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288 白井 莉菜 シライ　リナ 兵庫県 81 利根川 太郎 トネガワ タロウ 愛知県 131 フランコリーニ ラルフ フランコリーニ ラルフ 新潟県 338 中村 真由 ナカムラ マユ 北海道

289 市橋 優音 イチハシ ユノン 北海道 82 岡島 郁真 オカジマ イクマ 北海道 132 斉藤 主門 サイトウ シュモン 北海道 339 小山 桃佳 コヤマ モモカ 北海道

290 横山 心乃 ヨコヤマ ココノ 北海道 83 佐藤 優虎 サトウ ユウキ 北海道 133 大江 隼人 オオエ ハヤト 北海道 340 奈須川 瑞希 ナスカワ ミズキ 北海道

291 加藤 璃子 カトウ リコ 北海道 84 武田 信之介 タケダ シンノスケ 北海道 134 米谷 一希 ヨネヤ カズキ 北海道 341 山宮 永遠 ヤマミヤ トワ 長野県

292 紫藤 萌 シドウ モエ 北海道 85 石原 悠都 イシハラ ユウト 東京都 135 内海 晃太朗 ウチミ コウタロウ 北海道 342 浜下 玲音 ハマシタ レノ 北海道

293 八木 志友 ヤギ シユウ 北海道 86 楠野 修生 クスノ シュウ 北海道 136 秋田 瑛祐 アキタ エイスケ 北海道 343 林 鞠百 ハヤシ マリモ 愛知県

294 伊村 乃映 イムラ ノエ 北海道 87 田口 颯太朗 タグチ ソウタロウ 北海道 137 卜部 介生 ウラベ カイセイ 北海道 344 神谷 萌 カミヤ モエ 北海道

295 山森 星空 ヤマモリ セイラ 北海道 88 松島 大三郎 マツシマ ダイサブロウ 北海道 138 寺下 輝楽 テラシタ カグラ 北海道 345 鈴木 梨央 スズキ リオ 北海道

296 杉野 杏奈 スギノ アンナ 北海道 89 竹岡 稜晟 タケオカ リョウセイ 北海道 139 平山 佳輝 ヒラヤマ ヨシキ 北海道 346 石栗 沙貴 イシクリ サキ 北海道

297 藤田 華那 フジタ ハナ 北海道 90 三嶋 理輝 ミシマ リキ 北海道 140 西尾　 嘉人 ニシオ ヒロト 愛知県 347 福原 加那 フクハラ カナ 北海道

298 上野 茉莉 ウエノ マツリ 北海道 91 国分 龍之介 コクブ リュウノスケ 北海道 141 飯田 望結 イイダ ノゾム 北海道 348 西野 京香 ニシノ キョウカ 北海道

299 渡辺 乃音 ワタナベ ノン 北海道 92 坂井 優弥 サカイ ユウヤ 北海道 142 宍戸 端 シシド ハジメ 北海道 349 伊藤 史織 イトウ シオリ 愛知県

300 佐藤 まどか サトウ マドカ 北海道 93 鶴田 岳也 ツルタ ガクヤ 北海道 143 真田 大雅 サナダ タイガ 北海道 350 秋元 日菜子 アキモト ヒナコ 北海道

301 田中 咲羽 タナカ シュウ 北海道 94 穴手 秀一 アナテ シュウイチ 島根県 144 成澤 昂輝 ナルサワ コウキ 埼玉県 351 清野 夏汀 セイノ ナギサ 山形県

302 大野 蒼依 オオノ アオイ 北海道 95 竹内 真平 タケウチ シンペイ 北海道 145 伊田 竜也 イダ タツヤ 北海道 352 村木 亜佑夏 ムラキ アユカ 北海道

303 高野 由菜 タカノ ユナ 北海道 96 冨岡 優作 トミオカ ユウサク 北海道 146 野尻 大斗 ノジリ ダイト 北海道 353 撫養 いづみ ムヤ イヅミ 北海道

304 中嶋 理央 ナカジマ リオ 北海道 97 高橋 栄昇 タカハシ エイショウ 北海道 147 皆口 将大 ミナグチ マサヒロ 北海道 354 稲木 理紗 イナギ リサ 北海道

305 岩木 友香 イワキ トモカ 北海道 98 秋田 侑磨 アキタ ユウマ 北海道 148 小谷 悠斗 コタニ ユウト 北海道 355 木村 彩香 キムラ アヤカ 北海道

306 難波 歩那 ナンバ アユナ 北海道 99 細野 湧眞 ホソノ ユウマ 北海道 149 古江 昂太 フルエ コウタ 北海道 356 齋藤 くる美 サイトウ クルミ 神奈川県

307 湯淺 星那 ユアサ セナ 北海道 100 中村 亮太 ナカムラ リョウタ 北海道 150 合田 圭一郎 ゴウダ ケイイチロウ 岡山県 357 沼田 七海 ヌマタ ナナミ 北海道

308 鈴木 莉那 スズキ リナ 北海道 101 笹岡 凌匠 ササオカ リク 北海道 151 山野 志遠 ヤマノ シオン 北海道 358 佐藤 深央 サトウ ミオ 北海道

309 伊藤 綾香 イトウ アヤカ 北海道 102 本田 大和 ホンダ ヤマト 北海道 152 吉田 悠人 ヨシダ ユウト 北海道 359 小田島 ゆう オダジマ ユウ 北海道

310 高谷 歩未 タカヤ アユミ 北海道 103 大寺 浩平 オオテラ コウヘイ 北海道 153 和田 英真 ワダ エイマ 北海道 360 高橋 真帆 タカハシ マホ 北海道

311 竹内 萌華 タケウチ モモカ 北海道 104 石岡 凜太郎 イシオカ リンタロウ 北海道 154 稲原 永久 イナハラ トワ 北海道 361 小林 ゆうな コバヤシ ユウナ 北海道

312 永原 希夏 ナガハラ キナツ 北海道 105 進藤 雄太 シンドウ ユウタ 北海道 155 井上 硫孔 イノウエ リュウコウ 北海道 362 寺田 琴音 テラダ コトネ 愛知県

313 岡 樹香 オカ コノカ 北海道 106 原田 碧人 ハラダ アオト 北海道 156 浅村 蒼太 アサムラ ソウタ 北海道 363 林 桃加 ハヤシ モモカ 北海道

314 長沼 栞 ナガヌマ シヲリ 北海道 107 野川 爽良 ノガワ ソラ 愛知県 157 佐藤 昂太朗 サトウ コウタロウ 北海道 364 高野 愛 タカノ マナ 北海道

315 細野 和花菜 ホソノ ワカナ 北海道 108 永渕 太雄 ナガブチ チタカオ 北海道 158 佐藤 慶英 サトウ ヨシヒラ 北海道 365 宮本 佑紀奈 ミヤモト ユキナ 北海道

316 福田 仁美 フクダ ヒトミ 兵庫県 109 瀨戸 優基 セト ユウキ 北海道 159 東谷 匠 ヒガシヤ タクミ 北海道 332 山本 朱璃 ヤマモト シュリ 北海道

317 田林 紗來 タバヤシ サラ 北海道 110 茅野 洋平 カヤノ ヨウヘイ 北海道 160 金田 龍河 カネダ リョウガ 山形県 333 木村 夏海 キムラ ナミ 岩手県

318 辻 小春 ツジ コハル 北海道 111 筆谷 太晴 フデタニ ヒロハル 北海道 161 宍戸 竣 シシド シュウ 北海道 334 杉本 ゆりな スギモト ユリナ 北海道

319 中野 世愛 ナカノ セナ 北海道 112 出口 達稀 デグチ タツキ 北海道 162 宇佐美 巧 ウサミ タクミ 岐阜県 335 橋本 梨世 ハシモト リセ 北海道

320 前田 愛依 マエダ メイ 北海道 113 鷲津 凱 ワシヅ カイ 北海道 163 千葉 大輔 チバ ダイスケ 北海道 336 佐藤 美悠 サトウ ミユ 北海道

321 松永 栞奈 マツナガ カンナ 北海道 114 吉田 圭吾 ヨシダ ケイゴ 北海道 164 福澤 拓紀 フクザワ ヒロキ 北海道 337 細谷 夏奈 ホソヤ カナ 秋田県

322 丹羽 さくら ニワ サクラ 北海道 115 野澤 瑠 ノザワ リュウ 北海道 165 原田 侑駿 ハラダ ユウマ 北海道

323 三浦 百加 ミウラ モモカ 北海道 116 木村 琉唯人 キムラ ルイト 北海道 166 守 環多 モリ カンタ 北海道

324 黒川  心花来 クロカワ コハク 北海道 117 稲垣 岳志 イナガキ タケシ 愛知県 167 山口 わと ヤマグチ ワト 埼玉県

325 西村 志帆 ニシムラ シホ 北海道 118 堀尾 英由 ホリオ ヒデヨシ 北海道 168 平井 大輝 ヒライ ダイキ 北海道

326 119 半澤 琢磨 ハンザワ タクマ 北海道 169 水野 優希 ミズノ ユウキ 北海道

327 斉藤 凜華 サイトウ リンカ 北海道 120 藤池 竜空 フジイケ リク 北海道 170 杉本 空 スギモト ソラ 北海道

328 関口 愛摘実 セキグチ アヅミ 北海道 121 齋藤 優輝 サイトウ ヒロキ 新潟県

329 菅原 さくら スガワラ サクラ 北海道 122 原田 清暁 ハラダ キヨアキ 北海道

330 小宮 礼乃 コミヤ アヤノ 滋賀県 123 山下 楓真 ヤマシタ フウマ 北海道

124 百瀬 雄信 モモセ ユウジン 北海道

125 青山 馨 アオヤマ カオル 北海道

126 北村 元 キタムラ ハジメ 北海道

127 太田 眞輝 オオタ シンキ 北海道

128 伊藤 颯泰 イトウ ソウタ 北海道

129 安田 惟月 ヤスダ イツキ 北海道

130 HAN SAN ハン サン 韓国

中学生女子　小回り（整地）／エリートコース　　５班 中学生男子　　小回り（整地）／エリートコース　　２班　 中学生男子　　小回り（整地）／エリートコース　　２班 高校生女子　小回り（整地）／エリートコース　　６班
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184 比留間 幹太 ヒルマ カンタ 北海道 259 生川 由依 イカワ ユイ 北海道 31 田中 謙佑 タナカ ケンスケ 北海道 2 武岡 徳空 タケオカ トク 北海道
185 大村 崚馬 オオムラ リョウマ 愛知県 260 國分 咲楽砂 コクブ サラサ 北海道 32 横道 漸 ヨコミチ ゼン 北海道 3 田林 拓磨 タバヤシ タクマ 北海道
186 井上 怜信 イノウエ レイシン 北海道 261 丸瀬 愛莉 マルセ アイリ 北海道 33 渡辺 暁之 ワタナベ アキユキ 北海道 4 冨山 恵翔 トミヤマ ケイト 新潟県
187 渡邉 琉生 ワタナベ リュウキ 愛知県 262 筆谷 友香 フデタニ ユカ 北海道 34 阿部 洸希 アベ コウキ 茨城県 5 山田 雄斗 ヤマダ ユウト 北海道
188 岡島 和輝 オカジマ カズキ 愛知県 263 宮沢 日花里 ミヤザワ ヒカリ 北海道 35 中西 岳 ナカニシ ガク 北海道 6 梶原 晟勢 カジワラ セイ 北海道
189 佐藤 水泰 サトウ ミヨシ 北海道 264 佐藤 菜七子 サトウ ナナコ 北海道 36 平山 慶悟 ヒラヤマ ケイゴ 北海道 7 太田 康乃 オオタ コウダイ 北海道
190 佐藤 領峰 サトウ レオ 山形県 265 高井 優奈 タカイ ユウナ 北海道 37 佐藤 琉稀 サトウ リュウキ 北海道 8 吉井 海都 ヨシイ カイト 北海道
191 平岩 宏基 ヒライワ ヒロキ 愛知県 266 佐々木 千嘉 ササキ チヒロ 北海道 38 名取 遼馬 ナトリ リョウマ 東京都 9 中村 颯太 ナカムラ ソウタ 北海道
192 藤原 哲那 フジワラ テツナ 北海道 267 小寺 煌 コテラ キラリ 東京都 39 鈴木 瑛太 スズキ エイタ 北海道 10 荒川 煉武 アラカワ レン 北海道
193 稲生 大輝 イノウ ダイキ 愛知県 268 原田 碧惟 ハラダ アオイ 北海道 40 嶋 煌晟 シマ コウセイ 北海道 11 楠野 将生 クスノ ショウ 北海道

194 金森 優輝 カナモリ ユウキ 愛知県 269 七尾 日和 ナナオ ヒヨリ 北海道 41 下田 航世 シモダ コウセ 北海道 12 穴手 啓太 アナテ ケイタ 島根県
195 小座間 考浩 オザマ タカヒロ 長野県 270 七尾 和花 ナナオ ノドカ 北海道 42 伊藤 優希 イトウ ユウキ 北海道 13 飯田 理月 イイダ リツキ 兵庫県
196 吉田 匠 ヨシダ タクミ 北海道 271 東谷 愛莉紗 ヒガシヤ アリサ 北海道 43 熊谷 拓真 クマガイ タクマ 北海道 14 光島 知佑輝 コウシマ チユキ 北海道
197 豊田 隆馬 トヨダ リョウマ 愛知県 272 江上 知里 エガミ チサト 佐賀県 44 林 耕太郎 ハヤシ コウタロウ 北海道 15 清水 俊英 シミズ シュンエイ 東京都
198 又地 史也 マタチ フミヤ 北海道 273 星野 蕾香 ホシノ ライカ 北海道 45 村岡 佑飛 ムラオカ ユウト 北海道 16 和田 真捺仁 ワダ マナト 北海道
199 横山　 省悟 ヨコヤマ ショウゴ 北海道 274 佐藤 はるか サトウ ハルカ 北海道 46 佐藤 桧 サトウ ヒノキ 北海道 17 才川 翔真 サイカワ ショウマ 北海道
200 三笠　楓 ミカサ　カエデ 長野県 275 佐藤 未海 サトウ ミミ 北海道 47 伊藤 聡利 イトウ アキト 北海道 18 加賀 真一 カガ シンイチ 北海道
201 宍戸 颯 シシド ハヤテ 北海道 276 阿久津 由芽 アクツ ユメ 栃木県 48 大西 里樹 オオニシ リキ 北海道 19 大滝 誠名 オオタキ セナ 北海道
202 清水 速人 シミズ ハヤト 北海道 277 原田 清優 ハラダ サユ 北海道 49 笠井 達矢 カサイ タツヤ 長野県 20 筒井   聖遥 ツツイ ショウヨウ 北海道
203 田口 顕明 タグチ ケンミョウ 和歌山県 278 園生 美柑 ソノウ ミカン 北海道 50 LEE WOOHYEONG イ ウヒョン 韓国 21 菅野 利輝 カンノ リキ 北海道

204 中村 賢生 ナカムラ ケンセイ 北海道 279 鈴木 可生 スズキ カイ 北海道 51 北澤 透馬 キタザワ トウマ 北海道 22 半田 航大 ハンダ コウタ 北海道
205 西山 慈温 ニシヤマ シオン 北海道 280 松村 柊香 マツムラ シュウカ 北海道 52 JEON HOYOUNG ジョン ホヨン 韓国 23 鹿野 隆太 シカノ リュウタ 北海道
206 松島 壯二朗 マツシマ ソウジロウ 北海道 281 氏家 海音 ウジイエ ミオン 北海道 53 林 義剛 ハヤシ ヨシタケ 北海道 24 西尾 成司 ニシオ セイジ 埼玉県
207 増田 康太 マスダ コウタ 北海道 282 齊藤 彩乃 サイトウ アヤノ 北海道 54 向井 太一 ムカイ タイチ 北海道 25 伊與 健太 イヨ ケンタ 北海道
208 小岩 怜央 コイワ レオ 北海道 283 佐々木 美緒 ササキ ミオ 北海道 55 稲垣 伶音 イナガキ レオン 東京都 26 島田 紘輔 シマダ コウスケ 北海道
209 河田 陸男 カワダ リクオ 愛知県 284 野尻 桃羽 ノジリ トワ 北海道 56 鈴木 小太郎 スズキ コタロウ 北海道 27 藤田 脩平 フジタ シュウヘイ 北海道
210 井谷 朗 イタニ アキラ 北海道 285 南出 紗李 ミナミデ サリ 北海道 57 中村 悠真 ナカムラ ユウマ 神奈川県 28 瀬戸 樹 セト イツキ 北海道
211 笹岡 虹太 ササオカ コウタ 北海道 286 中村 梨乃 ナカムラ リノ 北海道 58 斉藤 里柊 サイトウ リシュウ 北海道 29 澤田 大和 サワダ ヤマト 北海道
212 佐々木 希 ササキ ノゾム 北海道 287 林 いのり ハヤシ イノリ 北海道 59 内田 大翔 ウチダ ヒロト 北海道 30 松井 颯之介 マツイ リュウノスケ 愛知県
213 小野 健 オノ タケル 北海道 241 坂井 美鈴 サカイ ミスズ 北海道 60 金当 明日登 カネトウ アルト 埼玉県

214 伊藤 大輝 イトウ ダイキ 北海道 242 相澤 花音 アイザワ カノン 北海道 61 飯田 大夢 イイダ ダイム 北海道
215 関口 穂高 セキグチ ホタカ 北海道 243 宇都宮 莉子 ウツノミヤ リコ 北海道 62 神田 森太郎 カンダ モリタロウ 北海道
216 米澤 由翔 ヨネザワ ユウト 北海道 244 畠山 結衣菜 ハタケヤマ ユイナ 北海道 63 佐々木 蒼介 ササキ ソウスケ 北海道
217 押川 蓮 オシカワ レン 北海道 245 伊藤 礼羅 イトウ レイラ 北海道 64 佐藤 直人 サトウ ナオト 北海道
218 渡部 悠大 ワタナベ ユウダイ 北海道 246 押川 心 オシカワ ココロ 北海道 65 宮浦 優太朗 ミヤウラ ユウタロウ 北海道
219 野澤 蓮 ノザワ レン 北海道 247 白井 椛樹 シライ　ルナ 兵庫県 66 押川 歩 オシカワ アユム 北海道
220 髙橋 慧流 タカハシ サトル 北海道 248 鹿野 利奈 シカノ リナ 北海道 67 松浦 太一 マツウラ タイチ 北海道
221 梅沢 弘 ウメザワ コウ 東京都 249 沢本 柚月 サワモト ユヅキ 北海道 68 土山 功世 ドヤマ コウセイ 北海道
222 後藤 健太 ゴトウ ケンタ 北海道 250 沢本 小春 サワモト コハル 北海道 69 松田 悠杜 マツダ ユウト 東京都
223 堤 律樹 ツツミ リツキ 北海道 251 三好 真桜 ミヨシ マオ 北海道 70 本多 葉月 ホンダ ハヅキ 北海道

224 関井 愛斗 セキイ マナト 北海道 252 千葉 瑠乃 チバ ルノ 北海道 71 奥谷 優太 オクタニ ユウタ 北海道
225 クロフォード 一樹 クロフォード カズキ 長野県 253 酒巻 優萌 サカマキ ユメ 北海道 72 華岡 脩樹 ハナオカ ハルキ 北海道
226 安達 悠人 アダチ ユウト 北海道 254 田口 海羽 タグチ ミウ 宮城県 73 伊藤 朗 イトウ アキラ 北海道
227 星川 周 ホシカワ シュウ 愛知県 255 JUNG SEONU ジョン ソンウ 韓国 74 中山 颯一朗 ナカヤマ ソウイチロウ 北海道
228 千葉 洸暢 チバ ヒロノブ 北海道 256 相馬 絢香 ソウマ アヤカ 青森県 75 小山内 陽人 オサナイ ハルト 北海道
229 水野 優翔 ミズノ ユウト 愛知県 257 SEO YEEBIN ソ イェビン 韓国 76 松村 大翔 マツムラ ヒロト 北海道
230 長崎 勇道 ナガサキ ユウト 北海道 258 福島 りの フクシマ リノ 北海道 77 長屋 壮 ナガヤ ソウ 北海道

173 佐々木 陽生 ササキ ヨウセイ 北海道 78 渡辺 一休 ワタナベ イッキュウ 北海道
174 岡島 唯杜 オカジマ ユイト 北海道 79 辻 唯人 ツジ ユイト 富山県
175 鈴木 貴大 スズキ タカヒロ 東京都 1 伊田 周平 イダ シュウヘイ 北海道

176 東 千遥 アズマ チハル 北海道
177 堀本  峻佑 ホリモト シュンスケ 北海道
178 中川 隆成 ナカガワ リュウセイ 北海道
179 保科 和希 ホシナ カズキ 長野県
180 谷田 将太 タニダ ショウタ 北海道
181 村木 優斗 ムラキ ユウト 新潟県
182 沼田 凌 ヌマタ リョウ 北海道
183 前山 舜 マエヤマ シュン 北海道

高校生男子　小回り（整地）／エリートコース　３班 小学生女子　小回り（整地）／エリートコース　４班 小学生男子　小回り（整地）／エリートコース　１班 小学生男子　小回り（整地）／エリートコース　１班


