
中学男子 (1)

1大場。吉崎 (永 山)

2前日蓮・OPEN(光陽)

3関崎・坂上 (東明)

4平澤歩,大鎌 (愛宕)

5櫻井・田渕 (広陵)

6中村・濱田 (啓北)

7谷。阿部 (愛宕)

8芳賀。牛島 (附属旭川)

9齋藤・4ヽ林卓 (永山南)

10立浪。近藤 (東陽)

H佐 木々・矢萩 (旭川)

12竹本・杉本 (附属旭川)

13田 島・猪谷 (愛宕 )

14中村・村田 (東光)

15松井・吉田 (永 山)

16阿部尚・奈良 (東明)

17川瀬。り|1本 (神居)

18鎌田。中村 (愛宕)

19秋 田。杉下 (光陽)

20谷 口・鈴木 (忠和)

21小玉・藤田 (緑が丘)

22長瀬。星 (永山南)

23菅原・OPEN(永山)

24細井・柾木 (東明)

25稲垣・り|1原 (神居)

26丸谷。木下 (愛宕)

27神保。加藤 (広陵)

28山崎。加藤 (啓北)

29岡 田将・鳴海 (緑が丘)

30國澤。中西 (附属旭川)

31本間。日黒 (忠和)

32須藤。菅原 (神楽)

33大塚,伊藤未 (愛宕 )

34柳杭田・遠田 (永 山南)

35阿部翔・菊池 (東明)

36佐藤。弘田 (東光)

37米谷太・坂田拓 (東陽 )

38高橋・上野 (永山)

39日 向・佐々 木滉 (傷じ音)

40土田・OPEN(忠和)

41上田。中野零 (光陽)

決勝戦
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堀・山中 (附属旭川)

高田・OPEN(啓 北 )

OPEN・ 上 日 (神居 )

五十嵐・石若 (愛宕 )

沼田。中島 (忠和)

鈴木優・東 (東明)

佐 木々・山田 (広陵)

桝谷・横山 (永 山)

佐 木々壱・魚家 (愛宕 )

名取・西村 (緑が丘 )

佐藤・澁谷 (旭川第二)
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1井 戸端英・山根 (広陵 )

高木・山口 (啓北)

1近藤・木村 (神居)

山田・橋本 (永 山南)

生駒。長谷川 (愛宕)

石崎。増渕 (東光)

1杉本。大泉 (光陽)

横尾・西本 (東明)

東。自田 (神楽)

奥山。宮脇 (永 山)

柳渡・福井 (永 山)

大橋・細川 (愛宕)

木村・OPEN(東光 )

京納・内田 (東明 )

石本・中川 (永 山南)

岡田・黒田 (緑が丘)

山谷。石谷 (光陽)

鈴木唯・鈴木莞 (永 山 )

佐藤・大橋 (附属旭川)

米谷佑・岡田 (東陽)

筒渕。久乗 (神居)

山崎・石田 (永 山)

宍戸・平澤速 (愛宕)

新野・舟田 (旭川)

安田・服部兼 (広陵)

高田。畑  (神楽)

中根・松原基 (愛宕 )

野田・天沼 (忠和)

大村・舘岡 (附属旭川)

OPEN・ 幅 田 (東 明 )

高橋・氏原 (啓北)
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84舟橋・吉本 (神居 )

85佐藤・OPEN(東光 )

86石 田・佐渡 (東陽)

87島 口・星野 (愛宕)

88畠 山・渡辺 (附属旭川 )

89田畑・津島 (永 山南)

90須藤蓮・滝口 (神楽)

91沼 田。大石 (愛宕)

92片岡。杉口 (永 山)

93上 神田 井戸幌  (広 陵 )

94松本海・草野 (啓北)

95花岡・深谷 (愛宕)

96山本・砂田 (旭川)

97西村。中田 (東明)

98松本・石川 (永山)

99滝川・加藤 (旭川第二)

100水 内・我妻 (緑が丘)

101服部冴・宮崎 (広陵)

102芹川・橋本 (忠和)

103倉本・松本 (東光)

104井上・屋根田 (光陽)

105諏訪・矢沢 (東明)

106 0PEN・ 上原 (附属 旭 り||)

107多津美・佐藤 (永 山)

108金岩・石田 (愛宕)

109寺田・市村 (神楽)

HO國井・メ|1田 (忠和)

Hl江崎。辻 (永 山南)

112佐 木々―・春井(愛宕)

113高橋・長屋 (緑が丘)

H4岩瀬・澤田 (広陵)

H5高石。清野 (東光)

116伊藤翔・田村 (愛宕)

H7多田・谷村 (神居)

H8林。加地 (東明)

H9宍戸・茂田 (啓北)

120梅木。田中 (東陽)

121渡部・辻 (附属旭川)

122中野裕。伊藤優(光陽)

123松尾・附柳 (永 山南) |
124紺 野・OPEN(愛 宕 )

1下間・花岡 (神楽)

OPEN・ 宮脇 (広陵)

中島・村谷 (永 山)

関 ,宮本 (愛宕)

中りl卜 本間 (ネ申居)

坂田大・西尾 (東陽 )

二川・林 (愛宕)

岡本・山内 (啓北)

福井・松原 (東明)

村田・渡邊 (附属旭川)

西田。小林圭 (永 山南)

島田・山崎 (忠和)

・熊谷 (愛宕)

OPEN・ 山崎 (光陽)

澤山。菊地 (東光)

山口。小林 (広陵)

山上・山北 (緑が丘)

古屋・鈴木海 (東明)

高橋・田中 (永 山南)

菊池・OPEN(旭川第二)

木村・山口 (永 山)

藤原。大河内 (光陽)

高橋洸・紺野 (永 山)

渡邊・高橋 (東陽)

河内・水道 (広陵)

||・ 志賀 (東明)

新堀・吉田 (愛宕)

島田。奥田 (神居)

長屋。北島 (永 山)

J瀬橋・OPEN(附 属 旭 川 )

山口。押切 (旭川)

今・谷本 (永山)

松原。宮崎 (愛宕)

橋向・真鳥 (永 山南)

松尾。高橋 (忠和)

窪田・遠藤 (東明)

野崎・OPEN(啓 北 )

1川井。相澤 (東光)

小り||・ 越智 (愛宕)

三上。北村 (ネ申楽)

鈴木・OPEN(緑が丘)

寺井 。野原 (附属旭川 )
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125高 松・小野 (永 山)


