
種別 予選小回り整地タイガー ３班
ﾋﾞﾌﾞ 氏名 かな 地区連 資格
129 増田 直貴 ますだ なおき 自衛隊 準指導員
130 堀本  峻佑 ほりもと しゅんすけ 札幌 1級
131 大竹 悠太 おおたけ ゆうた 上富良野 1級
132 松浦 美朗 まつうら よしろう 札幌 指導員
133 太田 裕二 おおた ゆうじ 十勝 テクニカル
134 福岡 義隆 ふくおか よしたか 石狩 準指導員
135 猪狩 寛治 いがり ひろはる 札幌 準指導員
136 薄井 浩生 うすい ひろき 小樽 1級
137 赤城 啓太 あかぎ けいた 北見市 1級
138 末武 大介 すえたけ だいすけ 伊達 クラウン
139 横山 雄一 よこやま ゆういち 登別 準指導員
140 藤原 哲那 ふじわら てつな 日高 クラウン
141 田丸 明史 たまる あきふみ 札幌 準指導員
142 大西 一宏 おおにし かずひろ 倶知安 指導員
143 上田 一哉 うえだ かずや 十勝 指導員
144 尾﨑 勇紀 おざき ゆうき 岩見沢 指導員
145 戸井 政貴 とい まさたか 自衛隊 準指導員
146 甫木 優介 ほぎ ゆうすけ 十勝 準指導員
147 中光 大輔 なかみつ だいすけ 札幌 1級
148 百瀬 純平 ももせ じゅんぺい 小樽 指導員
149 納谷 誠 なや まこと 札幌 1級
150 越後 竣介 えちご しゅんすけ ニセコ 準指導員
151 西山 慈温 にしやま しおん 札幌 クラウン
152 後藤 健太 ごとう けんた 美唄 テクニカル
153 飯塚 圭太 いいづか けいた 札幌 クラウン
154 北野 雄大 きたの ゆうだい 函館 1級
155 早坂 考史 はやさか たかし 自衛隊 テクニカル
156 澤田 幸紘 さわだ ゆきひろ 士別地方 指導員
157 谷川 亮太 たにかわ りょうた 北見市 指導員
158 安藤 廉平 あんどう れんぺい 小樽 1級
159 米澤 由翔 よねざわ ゆうと 十勝 クラウン
160 土橋 慶太 どばし けいた 函館 指導員
161 宍戸 颯 ししど はやて 高体連 クラウン
162 今野 雅浩 こんの まさひろ 札幌 指導員
163 後藤 勇樹 ごとう ゆうき 富良野 指導員
164 平山 夏樹 ひらやま なつき 函館 1級
165 平出 晋大 ひらいで のぶひろ 札幌 指導員
166 増井 正 ますい ただし 追分 1級
167 清水 速人 しみず はやと 北見市 テクニカル
168 諸我 俊 もろが しゅん 札幌 1級
169 山野井 全 やまのい ぜん 函館 準指導員
170 原 真人 はら まさと 旭川 指導員
171 阿武 啓太 あんの けいた 自衛隊 テクニカル
172 谷藤 光 たにふじ ひかる かもい岳 1級
173 鈴木 智大 すずき ともひろ 函館 指導員
174 木下 将仁 きのした まさひと 苫小牧 指導員
175 水戸 鴻太 みと こうた 自衛隊 クラウン
176 新井 遼 あらい りょう 旭川 指導員
177 小松 裕貴 こまつ ゆうき 札幌 準指導員
178 鈴木 洋祐 すずき ようすけ 自衛隊 指導員
179 大坂 俊太郎 おおさか しゅんたろう 函館 指導員
180 佐々木 彰斗 ささき あきと 士別地方 準指導員
181 川田 幹也 かわた みきや 十勝 1級
182 飯田 達朗 いいだ たつろう 札幌 1級
183 藤田 博紀 ふじた ひろき 岩見沢 テクニカル
184 野坂 真也 のさか しんや 富良野 指導員
185 斉藤 人之 さいとう ひとし 小樽 指導員
186 佐藤 慶之 さとう よしゆき 札幌 クラウン
187 冨田 哲 とみた てつ 小樽 準指導員
188 長崎 勇道 ながさき ゆうと 札幌 1級
189 鈴木 大智 すずき だいち 小樽 準指導員
190 山下 修平 やました しゅうへい 札幌 準指導員
191 又地 史也 またち ふみや 函館 クラウン



種別 予選小回り整地タイガー ２班
ﾋﾞﾌﾞ 氏名 かな 地区連 資格
86 吉田 一寿 よしだ かずひさ 札幌 準指導員
87 白藤 祐治 しらふじ ゆうじ 自衛隊 指導員
88 佐々木 剛 ささき つよし 登別 指導員
89 鈴木 翔 すずき つばさ 札幌 準指導員
90 古賀 貴理偉 こが きりい 北見市 準指導員
91 小岩 怜央 こいわ れお 札幌 テクニカル
92 山田 和稀 やまだ かずき 自衛隊 準指導員
93 小嶋 寿一 こじま としかず 登別 指導員
94 角田 明聡 つのだ あきとし 札幌 1級
95 永沼 秀都 ながぬま ひでと 石狩 テクニカル
96 三浦 仁 みうら ひとし ニセコ 指導員
97 臼杵 壮太 うすき そうた 自衛隊 準指導員
98 若林 つとむ わかばやし つとむ 石狩 テクニカル
99 井山 敬介 いやま けいすけ 石狩 指導員
100 川上 大雅 かわかみ たいが 仁木 準指導員
101 澤田 慶一 さわだ けいいち 倶知安 指導員
102 松田 洋征 まつだ ひろゆき 遠軽 準指導員
103 大西 将樹 おおにし まさき 羽幌 指導員
104 中島 慧 なかじま けい 札幌 1級
105 櫻井 風雅 さくらい ふうが 函館 テクニカル
106 高田 悠太郎 たかだ ゆうたろう 札幌 テクニカル
107 高橋 賢佑 たかはし けんすけ 石狩 クラウン
108 髙橋 慧流 たかはし さとる 高体連 クラウン
109 新井 悠 あらい ゆう 旭川 準指導員
110 林 隆帆 はやし りゅうほ 札幌 テクニカル
111 野家 卓也 のえ たくや 網走 指導員
112 佐藤 暁 さとう あきら 石狩 1級
113 佐藤 健太 さとう けんた 小平 テクニカル
114 比留間 幹太 ひるま かんた 十勝 クラウン
115 辻野 泰行 つじの やすゆき 自衛隊 準指導員
116 加藤 慧 かとう けい 札幌 1級
117 関口 穂高 せきぐち ほたか 高体連 テクニカル
118 松本 定博 まつもと さだひろ 旭川 指導員
119 加納 啓行 かのう ひろゆき 札幌 1級
120 高野 克成 たかの かつなり 小樽 1級
121 渡邊 拓真 わたなべ たくま 旭川 1級
122 吉和 遼太郎 よしわ りょうたろう 札幌 テクニカル
123 村松 誠 むらまつ まこと 自衛隊 準指導員
124 松原 潤 まつばら じゅん 稚内 指導員
125 吉田 勝大 よしだ まさひろ 札幌 指導員
126 安井 章博 やすい あきひろ 富良野 1級
127 daekeun kwak デークン クワック 倶知安 1級
128 西成 健太郎 にしなり けんたろう 札幌 準指導員
65 井上 怜信 いのうえ れいしん 登別 1級
66 北野 芳彦 きたの よしひこ 石狩 指導員
67 川田 紘嗣 かわた ひろし 十勝 準指導員
68 今泉 英明 いまいずみ ひであき 倶知安 指導員
69 関井 愛斗 せきい まなと 札幌 クラウン
70 野澤 蓮 のざわ れん 高体連 1級
71 関 隼太 せき はやた 自衛隊 指導員
72 Jeon Heunggoo ジョン フング 小樽 1級
73 藤内 隆弘 ふじうち たかひろ 十勝 指導員
74 高橋 宏旗 たかはし こうき 当別 1級
75 柳原 健人 やなぎはら けんと 小樽 1級
76 村形 恭平 むらかた きょうへい 札幌 1級
77 岡﨑 宜紀 おかざき よしき 石狩 クラウン
78 大野 雅史 おおの まさし 札幌 1級
79 割田 翔太 わりた しょうた 小樽 1級
80 水野 克己 みずの かつみ 北広島 クラウン
81 長瀬 泰智 ながせ たいち 札幌 準指導員
82 以西 隆一 いさい りゅういち 洞爺湖 指導員
83 武田 竜 たけだ りゅう 小樽 指導員
84 町田 隆宇 まちだ りゅう 名寄地方 1級
85 笹岡 虹太 ささおか こうた 札幌 テクニカル



種別 予選小回り整地タイガー １班
ﾋﾞﾌﾞ 氏名 かな 地区連 資格
22 石川 英和 いしかわ ひでかず 札幌 指導員
23 成田 伊織 なりた いおり ニセコ 1級
24 菊池 政人 きくち まさと 十勝 指導員
25 Paul Lorenz ぽーる ろれんつ 倶知安 1級
26 宮浦 征宏 みやうら まさひろ 登別 準指導員
27 岡谷 樹 おかたに いつき 遠軽地方 テクニカル
28 千葉 洸暢 ちば ひろのぶ 函館 テクニカル
29 Ju-Hyung Lee ジュー ヒュング リー 倶知安 1級
30 遠藤 玄 えんどう はじめ 稚内 テクニカル
31 大作 勇治 おおさく ゆうじ 札幌 指導員
32 印鑰 昇明 いんやく のりあき 北見市 指導員
33 大場 奨三 おおば しょうぞう 自衛隊 指導員
34 木村 智彦 きむら ともひこ 札幌 テクニカル
35 増田 康太 ますだ こうた 伊達 クラウン
36 塩原 秀司 しおはら しゅうじ 小樽 テクニカル
37 山口 孝宏 やまぐち たかひろ 名寄地方 テクニカル
38 川上 憲太郎 かわかみ けんたろう 札幌 1級
39 伊藤 暉 いとう ひかる 函館 1級
40 村上 祐介 むらかみ ゆうすけ 倶知安 指導員
41 吉田 匠 よしだ たくみ 札幌 クラウン
42 有坂 勇作 ありさか ゆうさく 遠軽 クラウン
43 渡部 悠大 わたなべ ゆうだい 函館 テクニカル
44 金沢 圭紘 かなざわ よしひろ 札幌 指導員
45 角 志 かく のぞむ 倶知安 指導員
46 鈴木 悠太 すずき ゆうた 札幌 1級
47 河淵 哲士 かわぶち あきひと 自衛隊 1級
48 佐藤 光博 さとう みつひろ 登別 指導員
49 榎本 将聖 えのもと しょうせい 札幌 1級
50 前田 則文 まえだ のりふみ 函館 準指導員
51 手代木 祐也 てしろぎ ゆうや 旭川 1級
52 木村 英輝 きむら ひでき 当別 指導員
53 岩間 陽太 いわま ようた 小樽 1級
54 佐山 竜太 さやま りゅうた 札幌 クラウン
55 岡崎 駿一 おかざき しゅんいち 網走 準指導員
56 柿澤 宏昭 かきざわ ひろあき 小樽 1級
57 尾崎 広八 おざき ひろや 登別 準指導員
58 根本 雅俊 ねもと まさとし 札幌 準指導員
59 斎藤 大介 さいとう だいすけ 洞爺湖 準指導員
60 澤田 竜摩 さわだ りょうま 函館 指導員
61 毛利 耕太郎 もうり こうたろう 自衛隊 1級
62 赤岩 愛記 あかいわ なるき 札幌 1級
63 須川 尚樹 すがわ なおき 小樽 指導員
64 菅野 泰幸 すがの やすゆき 名寄地方 準指導員
1 小松 大 こまつ だい 十勝 クラウン
2 小黒 颯 おぐろ そう 小樽 1級
3 田中 成奈 たなか せな 札幌 1級
4 桝田 啓仁 ますだ ひろひと 芦別 指導員
5 出雲屋 大地 いずもや だいち 札幌 準指導員
6 佐藤 水泰 さとう みよし 十勝 1級
7 尾山 克宗 おやま かつむね 登別 準指導員
8 佐々木 祐介 ささき ゆうすけ 旭川 クラウン
9 守谷 研司 もりや けんじ 北見市 準指導員
10 勝浦 和也 かつうら かずや ニセコ 指導員
11 市川 圭介 いちかわ けいすけ 仁木 指導員
12 岩井 徳宏 いわい なるひろ 函館 テクニカル
13 堀田 亘 ほった わたる 札幌 テクニカル
14 金田 翔 かねた しょう 自衛隊 指導員
15 伊藤 雅人 いとう まさひと 紋別地方 準指導員
16 関澤 徹 せきざわ とおる 札幌 準指導員
17 澤井 聡 さわい そう 北見市 準指導員
18 荒井 英臣 あらい ひでおみ 札幌 1級
19 中安 駿介 なかやす しゅんすけ 伊達 クラウン
20 横山 智哉 よこやま ともや 札幌 準指導員
21 山田 卓也 やまだ たくや 十勝 指導員



種別 予選小回り整地タイガー ４班
ﾋﾞﾌﾞ 氏名 かな 地区連 資格
343 稲木 理紗 いなぎ りさ 高体連 テクニカル
344 齋藤 美月 さいとう みつき 石狩 クラウン
345 原田 綾純 はらだ あすみ 札幌 1級
346 須甲 光希 すこう みつき 函館 1級
347 浜下 玲音 はました れの 札幌 テクニカル
348 松岡 美樹 まつおか みき 函館 準指導員
349 新川 未緒 しんかわ みお 札幌 1級
350 櫻井 由佳里 さくらい ゆかり 旭川 指導員
351 中村 真由 なかむら まゆ 札幌 クラウン
352 石井 理紗 いしい りさ 札幌 指導員
353 佐竹 留奈 さたけ るな 倶知安 1級
354 中村 結衣 なかむら ゆい 札幌 1級
355 畠山 良江 はたけやま よしえ 十勝 指導員
356 秋元 日菜子 あきもと ひなこ 札幌 クラウン
357 北川 智香子 きたがわ ちかこ 函館 指導員
358 神谷 菜々 かみや なな 札幌 テクニカル
359 吉川 亜貴 よしかわ あき 自衛隊 準指導員
360 山川 展世 やまかわ のぶよ 十勝 指導員
361 中山 桃花 なかやま ももか 札幌 テクニカル
362 赤井 玲位奈 あかい れいな 旭川 準指導員
363 池田 麻里 いけだ まり 札幌 指導員
301 杉本 ゆりな すぎもと ゆりな 札幌 テクニカル
302 奈須川 瑞希 なすかわ みずき 洞爺湖 テクニカル
303 菅野 葉月 すがの はづき 名寄地方 指導員
304 伊藤 結衣 いとう ゆい 札幌 1級
305 蔦 亜友理 つた あゆり 小樽 1級
306 本田 空 ほんだ そら 函館 クラウン
307 千葉 恭子 ちば きょうこ 札幌 1級
308 大場 優希 おおば ゆうき 自衛隊 指導員
309 花井 里紗子 はない りさこ 小樽 クラウン
310 永坂 綾香 ながさか あやか 栗山 準指導員
311 上野 真奈 うえの まな 倶知安 クラウン
312 弓野 華緒 ゆみの かお 名寄地方 準指導員
313 黒瀧 康子 くろたき やすこ 函館 指導員
314 鈴木 梨央 すずき りお 小樽 テクニカル
315 青木 恭子 あおき きょうこ 夕張 指導員
316 木村 彩香 きむら あやか 洞爺湖 テクニカル
317 林 桃加 はやし ももか 札幌 テクニカル
318 手倉森 楓果 てくらもり ふうか 小樽 テクニカル
319 佐藤 美悠 さとう みゆ 札幌 テクニカル
320 永原 早紀 ながはら さき 小樽 1級
321 撫養 いづみ むや いづみ 函館 1級
322 織作 まり おりさく まり 札幌 1級
323 道心 絢 どうしん あや 石狩 クラウン
324 山上 千幸 やまがみ ちゆき 夕張 テクニカル
325 成澤 栞 なりさわ しおり 小樽 準指導員
326 梅田 真裕子 うめだ まゆこ 札幌 指導員
327 木内 真莉菜 きうち まりな 小樽 1級
328 赤井 星利奈 あかい せりな 旭川 1級
329 山下 夢 やました ゆめ 日高 準指導員
330 谷藤 遥 たにふじ はるか 追分 準指導員
331 福原 早希 ふくはら さき 十勝 テクニカル
332 橋本 梨世 はしもと りせ 小樽 1級
333 齊藤 優希 さいとう ゆうき かもい岳 1級
334 家壽多 美苗 やすだ みなえ 函館 1級
335 勝浦 由衣 かつうら ゆい 旭川 準指導員
336 石栗 沙貴 いしくり さき 高体連 テクニカル
337 後藤 詩緒里 ごとう しおり 札幌 クラウン
338 小森 彩未 こもり あやみ かもい岳 指導員
339 木村 和子 きむら わこ 伊達 準指導員
340 髙橋 綾乃 たかはし あやの 士別地方 指導員
341 春日 麻子 かすが あさこ 倶知安 テクニカル
342 永坂 晴香 ながさか はるか 栗山 準指導員


