
1 北山　凌也 札幌 1 春日　勇輝 札幌 1 佐野　愛実 札幌 1 工藤　万依 札幌
2 吉本　　慈 札幌 2 沖崎　諒 札幌 2 秋林　朋花 札幌 2 秋林　朋花 札幌
3 藤井　涼太 札幌 3 谷　虹汰 札幌 3 星野　彩希 札幌 3 佐野　愛実 札幌
4 横田　蒼宗 札幌 4 八木　大智 札幌 4 柴田　莉沙 札幌 4 品田　真宏 札幌
5 村中　琳太郎札幌 5 永谷　烈 札幌 5 木村　芽唯 函館 5 柴田　莉沙 札幌
6 神　真斗 札幌 6 滝澤　知己 小樽 6 滝沢　愛美 函館 6 戸辺　音花 旭川
7 田村　柊也 札幌 7 前田　悠成 小樽 7 阿部　里緒奈函館 7 尾崎　萌花 旭川
8 田嶋　竜士 札幌 8 森　悠 小樽 8 横山　あずみ函館 8 鈴木　　晶 小樽
9 山森　颯太 札幌 9 山田　夏生 小樽 9 七田　夢花 小樽 9 滝沢　愛美 函館
10 谷　虹汰 札幌 10 國松　雅浩 函館 10 鈴木　　晶 小樽 10 木村　芽唯 函館
11 八木　大智 札幌 11 長尾　昌汰 苫小牧 11 鈴木　　萌 小樽 11 阿部　里緒奈函館
12 本條　太一 札幌 12 田口　俊介 小樽 12 吉田　結唯 小樽 12 渡邊　穂乃香釧路
13 大友　佳弥 札幌 13 佐藤　陸 千歳 13 矢田　もえな小樽 13 森谷心々菜 千歳
14 宮川　功聖 小樽 14 品田　真之介千歳 14 泉澤ひなた 室蘭 14 新田　美海 千歳
15 村瀬　優輔 小樽 15 柿﨑　響己 釧路 15 松前　静流 室蘭 15 今村　心優 千歳
16 滝澤　知己 小樽 16 鈴木　柊 釧路 16 佐々木　羽舞釧路 16 石川　奈七美千歳
17 前田　悠成 小樽 17 年代　香純 釧路 17 渡邊　穂乃香釧路
18 森　悠 小樽 18 棟方　響 釧路 18 吉村　結乃 札幌
19 山田　夏生 小樽 19 髙橋　那瑠 釧路 19 品野　姫巴 札幌
20 國松　雅浩 函館 20 沼田　優斗 釧路 20 中山　心杏 札幌
21 小野寺　優月函館 21 渡邉　花 札幌
22 野﨑　心 空知 22 森谷心々菜 千歳
23 佐藤　大輝 空知 23 小松明日佳 千歳
24 大巻　孝太朗札幌 24 島村　唯那 千歳
25 泉野　皓丞 札幌 25 田邊　風羽鈴千歳
26 大森　光輔 札幌 26 田村　葵琉 千歳
27 山根　大典 札幌 27 阿部　結衣 千歳
28 齊藤　翔太①札幌 28 相澤　瑛恋 千歳
29 浦川　柊 札幌 29 望月　あゆこ釧路
30 齊藤　翔太②札幌 30 伊藤　優芽 留萌
31 田村　旭 札幌
32 前川　滉明 札幌
33 佐々木　優光札幌
34 本池　嘉哉 千歳
35 粟野　裕貴 千歳
36 北迫　優人 千歳
37 三田　遥 千歳
38 齋藤　嶺 千歳
39 田中　陸 千歳
40 粟野　翔太 千歳
41 花田　聖 千歳
42 青木　雷汰 千歳
43 中野　斗和 千歳
44 品田　真之介千歳
45 岡田　朝日 札幌
46 佐藤　渉瑛 十勝
47 早川　達人 十勝
48 藤田　桜哉 釧路
49 鈴木　柊 釧路
50 年代　香純 釧路
51 棟方　響 釧路
52 髙橋　那瑠 釧路
53 伊藤　煌介 釧路
54 沼田　優斗 釧路
55 橋田　明 釧路

G　少年男子組手 H　少年男子形 I　少年女子組手 J　少年女子形


