中野 颯太② (当別) 吉谷 友佑②李 維明② (札幌旭丘) 12387 103
  志賀 祐哉②徳佐 凌② (札幌南陵) 村越 太壱②箕岡 俊輔① (札幌開成) 12436 68
  岩下 拓磨②南 大雅② (札幌稲雲) 明坂 大地②中川 良樹② (千歳北陽) 125113 121
  今井 敦都②小澤 勇介① (札幌開成) 岡橋 勇人②境田 拓郎② (北星大学附属) 12637 69
  阿部 雄平②髙橋 啓人② (札幌山の手) 中村 亮太②平澤 涼太② (札幌南陵) 12788 104
  進藤 大虎②松岡 太一② (札幌藻岩) 平野 海都②山口 翔平② (江別) 12838 70
  石川 凌②嶋口 翔斗② (江別) 船木 輝人②嶌野 帝我② (札幌北陵) 129

  藪 雅喜②松本 僚真② (石狩南) 126 130 太田 清人②山本 尚毅② (札幌清田) 13039 71
  吉野 耕平②坪田 真初② (札幌北) 小野 昂輝②小林 健人② (札幌月寒) 13189 105
  阪田 理来②越智 裕太② (札幌工業) 大町 勇太②武下 優哉② (札幌琴似工業) 13240 72
  宮下 航太②長井 陸② (札幌南) 山本 響②塚田 惇② (立命館慶祥) 133

  江口 海②今野 魁人② (札幌琴似工業) 114 122 東浦 創②谷口 剛資② (札幌藻岩) 13441 73
  石岡 誉登②佐藤 公紀① (札幌平岡) 青山 琢哉②中井 理人② (札幌あすかぜ) 135

  小山 琳②鈴木 航弥② (立命館慶祥) 90 106 鎌仲 翔也②椎名 洋介② (札幌丘珠) 1365 10
  黒田 優人②木下 怜① (札幌白陵) 佐藤 希望②宮本 佳紀② (北海道科学大学) 13742 74
  細野 孝世②大場 友紀② (札幌英藍) 佐々木 黎斗②細川 龍聖② (札幌龍谷) 138
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 小林 萌果②坂井 まなみ② (とわの森三愛) 山田 亜林②名越 みや美② (札幌龍谷) 7725 57
 植田 祐衣②石井 乃愛② (札幌稲雲) 神山 瑠希②荻原 姫奈① (札幌開成) 781 13
 朝野 鈴以②岡元 綾乃② (当別) 89 105 楢山 琉佳②早水 優夏② (札幌東豊) 79

 髙嶋 いぶき②増井 妃② (札幌手稲) 北川 華子②岩本 美南② (札幌手稲) 8026 58
 古川 結衣②渡部 由梨枝② (東海大札幌) 121 129 佐藤 凜②小野 晴香② (札幌藻岩) 81

 竹内 かなみ②石津 輝里① (札幌月寒) 笹谷 あかり②三浦 楓② (札幌新川) 8227 59
 辻 颯月②渡部 真子② (札幌北) 橋本 夏弥②外勢 佳奈子① (札幌あすかぜ) 8390 106
 小西 莉緒②森田 麻友② (石狩南) 佐々木 乙嶺②中江 ひより① (札幌英藍) 8428 60
 髙橋 亜実②木村 日菜子② (札幌藻岩) 宮森 二千佳②戸田 穂香② (札幌創成) 85137 141
  川上 紗也奈②四戸 綾乃② (札幌新川) 常本 萌々花②名畑 侑香① (札幌北) 8629 61
  中村 梨奈②山内 星奈① (札幌東陵) 勝見 久梨音②長谷川 涼夏② (札幌丘珠) 872 14
  佐久間 はづき②小西 柚季② (札幌開成) 91 107 石手洗 椿② 神 果那② (札幌旭丘) 88

  瀧本 知紗②小宮山 舞織① (札幌東) 米津 彩加②清水 萌絵① (立命館慶祥) 8930 62
  伊沢 はるか②平井 花奈② (北広島) 徳差 佑香②奥　愛未② (札幌大谷) 90122 130
  髙島 由衣②新屋 咲歩② (石狩翔陽) 中村 紗矢香②長岡 まりあ② (札幌東) 9131 63
  寺岡 真央②中川 桃華② (札幌東商業) 大山 未琴②榮村 友梨奈② (札幌東商業) 92

  橋本 佳苗②早坂 絢音② (札幌旭丘) 92 108 廣瀨 祐菜②田中 詩暖② (札幌厚別) 933 15
  川原 瑞希②宮川 琴未② (札幌北陵) 石田 弥生②藤野 花帆② (北海学園札幌) 9432 64
  青木 志帆②榎本 胡桃② (立命館慶祥) 成田 実歩②鈴木 萌花② (札幌北陵) 95145 147
  奧田 瑠莉②名和 涼① (札幌啓成) 金子 遥香②奥山 優奈② (北広島) 9633 65
  山田 歩李②千葉 理乃② (札幌大谷) 羽山 心袈②髙橋 紗奈② (札幌工業) 974 16
  太田 千尋②中山 望② (札幌東豊) 93 109 松永 あいか②西川 友貴② (札幌清田) 98

  筒井 遥香②大坪 沙綾② (札幌白石) 瀧澤 華子②佐藤 未央② (北海) 9934 66
  坂本 晴菜②千葉 絢音② (札幌国際情報) 坂下 香子②寺島 彩紗② (札幌月寒) 100123 131
  片倉 星花②慶長 未紗① (札幌山の手) 門脇 ともか②髙橋 奏実① (北星大学附属) 10135 67
  本間 美沙②齋藤 理称② (江別) 水野 花彩②齋藤 琴美② (石狩南) 102

  德能 一惠②前川原 もえ② (札幌南陵) 94 110 金谷 楓子②吉永 萌香② (札幌第一) 1035 17
  千葉 眞理②髙橋 真慧② (藤女子) 澤井 優李②柴田 樹理② (札幌東) 10436 68
  千葉 美都理②小林 理花② (札幌西) 吉田 沙恕②谷村 瑠衣① (札幌白石) 105138 142
  三品 流奈②駒木 りも② (札幌旭丘) 佐藤 百夏②山村 梨紗② (札幌東陵) 10637 69
  戸塚 唯那②堀田 和奏② (札幌藻岩) 平山 美沙季②加藤 雅菜② (札幌平岡) 10795 111
  山本 有紗②武田 ほのか② (札幌東商業) 松本 璃沙②西田 愛美② (札幌藻岩) 10838 70
  大谷 愛華②小笠原 亜美① (札幌あすかぜ) 髙田 奈緒②佐渡 紗椰香② (札幌啓成) 109

  金盛 未花②鈴木 眞菜② (札幌平岡) 124 132 蛭田 真子②鎌田 ひかり② (札幌手稲) 11039 71
  本家 陽菜②角田 明杏① (札幌東) 上野 実歩②尾川 あすみ② (札幌旭丘) 111

  大杉 和奏②鈴木 歩乃香② (北海学園札幌) 96 112 金子 冴希②水江 陽菜① (札幌西) 1126 18
  井上 鈴香②秋山 茉悠② (札幌清田) 塩入 実夢②山川 莉奈② (藤女子) 11340 72
  藤﨑 日和②佐藤 桃花① (札幌英藍) 小野 亜香梨②大塩 佳奈② (北星学園女子) 114149 150
  佐藤 里香②多田 美晴② (大麻) 151 長谷川 萌楓②佐藤 晴夏② (札幌国際情報) 11541 73
  吉田 珠琉②高松 由梨奈② (札幌日大) 石田 咲②松屋　陽菜① (札幌大谷) 1167 19
  武田 千早②戸田 夏歩② (札幌南) 97 113 正治 朱音②白井 桃香② (北星大学附属) 117

  佐藤 響②小林 珠希② (札幌光星) 杉本 菜々子②石川 夢② (石狩南) 11842 74
  佐竹 芽依②増川 ひなの② (札幌平岡) 125 133 前田 奏咲②村上 莉歩② (札幌旭丘) 119

  吉野 瑞姫②渡辺 ここな② (札幌西陵) 新田 栞②大吉 明里② (札幌開成) 12043 75
  宮本 寧々②木村 七海② (札幌北陵) 西 結子②貴俵 さやか② (札幌手稲) 12198 114
  中里 百花②草開 未来① (石狩南) 奥村 亜美②白岩 穂菜美① (大麻) 12244 76
  佐藤 優香②志村 春花② (札幌丘珠) 濱口 佳奈②船越 なつみ① (札幌清田) 123139 143
  細川 鈴奈②篠原 唯② (札幌手稲) 中川 陽美②玉村 香乃① (札幌東) 12445 77
  滝澤 奏音②松﨑 寧々② (恵庭南) 力久 美月②下田 帆乃佳① (札幌北陵) 1258 20
  林 環実②久保田 佳奈② (札幌藻岩) 99 115 水島 彩花②岡本 明日香② (札幌北) 126

  新谷 さくら②可野 佑菜② (札幌旭丘) 阿部 桃佳②磯田 唯① (札幌東商業) 12746 78
  藤井 衿香②佐々木 光風① (札幌龍谷) 原田 莉子②宮崎 ひとみ② (札幌日大) 128126 134
  朝倉 真美②大柳 花② (北海学園札幌) 高橋 佑奈②谷岡 春佳② (札幌平岡) 12947 79
  氏家 麗奈②木村 華純② (札幌東) 大山 倫菜②榊原 理央② (札幌啓成) 130

  小島 琴那②髙橋 茉那① (札幌東陵) 100 116 宮本 万桜②堀内 万有実② (札幌藻岩) 1319 21
  片山 日和②大塚 菜月② (北海道科学大学) 桑山 流歌②齋藤 愛華① (札幌あすかぜ) 13248 80
  米澤 楓①得能 千惠② (江別) 松浦 あみ②須古 夏美② (札幌西陵) 133146 148
  吉澤 莉帆②笠原 海里② (石狩南) 藤田 まどか②菊池 里奈② (北海学園札幌) 13449 81
  小野 鈴夏②米山 水葵① (北星大学附属) 北川 優花②佐藤 真李恵② (札幌新川) 13510 22
  益野 日乃美②横内 美結① (札幌北) 101 117 村上 桃②三田 花恋② (千歳北陽) 136

  田代 みう②邊見 らな② (札幌藻岩) 岡本 珠衣②坂本 実穂① (北広島) 13750 82
  宮川 奈々②宮崎 茅奈② (札幌東商業) 天間 優花②三ツ木 鴻佳② (札幌南) 138127 135
  戸塚 未咲②坂本 茉凜① (札幌西) 齋藤 寧々②山﨑 彩月① (札幌稲雲) 13951 83
  小沼 郁美②斉藤 汐音① (千歳) 奥村 莉緒②鈴木 悠加② (北海) 140

  横屋敷 有奈②田口 未菜② (札幌南陵) 102 118 近藤 唯②小林 日夏① (札幌月寒) 14111 23
  吉井 菜々子②長崎 若奈② (札幌平岡) 濱田 愛梨②瀧澤 葵② (札幌平岡) 14252 84
  三ツ谷 果歩②出口 雪音② (札幌清田) 永澤 佳奈②山岸 百恵① (千歳) 143140 144
  大橋 和花②鈴木 みほ① (札幌厚別) 和田 愛美②佐藤 葵② (北広島西) 14453 85
  伊藤 汐利②原田 萌花② (北広島) 山口 希実②増田 結花② (江別) 145103 119
  竹田 青空②野々村 あいり② (札幌白石) 播磨 菜摘②瓜 はるか② (札幌旭丘) 14654 86
  鈴木 陽菜子②松本 羽海② (札幌大谷) 小木曽 紗也②岡 花音② (札幌南陵) 147

  廣田 あい②朝夷 七海② (札幌藻岩) 128 136 本間 裕香②神 遥菜① (札幌厚別) 14855 87
  先川 ちひろ②浄土 陽菜② (札幌東) 脊戸 菜摘②鹿野 真里菜② (札幌藻岩) 149

  吉野 七海②岸 杏香② (札幌創成) 104 120 沢辺 梨々香②古川 穂乃花② (札幌光星) 15012 24
  渡邊 玲央菜②山本 明日香② (札幌あすかぜ) 三浦 笑佳②稲村 文香② (札幌東) 15156 88
  奥山 美香②滝谷 唯夏② (北海) 佐々木 桃佳②川村 奈々葉① (札幌東商業) 152
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 佐々木 黎斗 (札幌龍谷) 14
 上田 武典 (北海道科学大学) 1
 髙野 駿浩 (札幌山の手) 142

 加藤 琉威 (札幌南) 15
 渡邊 貫太 (石狩南) 206

 鈴木 健太 (北星大学附属) 16
 清水 光貴 (札幌平岸) 143
 鈴木 隼人 (恵庭北) 17
 宮崎 諭晴 (札幌啓成) 238

  齊藤 健太 (札幌新川) 18
  福士 貴大 (江別) 144
  山本 響 (立命館慶祥) 19
  釣島 健修 (札幌清田) 207
  中井 理人 (札幌あすかぜ) 20
  酒井 颯樹 (札幌藻岩) 145
  李 維明 (札幌旭丘) 21
  鈴木 優杜 (札幌真栄) 254

  佐竹 昭人 (札幌国際情報) 22
  平澤 涼太 (札幌南陵) 146
  佐山 竜太 (札幌藻岩) 23
  大岩 健悟 (札幌旭丘) 208
  佐々木 佳人 (札幌手稲) 24
  門倉 雅治 (札幌開成) 147
  髙田 颯太 (札幌平岡) 25
  山田 伶圭 (札幌東豊) 239
  松浦 迪人 (千歳北陽) 26
  小野 昂輝 (札幌月寒) 148
  石井 卓 (札幌琴似工業) 27
  三井 一輝 (札幌白石) 209
  鷲足 涼 (札幌光星) 28
  工藤 春樹 (札幌工業) 149
  吉田 亜希人 (当別) 29
  森 大聖 (千歳) 262
  斎藤 怜太 (札幌東) 30
  藤森 元章 (札幌東陵) 2
  川上 優介 (札幌月寒) 150

  數井 武蔵 (札幌南) 31
  金家 瑞歩 (北海) 210

  大西 拓歩 (札幌あすかぜ) 32
  江口　海 (札幌琴似工業) 151
  南 大雅 (札幌稲雲) 33
  大場 友紀 (札幌英藍) 240

  小松 翔太 (札幌丘珠) 34
  若林 剛琉 (恵庭北) 152
  中山 怜皇 (札幌光星) 35
  坂本 敏充 (札幌藻岩) 211
  追分 匡志 (江別) 36
  福間 竜也 (札幌厚別) 153
  吉田 凌 (札幌平岡) 37
  阿彦 祐志 (北海学園札幌) 255
  卜部 奎 (札幌旭丘) 38
  山口 季将 (江別) 154
  後藤 海斗 (札幌藻岩) 39
  志賀 祐哉 (札幌南陵) 212
  金澤 郁也 (札幌工業) 40
  國友 俊弥 (石狩南) 155
  菊地 修莉 (札幌西陵) 41
  時﨑 大季 (石狩翔陽)
  河野 勇人 (恵庭北) 241

42
  西本 憲司 (立命館慶祥) 156
  吉川 元人 (札幌北) 43
  種田 壮志 (札幌手稲)
  佐藤 響 (札幌白陵) 213

44
  西村 和馬 (札幌北陵)
  西澤 慧亮 (札幌平岸) 157

3
  柏木 悠汰 (札幌平岡) 45
  小野 幸宏 (野幌)
  横濱 大樹 (北広島西)



  横濱 大樹 (北広島西) 46
  荒川 真輝 (東海大札幌) 4
  泉 結規 (札幌工業) 158

  小杉 征輝 (札幌月寒) 47
  船戸 章吾 (札幌大谷) 214

  妹尾 拓武 (札幌旭丘) 48
  小川 航平 (札幌平岸) 159
  久米 吹 (札幌稲雲) 49
  佐藤 希望 (北海道科学大学) 242

  手嶋 大河 (札幌南陵) 50
  髙橋 右京 (札幌平岡) 160
  大沼 健太 (札幌藻岩) 51
  亀田 海渡 (立命館慶祥) 215
  上山 凌太郎 (札幌平岸) 52
  山本 侑冬 (札幌あすかぜ) 161
  橋本 圭 (千歳北陽) 53
  太田 清人 (札幌清田) 256
  吉江 秀哉 (江別) 54
  田中 雄大 (札幌東) 162
  前田 晟大 (札幌西陵) 55
  中野 颯太 (当別) 216
  岡野 孔輔 (札幌手稲) 56
  湊 一真 (札幌光星) 163
  宮下 悠 (札幌藻岩) 57
  井畑 雄宇 (札幌日大)
  中嶋 金太郎 (札幌第一) 243

58
  森 宇輝 (札幌藻岩) 164
  牧野 皓充 (札幌南) 59
  大高 唯人 (札幌東陵)
  熊谷 直哉 (石狩南) 217

60
  長谷川 雄大 (札幌新川)
  森元 祥平 (札幌北) 165

5
   嶌野 帝我 (札幌北陵) 61
   萩原 大智 (恵庭北) 263
   宮下 航太 (札幌南) 62
   加藤 龍正 (札幌琴似工業) 6
   上木 拓 (札幌開成) 166

   東浦 創 (札幌藻岩) 63
   金房 駿 (札幌西陵) 218

   阪田 理来 (札幌工業) 64
   佐藤 宏紀 (恵庭北) 167
   戸井 祐希 (札幌南陵) 65
   関根 翔 (札幌龍谷) 244

   岡橋 勇人 (北星大学附属) 66
   吉野 聖人 (札幌月寒) 168
   宮田 航大 (札幌あすかぜ) 67
   嶋口 翔斗 (江別) 219
   垂水 竜之介 (札幌稲雲) 68
   難波 圭輔 (石狩翔陽) 169
   飯田 翔平 (札幌旭丘) 69
   中村 仁樹 (札幌啓成) 257
   藪 雅喜 (石狩南) 70
   山口 翔平 (江別) 170
   進藤 大虎 (札幌藻岩) 71
   坪田 眞初 (札幌北) 220
   藤田 諒真 (北海) 72
   南部 悠生 (札幌平岡) 171
   濱松 亘介 (札幌工業) 73
   山末 和斗 (札幌厚別)
   鎌仲 翔也 (札幌丘珠) 245

74
   藤井 将輝 (札幌光星) 172
   黒田 継人 (札幌旭丘) 75
   鈴木 章友 (札幌南陵)
   中川 良樹 (千歳北陽) 221

76
   髙橋 啓人 (札幌山の手)
   鈴木 航弥 (立命館慶祥) 173

7
   黒田 優人 (札幌白陵) 77
   小田 昇 (札幌英藍)
   高山 頌平 (北海) 78
   明坂 大地 (千歳北陽) 8



   難波 勇人 (札幌丘珠) 174

   加藤 新之介 (札幌あすかぜ) 79
   佐藤 優哉 (札幌月寒) 222

   山下 稜人 (札幌開成) 80
   浅野 大誠 (札幌光星) 175
   後藤 侑作 (札幌平岸) 81
   武内 湧太 (札幌平岡) 246

   越智 裕太 (札幌工業) 82
   小沢 健太郎 (江別) 176
   松岡 太一 (札幌藻岩) 83
   大西 丈夫 (札幌白陵) 223
   赤松 悠太 (札幌西陵) 84
   青田 理玖 (札幌旭丘) 177
   德永 康太 (恵庭北) 85
   細谷 寛海 (当別) 258

   船木 輝人 (札幌北陵) 86
   石田 和希 (札幌南陵) 178
   泉山 渉 (札幌東) 87
   岩下 拓磨 (札幌稲雲) 224
   馬場 柊弥 (札幌藻岩) 88
   山西 陽々輝 (石狩翔陽) 179
   小澤 辰哉 (札幌琴似工業) 89
   田畑 翔太郎 (札幌平岡) 247
   糸尾 直記 (札幌大谷) 90
   川岸 哲也 (札幌藻岩) 180
   小山 琳 (立命館慶祥) 91
   長井 陸 (札幌南) 225
   佐伯 幸太朗 (恵庭北) 92
   石井 洸太 (札幌真栄) 181
   樫原 祐希 (石狩南) 93
   岡本 将暉 (札幌白石) 264
   古谷 優太 (札幌西陵) 94
   髙橋 大輔 (札幌新川) 9
   伊藤 大翔 (札幌旭丘) 182

   福田 悠 (立命館慶祥) 95
   加藤 主浩 (札幌月寒) 226

   満山 竜大 (札幌あすかぜ) 96
   中村 仁 (札幌厚別) 183
   髙瀨 雅也 (野幌) 97
   石川 凌 (江別) 248

   阿部 雄平 (札幌山の手) 98
   中村 亮太 (札幌南陵) 184
   澤田 圭吾 (札幌北) 99
   目黒 大貴 (恵庭北) 227
   原田 龍之介 (札幌藻岩) 100
   細川 龍聖 (札幌龍谷) 185
   横井 雄介 (札幌平岸) 101
   海老名 俊 (札幌開成) 259
   鈴木 魁人 (札幌琴似工業) 102
   土井 祐太 (江別) 186
   吉谷 友佑 (札幌旭丘) 103
   鈴木 柊平 (札幌工業) 228
   松原 宏太 (札幌清田) 104
   中村 洋稀 (石狩南) 187
   平譯 允人 (札幌藻岩) 105
   宍戸 樹 (札幌平岸)
   今野 尚輝 (札幌東陵) 249

106
   岩本 大地 (札幌光星) 188
   青木 京平 (千歳北陽) 107
   宮本 佳紀 (北海道科学大学)

   成田 瑞基 (札幌南) 229
108

   本田 桃己 (札幌平岡)
   坂上 龍之介 (札幌南陵) 189

10
   山田 匠太 (北星大学附属) 109
   日和 達哉 (札幌手稲)
   山下 義隆 (札幌稲雲) 110
   西山 昂希 (札幌東豊) 11
   鎌田 らい (石狩翔陽) 190

   境田 拓郎 (北星大学附属) 111
   角井 悠人 (北海学園札幌) 230



   角井 悠人 (北海学園札幌)

   庭山 紘 (札幌手稲) 112
   髙橋 洸貴 (当別) 191
   奥田 丈瑠 (札幌あすかぜ) 113
   立花 和寛 (札幌新川) 250

   森脇 樂 (立命館慶祥) 114
   狩野 優斗 (札幌南陵) 192
   垣内 優亮 (札幌南) 115
   大畑 翔哉 (札幌西陵) 231
   梁川 拓未 (札幌工業) 116
   深谷 優星 (札幌藻岩) 193
   森田 愛生 (江別) 117
   土井 健生 (札幌月寒) 260
   木島 吏基 (札幌北) 118
   鈴木 皓大 (札幌平岡) 194
   青山 琢哉 (札幌あすかぜ) 119
   槌本 侑平 (札幌旭丘) 232
   西島 雅也 (北広島西) 120
   松本 僚真 (石狩南) 195
   田原 那音 (恵庭北) 121
   吉川 卓図 (東海大札幌)
   今井 敦都 (札幌開成) 251

122
   辻 峻平 (江別) 196
   杉下 巧季 (札幌平岸) 123
   小池 由伍 (北海)
   今野 魁人 (札幌琴似工業) 233

124
   佐藤 慧一 (千歳北陽)
   水口 幸樹 (札幌光星) 197

12
   橋本 翔也 (札幌厚別) 125
   牧野 大矢 (札幌藻岩) 265
   小倉 祐輝 (札幌あすかぜ) 126
   山本 尚毅 (札幌清田) 198
   畑山 竜雅 (札幌藻岩) 127
   木村 啓吾 (石狩南) 234
   細野 孝世 (札幌英藍) 128
   大町 勇太 (札幌琴似工業) 199
   川瀬 翔威 (恵庭北) 129
   佐久間 翔也 (北海道科学大学) 252
   坂田 尚斗 (札幌白陵) 130
   小林 舜 (札幌工業) 200
   伊豆 拓未 (札幌南) 131
   中瀬 康汰 (札幌国際情報) 235
   本田 和己 (札幌手稲) 132
   日出 昌汰 (札幌厚別) 201
   平野 海都 (江別) 133
   永野 凜太郎 (札幌西)
   和泉 湧士 (札幌光星) 261

134
   道下 涼 (札幌旭丘) 202
   後藤 大樹 (札幌藻岩) 135
   廣尾 太一 (札幌啓成) 236
   村上 誠明 (札幌稲雲) 136
   小林 健人 (札幌月寒) 203
   吉野 耕平 (札幌北) 137
   内田 健太 (札幌東陵)
   関口 澄 (千歳) 253

138
   谷口 剛資 (札幌藻岩) 204
   塚田 惇 (立命館慶祥) 139
   石岡 誉登 (札幌平岡)
   宮越 拓也 (札幌平岸) 237

140
   徳佐 凌 (札幌南陵)
   坂本 堅太 (札幌日大) 205

13
   小針 翔也 (札幌大谷) 141
   田中 佑 (札幌第一)
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 坂井 まなみ (とわの森三愛) 26
 片山 日和 (北海道科学大学) 1
 戸田 夏歩 (札幌南) 154

 堀内 万有実 (札幌藻岩) 27
 浄土 陽菜 (札幌東) 218

 桑山 流歌 (札幌あすかぜ) 28
 伊藤 汐利 (北広島) 155
 小沼 郁美 (千歳) 29
 小西 柚季 (札幌開成) 250

  朝野 鈴以 (当別) 30
  尾川 あすみ (札幌旭丘) 156
  奥　愛未 (札幌大谷) 31
  中川 桃華 (札幌東商業) 219
  吉永 萌香 (札幌第一) 32
  金田 怜子 (札幌国際情報) 157
  植田 祐衣 (札幌稲雲) 33
  大橋 和花 (札幌厚別) 266
  青木 志帆 (立命館慶祥) 34
  林 環実 (札幌藻岩) 2
  志村 春花 (札幌丘珠) 158

  鈴木 萌花 (札幌北陵) 35
  平山 美沙季 (札幌平岡) 220

  竹内 かなみ (札幌月寒) 36
  水野 花彩 (石狩南) 159
  山村 梨紗 (札幌東陵) 37
  松本 愛結 (札幌創成) 251
  髙橋 亜実 (札幌藻岩) 38
  岡 花音 (札幌南陵) 160
  中村 紗矢香 (札幌東) 39
  筒井 遥香 (札幌白石)

  蛭田 真子 (札幌手稲) 221
40

  吉田 珠琉 (札幌日大)

  瓜 はるか (札幌旭丘) 161
3

  北川 優花 (札幌新川) 41
  藤田 まどか (北海学園札幌) 274
  藤﨑 日和 (札幌英藍) 42
  力久 美月 (札幌北陵) 4
  門脇 ともか (北星大学附属) 162

  西田 愛美 (札幌藻岩) 43
  金子 遥香 (北広島) 222

  松永 あいか (札幌清田) 44
  石川 夢 (石狩南) 163
  馬場 愛音 (札幌西陵) 45
  高橋 佑奈 (札幌平岡) 252
  古川 結衣 (東海大札幌) 46
  中山 望 (札幌東豊) 164
  長谷川 萌楓 (札幌国際情報) 47
  佐藤 里香 (大麻)

  佐藤 未央 (北海) 223
48

  岡本 明日香 (札幌北)

  神 果那 (札幌旭丘) 165
5

  柴田 樹理 (札幌東) 49
  千葉 美都理 (札幌西) 267
  瀧本 知紗 (札幌東) 50
  邊見 らな (札幌藻岩) 6
  山田 歩李 (札幌大谷) 166

  板林 玲奈 (北広島) 51
  山口 希実 (江別) 224

  新屋 咲歩 (石狩翔陽) 52
  瀧澤 葵 (札幌平岡) 167
  千葉 眞理 (藤女子) 53
  山田 亜林 (札幌龍谷) 253
  四戸 綾乃 (札幌新川) 54
  山本 有紗 (札幌東商業) 168
  石田 弥生 (北海学園札幌) 55
  北川 華子 (札幌手稲)

  大山 倫菜 (札幌啓成) 225
56

  早坂 絢音 (札幌旭丘)

  山本 明日香 (札幌あすかぜ) 169
7

  川原 夕佳 (千歳北陽) 57
  中岡 留那 (恵庭北)



  大塩 佳奈 (北星学園女子) 58
  藤田 萌 (東海大札幌) 8
  稲村 圭香 (札幌第一) 170

  後藤 遥香 (札幌新川) 59
  堀田 和奏 (札幌藻岩) 226

  大柳 花 (北海学園札幌) 60
  松浦 あみ (札幌西陵) 171
  阿部 桃佳 (札幌東商業) 61
  渡部 真子 (札幌北) 254

  前川原 もえ (札幌南陵) 62
  川原 瑞希 (札幌北陵) 172
  篠原 唯 (札幌手稲) 63
  塩入 実夢 (藤女子) 227
  坂本 晴菜 (札幌国際情報) 64
  戸塚 未咲 (札幌西) 173
  可野 佑菜 (札幌旭丘) 65
  片倉 星花 (札幌山の手) 268
  三ツ谷 果歩 (札幌清田) 66
  三ツ木 鴻佳 (札幌南) 9
  鈴木 眞菜 (札幌平岡) 174

  天野 凪紗 (江別) 67
  小西 莉緒 (石狩南) 228

  田中 詩暖 (札幌厚別) 68
  三品 流奈 (札幌旭丘) 175
  奧田 瑠莉 (札幌啓成) 69
  松﨑 寧々 (恵庭南) 255
  新田 栞 (札幌開成) 70
  氏家 麗奈 (札幌東) 176
   長谷川 涼夏 (札幌丘珠) 71
   奥村 莉緒 (北海)

   坂下 香子 (札幌月寒) 229
72

   鹿野 真里菜 (札幌藻岩)

   山内 星奈 (札幌東陵) 177
10

   小野 鈴夏 (北星大学附属) 73
   本間 紗弥 (北広島) 275
   笠原 海里 (石狩南) 74
   貴俵 さやか (札幌手稲) 11
   秋山 茉悠 (札幌清田) 178

   伊沢 はるか (北広島) 75
   松本 羽海 (札幌大谷) 230

   榮村 友梨奈 (札幌東商業) 76
   羽山 心袈 (札幌工業) 179
   増川 ひなの (札幌平岡) 77
   大谷 愛華 (札幌あすかぜ) 256
   原田 莉子 (札幌日大) 78
   白井 桃香 (北星大学附属) 180
   奥村 亜美 (大麻) 79
   三浦 楓 (札幌新川)

   村上 莉歩 (札幌旭丘) 231
80

   朝夷 七海 (札幌藻岩)

   飯島 古都 (千歳北陽) 181
12

   稲村 文香 (札幌東) 81
   常本 萌々花 (札幌北) 269
   藤澤 果穂 (北広島西) 82
   小野 晴香 (札幌藻岩) 182
   本家 陽菜 (札幌東) 83
   吉野 七海 (札幌創成) 232
   藤井 衿香 (札幌龍谷) 84
   大杉 和奏 (北海学園札幌) 183
   齋藤 理称 (江別) 85
   湯浅 怜実 (北海道科学大学)

   髙嶋 いぶき (札幌手稲) 257
86

   金谷 愛加 (札幌稲雲) 184
   宮川 奈々 (札幌東商業) 87
   竹田 青空 (札幌白石)

   佐渡 紗椰香 (札幌啓成) 233
88

   木村 七海 (札幌北陵)

   田口 未菜 (札幌南陵) 185
13

   吉井 菜々子 (札幌平岡) 89
   奥山 美香 (北海)



   佐々木 桃佳 (札幌東商業) 90
   樋浦 七奈 (藤女子) 14
   佐藤 葵 (北広島西) 186

   宮川 琴未 (札幌北陵) 91
   渡邊 玲央菜 (札幌あすかぜ) 234

   佐久間 はづき (札幌開成) 92
   石手洗 椿 (札幌旭丘) 187
   平井 花奈 (北広島) 93
   笹谷 あかり (札幌新川) 258

   太田 千尋 (札幌東豊) 94
   宮本 万桜 (札幌藻岩) 188
   石田 咲 (札幌大谷) 95
   金盛 未花 (札幌平岡) 235
   鈴木 歩乃香 (北海学園札幌) 96
   齋藤 琴美 (石狩南) 189
   武田 千早 (札幌南) 97
   髙島 由衣 (石狩翔陽) 270
   永澤 佳奈 (千歳) 98
   西 結子 (札幌手稲) 15
   小野 亜香梨 (北星学園女子) 190

   佐藤 百夏 (札幌東陵) 99
   長崎 若奈 (札幌平岡) 236

   濱口 佳奈 (札幌清田) 100
   木戸 優菜 (北広島) 191
   宮崎 ひとみ (札幌日大) 101
   金谷 楓子 (札幌第一) 259
   小木曽 紗也 (札幌南陵) 102
   木村 華純 (札幌東) 192
   大坪 沙綾 (札幌白石) 103
   森田 麻友 (石狩南)

   辻 颯月 (札幌北) 237
104

   戸塚 唯那 (札幌藻岩)

   石井 乃愛 (札幌稲雲) 193
16

   橋本 佳苗 (札幌旭丘) 105
   得能 千惠 (江別) 276
   下鳥 伶奈 (札幌西陵) 106
   先川 ちひろ (札幌東) 17
   本間 裕香 (札幌厚別) 194

   脊戸 菜摘 (札幌藻岩) 107
   菊池 里奈 (北海学園札幌) 238

   武田 ほのか (札幌東商業) 108
   勝見 久梨音 (札幌丘珠) 195
   本間 美沙 (江別) 109
   佐々木 日菜 (北星大学附属) 260
   徳差 佑香 (札幌大谷) 110
   駒木 りも (札幌旭丘) 196
   中里 百花 (石狩南) 111
   佐々木 愛実 (札幌龍谷)

   佐竹 芽依 (札幌平岡) 239
112

   小林 理花 (札幌西)

   瀧澤 華子 (北海) 197
18

   神山 瑠希 (札幌開成) 113
   細川 鈴奈 (札幌手稲) 271
   寺島 彩紗 (札幌月寒) 114
   播磨 菜摘 (札幌旭丘) 198
   西川 友貴 (札幌清田) 115
   榊原 理央 (札幌啓成) 240
   寺岡 真央 (札幌東商業) 116
   岩本 美南 (札幌手稲) 199
   澤井 優李 (札幌東) 117
   小林 萌果 (とわの森三愛)

   米津 彩加 (立命館慶祥) 261
118

   佐藤 凜 (札幌藻岩) 200
   宮森 二千佳 (札幌創成) 119
   原田 萌花 (北広島)

   千葉 絢音 (札幌国際情報) 241
120

   村上 桃 (千歳北陽)

   滝澤 奏音 (恵庭南) 201
19

   岡元 綾乃 (当別) 121
   漆原 理乃 (大麻)



   佐藤 晴夏 (札幌国際情報) 122
   廣川 ももか (北星大学附属) 20
   近藤 唯 (札幌月寒) 202

   和手 美樹 (札幌創成) 123
   宮本 寧々 (札幌北陵) 242

   大吉 明里 (札幌開成) 124
   谷岡 春佳 (札幌平岡) 203
   德能 一惠 (札幌南陵) 125
   鎌田 ひかり (札幌手稲) 262

   滝谷 唯夏 (北海) 126
   廣田 あい (札幌藻岩) 204
   渡部 由梨枝 (東海大札幌) 127
   朝倉 真美 (北海学園札幌) 243
   大山 未琴 (札幌東商業) 128
   橋本 夏弥 (札幌あすかぜ) 205
   益野 日乃美 (札幌北) 129
   上野 実歩 (札幌旭丘) 272
   吉田 沙恕 (札幌白石) 130
   山川 莉奈 (藤女子) 21
   岡本 珠衣 (北広島) 206

   鈴木 陽菜子 (札幌大谷) 131
   吉澤 莉帆 (石狩南) 244

   出口 雪音 (札幌清田) 132
   木村 日菜子 (札幌藻岩) 207
   中川 陽美 (札幌東) 133
   天間 優花 (札幌南) 263
   三田 花恋 (千歳北陽) 134
   廣瀨 祐菜 (札幌厚別) 208
   加藤 雅菜 (札幌平岡) 135
   佐藤 真李恵 (札幌新川)

   前田 奏咲 (札幌旭丘) 245
136

   吉野 瑞姫 (札幌西陵)

   小島 琴那 (札幌東陵) 209
22

   久保田 佳奈 (札幌藻岩) 137
   河合 純奈 (札幌啓成) 277
   成田 実歩 (札幌北陵) 138
   三浦 笑佳 (札幌東) 23
   増田 結花 (江別) 210

   松本 璃沙 (札幌藻岩) 139
   當摩 彩香 (恵庭南) 246

   奥山 優奈 (北広島) 140
   水島 彩花 (札幌北) 211
   須古 夏美 (札幌西陵) 141
   齋藤 寧々 (札幌稲雲) 264
   中村 梨奈 (札幌東陵) 142
   金子 冴希 (札幌西) 212
   宮崎 茅奈 (札幌東商業) 143
   正治 朱音 (北星大学附属)

   新谷 さくら (札幌旭丘) 247
144

   榎本 胡桃 (立命館慶祥)

   鈴木 悠加 (北海) 213
24

   井上 鈴香 (札幌清田) 145
   川上 紗也奈 (札幌新川) 273
   佐藤 優香 (札幌丘珠) 146
   長岡 まりあ (札幌東) 214
   大塚 菜月 (北海道科学大学) 147
   増井 妃 (札幌手稲) 248
   横屋敷 有奈 (札幌南陵) 148
   杉本 菜々子 (石狩南) 215
   田代 みう (札幌藻岩) 149
   髙橋 真慧 (藤女子)

   多田 美晴 (大麻) 265
150

   高松 由梨奈 (札幌日大) 216
   髙田 奈緒 (札幌啓成) 151
   濱田 愛梨 (札幌平岡)

   野々村 あいり (札幌白石) 249
152

   藤野 花帆 (北海学園札幌)

   千葉 理乃 (札幌大谷) 217
25

   楢山 琉佳 (札幌東豊) 153
   名越 みや美 (札幌龍谷)


