
中学男子

1及川。齊藤 (東明。光陽)

2細井・OPEN(南富 良野 )

3 0PEN・ 寺腰 (永山南 )

4小野。金澤 (旭川)

5谷本。長岡 (啓北)

6安藤・曽根 (永山南)

7坪井。河合 鰤口寒・朝 日)

8渋谷・松村 (神居)

9前田。東谷 (永 山南)

10熊田。南條 倹1淵 )

11森・横山 (広陵)

12飯田・上田 (愛宕)

13青木・畠山 (旭川第二)

14東。前端 (神楽)

15菅原・吉田 (東明)

16金村。今野 験J淵 )

17小森。中原 (旭川)

18荒瀬・大西 (神居)

19石本将・伊藤 (永山南。光陽)

20加藤・柳本 (永 山)

21岡 田・橋場 (愛宕)

22今成。藤原 (神楽)

23三橋・坂藤 錬明・旭メ|1第二)

24高梨・國澤 (附属旭川)

25り |1上・田中志 (啓北)

26渋谷・伴井 (南富良野)

27岩田。西田 (愛宕)

28山本。畠山 (永山南)

29員 田・菅原 (留萌)
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重森・及位 (名 寄)

神田・板垣 (東明)

後藤・益田 (旭川第二) 32

33

34

35

36

37

38

新見・長谷り||(貪 1淵 )

鳴海・石本 (広陵)

小松・杉山 (愛宕)

猪股・浅田 (神楽・永山)

三浦・坂田 (旭り||)

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

松下・窪田 (啓北。東明)

中村。永井 (南富良野)

坂田・岩井 (神居)

青田・滝口 (神楽)

イ荘原・丸田 (東陽)

増田・千代 (永 山南)

上坂・山本 (上富良野)

能登佐藤(名寄)険J淵 。名寄)

松野・河村 (附属旭川)

白メ|1部・岡部 (愛宕)

岩崎・山本 (旭川第二・東光)

田・OPEN(永 山 南 )

山。米澤 (永 山)

藤原・椎木 (下川。名寄東)

山崎。藤山 (永山南。東陽)

木村・村橋 (愛宕)

千田・小倉 (永 山)

田中佑・岡田 (啓北)

柿原。山下 (永 山南)

大野・富永 (忠和)

及川・齊藤

(東明・光陽)

3・

金村。今野 ④ -2重 森・及位

(剣淵) (名 寄)

藤井・齋藤 (東光。東明)



中学女子

1桑谷。清水 (永 山)

2 0PEN・ 増田 (南富良野)

3金谷。越田 (東陽)

4森・水口 (啓北)

5大橋・坂上 (士別)

6伊藤・本問 (附属)

7横尾・村上 (名 寄・美深)

8豊田。押田 (東光)

9佐 木々・立井 (剣淵)

10南保・阿部 (緑が丘)

11領家・飯原 (啓北)

12安達。阿部 (東神楽)

13鈴木。杉本 (上富良野)

14佐野・林 (愛宕)

15田 中。木村 (留萌)

16吉越・上野 (士別。朝日)

17鈴木・佐 木々 (名 寄東)

18上ヶ島。高橋 (啓北)

19渡辺。永山 (永 山)  .

20西渕・竹内 (留萌)

21熊谷。長井 (愛宕)

22谷内下・4琳 (富良野西)

23久原・山本 (東陽)

24佐久間・藤木 (東神楽)

25増川。前川 (旭り||)

26金塚。奈良 (士男り南)

27高橋・佐藤 (名 寄。中央)

28千 田。河野 (愛宕 )

29水谷・立崎 (上富良野)

30中野・北内 (北星)

31佐藤・高橋政 (神楽)

32中 田・冨田 (永 山南)

33内野・木村 (士別)

34河合・尾形 (東光)

35越後谷・東山 (留萌)

々木・立
:

倹」淵)

3・ 4

高橋・佐藤 ④-3鈴木・北原

・中央)
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1内 田・小林 (名 寄・和寒)36

牧野・中村 (北星)   37

末永・西山 (愛宕)   38

小野寺・中本 (上富良野・占冠)39
,二川。平野 (旭川)

宮崎・佐 木々 (富良野東)

石井・小林 (緑が丘)

石黒。上見 (留萌)

工藤・高山 (啓北)

柴田。小メ||(南富良野)

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
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53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

尾田・八島 (東陽)

吉田・沼田 (愛宕)

亀山。河田 (神居東)

影近。久保 (東神楽)

紙谷・板橋 (永 山)

野本・木澤 (上富良野)

長島・小り||(名 寄東)

柴田。馬場 (永山南)

神谷・及川 (上富良野)

高木。馬道 (東陽)

石前・本谷 (北星)

櫛部・長谷川 (1ヒ 門)

佐藤。永平 倹J淵 )

松田・福本 (啓北)

栗山・鷲見 銘 寄東)

長江・武藤 (東光)

太田・イ田 銘寄東。名寄)

小り||・ 谷口 (留萌)

川村・清水 (永山)

松本。境野 (緑が丘)

鈴木。山岸 (士別)

高田。長坂 (愛宕)

道木・鈴木 (啓北)

丸―・野沢 (東神楽)

鈴木・北原 (光陽)


