
決勝スタートリスト
第１班 33名 第２班 33名 第３班 32名 第４班 30名

ビブ ビブ ビブ ビブ

ＮＯ ＮＯ ＮＯ ＮＯ

1 小松 大 クラウン 十勝 こまつ だい 69 関井 愛斗 クラウン 高校生 せきい まなと 134 福岡 義隆 準指導員 石狩 ふくおか よしたか 301 杉本 ゆりな テクニカル 高校生 すぎもと ゆりな

5 出雲屋 大地 準指導員 札幌 いずもや だいち 70 野澤 蓮 1級 高校生 のざわ れん 138 末武 大介 クラウン 伊達 すえたけ だいすけ 303 菅野 葉月 指導員 名寄地方 すがの はづき

7 尾山 克宗 準指導員 登別 おやま かつむね 71 関 隼太 指導員 自衛隊 せき はやた 140 藤原 哲那 クラウン 高校生 ふじわら てつな 307 千葉 恭子 1級 高校生 ちば きょうこ

9 守谷 研司 準指導員 北見市 もりや けんじ 72 Jeon Heunggoo 1級 ｵｰﾌﾟﾝ ジョン フング 142 大西 一宏 指導員 倶知安 おおにし かずひろ 308 大場 優希 指導員 自衛隊 おおば ゆうき

10 勝浦 和也 指導員 ニセコ かつうら かずや 77 岡﨑 宜紀 クラウン 石狩 おかざき よしき 143 上田 一哉 指導員 十勝 うえだ かずや 310 永坂 綾香 準指導員 栗山 ながさか あやか

11 市川 圭介 指導員 仁木 いちかわ けいすけ 81 長瀬 泰智 準指導員 札幌 ながせ たいち 144 尾﨑 勇紀 指導員 岩見沢 おざき ゆうき 312 弓野 華緒 準指導員 名寄地方 ゆみの かお

12 岩井 徳宏 テクニカル 函館 いわい なるひろ 83 武田 竜 指導員 小樽 たけだ りゅう 146 甫木 優介 準指導員 十勝 ほぎ ゆうすけ 314 鈴木 梨央 テクニカル 高校生 すずき りお

14 金田 翔 指導員 自衛隊 かねた しょう 84 町田 隆宇 1級 名寄地方 まちだ りゅう 148 百瀬 純平 指導員 小樽 ももせ じゅんぺい 316 木村 彩香 テクニカル 高校生 きむら あやか

16 関澤 徹 準指導員 札幌 せきざわ とおる 86 吉田 一寿 準指導員 札幌 よしだ かずひさ 150 越後 竣介 準指導員 ニセコ えちご しゅんすけ 317 林 桃加 テクニカル 高校生 はやし ももか

17 澤井 聡 準指導員 北見市 さわい そう 89 鈴木 翔 準指導員 札幌 すずき つばさ 151 西山 慈温 クラウン 高校生 にしやま しおん 318 手倉森 楓果 テクニカル 小樽 てくらもり ふうか

20 横山 智哉 準指導員 札幌 よこやま ともや 90 古賀 貴理偉 準指導員 北見市 こが きりい 153 飯塚 圭太 クラウン 札幌 いいづか けいた 319 佐藤 美悠 テクニカル 高校生 さとう みゆ

21 山田 卓也 指導員 十勝 やまだ たくや 92 山田 和稀 準指導員 自衛隊 やまだ かずき 156 澤田 幸紘 指導員 士別地方 さわだ ゆきひろ 323 道心 絢 クラウン 石狩 どうしん あや

23 成田 伊織 1級 ニセコ なりた いおり 93 小嶋 寿一 指導員 登別 こじま としかず 157 谷川 亮太 指導員 北見市 たにかわ りょうた 325 成澤 栞 準指導員 小樽 なりさわ しおり

25 Paul Lorenz 1級 ｵｰﾌﾟﾝ ポール ロレンツ 94 角田 明聡 1級 札幌 つのだ あきとし 159 米澤 由翔 クラウン 高校生 よねざわ ゆうと 329 山下 夢 準指導員 日高 やました ゆめ

27 岡谷 樹 テクニカル 遠軽地方 おかたに いつき 96 三浦 仁 指導員 ニセコ みうら ひとし 161 宍戸 颯 クラウン 高校生 ししど はやて 330 谷藤 遥 準指導員 追分 たにふじ はるか

29 Ju-Hyung Lee 1級 ｵｰﾌﾟﾝ ジュー ヒュング リー 99 井山 敬介 指導員 石狩 いやま けいすけ 163 後藤 勇樹 指導員 富良野 ごとう ゆうき 332 橋本 梨世 1級 高校生 はしもと りせ

33 大場 奨三 指導員 自衛隊 おおば しょうぞう 103 大西 将樹 指導員 羽幌 おおにし まさき 165 平出 晋大 指導員 札幌 ひらいで のぶひろ 335 勝浦 由衣 準指導員 旭川 かつうら ゆい

35 増田 康太 クラウン 高校生 ますだ こうた 106 高田 悠太郎 テクニカル 札幌 たかだ ゆうたろう 168 諸我 俊 1級 札幌 もろが しゅん 336 石栗 沙貴 テクニカル 高校生 いしくり さき

36 塩原 秀司 テクニカル 小樽 しおはら しゅうじ 107 高橋 賢佑 クラウン 石狩 たかはし けんすけ 169 山野井 全 準指導員 函館 やまのい ぜん 338 小森 彩未 指導員 かもい岳 こもり あやみ

38 川上 憲太郎 1級 札幌 かわかみ けんたろう 108 髙橋 慧流 クラウン 高校生 たかはし さとる 172 谷藤 光 1級 かもい岳 たにふじ ひかる 340 髙橋 綾乃 指導員 士別地方 たかはし あやの

40 村上 祐介 指導員 倶知安 むらかみ ゆうすけ 109 新井 悠 準指導員 旭川 あらい ゆう 173 鈴木 智大 指導員 函館 すずき ともひろ 342 永坂 晴香 準指導員 栗山 ながさか はるか

42 有坂 勇作 クラウン 遠軽 ありさか ゆうさく 111 野家 卓也 指導員 網走 のえ たくや 176 新井 遼 指導員 旭川 あらい りょう 343 稲木 理紗 テクニカル 高校生 いなぎ りさ

43 渡部 悠大 テクニカル 高校生 わたなべ ゆうだい 112 佐藤 暁 1級 占冠 さとう あきら 177 小松 裕貴 準指導員 札幌 こまつ ゆうき 347 浜下 玲音 テクニカル 高校生 はました れの

44 金沢 圭紘 指導員 札幌 かなざわ よしひろ 114 比留間 幹太 クラウン 高校生 ひるま かんた 178 鈴木 洋祐 指導員 自衛隊 すずき ようすけ 348 松岡 美樹 準指導員 函館 まつおか みき

45 角 志 指導員 倶知安 かく のぞむ 117 関口 穂高 テクニカル 高校生 せきぐち ほたか 180 佐々木 彰斗 準指導員 士別地方 ささき あきと 351 中村 真由 クラウン 高校生 なかむら まゆ

51 手代木 祐也 1級 旭川 てしろぎ ゆうや 118 松本 定博 指導員 旭川 まつもと さだひろ 181 川田 幹也 1級 十勝 かわた みきや 352 石井 理紗 指導員 札幌 いしい りさ

54 佐山 竜太 クラウン 札幌 さやま りゅうた 122 吉和 遼太郎 テクニカル 札幌 よしわ りょうたろう 183 藤田 博紀 テクニカル 岩見沢 ふじた ひろき 355 畠山 良江 指導員 十勝 はたけやま よしえ

55 岡崎 駿一 準指導員 網走 おかざき しゅんいち 123 村松 誠 準指導員 自衛隊 むらまつ まこと 185 斉藤 人之 指導員 小樽 さいとう ひとし 356 秋元 日菜子 クラウン 高校生 あきもと ひなこ

58 根本 雅俊 準指導員 札幌 ねもと まさとし 125 吉田 勝大 指導員 札幌 よしだ まさひろ 187 冨田 哲 準指導員 小樽 とみた てつ 360 山川 展世 指導員 十勝 やまかわ のぶよ

60 澤田 竜摩 指導員 函館 さわだ りょうま 126 安井 章博 1級 富良野 やすい あきひろ 188 長崎 勇道 1級 高校生 ながさき ゆうと 363 池田 麻里 指導員 札幌 いけだ まり

63 須川 尚樹 指導員 小樽 すがわ なおき 127 daekeun kwak 1級 ｵｰﾌﾟﾝ デークン クワック 189 鈴木 大智 準指導員 小樽 すずき だいち

64 菅野 泰幸 準指導員 名寄地方 すがの やすゆき 131 大竹 悠太 1級 上富良野 おおたけ ゆうた 191 又地 史也 クラウン 高校生 またち ふみや

68 今泉 英明 指導員 倶知安 いまいずみ ひであき 132 松浦 美朗 指導員 札幌 まつうら よしろう
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