
出場ペア一覧

No ペア 学校名 学年 No ペア 学校名 学年

1 鬼頭  拓夢 ・ 曽我部  光 末広北・末広北 6・6 26 阿部  竜馬 ・ 菅原  輝喜 旭川・旭川 5・5

2 西原  知里 ・ 田中  そら 末広北・陵雲 6・6 27 宮下  杏花 ・ 杉田  渉那 附属・北光 6・6

3 秦    菜摘 ・ 森田  莉羅 末広北・末広北 6・6 28 清水  心結 ・ 藤井  麻奈 永山西・千代田 5・5

4 河村  和磨 ・ 鈴木  煌矢 末広北・末広北 6・6 29 本居  希唯 ・ 杉野  陽菜 千代田・忠和 5・5

5 角    桃香 ・ 須藤    遥 陵雲・末広北 6・6 30 河村  蒼姫 ・ 加藤  美優 附属・向陵 6・6

6 坂本  芽唯 ・ 三浦  愛和 陵雲・末広北 6・6 31 伊藤    雅 ・ 松井  凛奈 共栄・愛宕 6・6

7 岩瀬  仁美 ・ 田中  咲羽 末広北・末広北 5・5 32 菅  ゆめの ・ 松谷  彩花 神楽・旭川 6・5

8 杉本  姫華 ・ 形浦    綾 末広北・春光 5・5 33 桜井龍之介 ・ 井内  愉羽 附属・附属 6・6

9 菅野あかり ・ 山崎  寛奈 末広北・末広北 5・5 34 花田  志鷹 ・ 宮崎  琉人 忠和・緑新 6・6

10 山口希来々 ・ 角井  菜子 末広北・陵雲 5・5 35 佐藤  大起 ・ 北原  篤寿 鷹栖・附属 6・5

11 桶    純寧 ・ 市澤  彩夏 陵雲・末広北 5・5 36 本居舞衣子 ・ 杉本  夢華 向陵・末広北 6・5

12 山根  完太 ・ 山崎  真聖 末広北・末広北 5・6 37 岩本  遥香 ・ 平山  実椰 朝日・東光 5・5

13 中尾  祥之 ・ 鬼頭  謙弥 末広北・末広北 4・4 38 早川  桃花 ・ 浅木  徠夢 東光・東光 5・5

14 中森  陽太 ・ 佐藤  光駿 末広北・末広北 4・4 39 国貞  拓弥 ・ 佐々木海人 神楽岡・神楽岡 5・5

15 山内  怜愛 ・ 高松  茉紘 末広北・末広北 4・4 40 中河  陽菜 ・ 佐藤  羽桜 東五条・神楽岡 5・6

16 高橋  煌己 ・ 田中  謙祐 末広北・末広北 3・3 41 佐藤あいり ・ 日比生  紬 東光・緑が丘 5・5

17 中村    優 ・ open 末広北 3 42 原田  成琉 ・ 國枝  駿輔 豊岡・共栄 5・5

18 横井  健龍 ・ 岡  侑衣人 附属・富沢 6・6 43 坂井  和輝 ・ 後藤  結生 大有・大有 5・5

19 森   海翔 ・ 和泉田 晃佑 東光・陵雲 6・5 44 竹内  里緒 ・ 佐藤  羽優 大有・大有 5・5

20 合田  朋弥 ・ 山上  士人 旭川第二・緑新 6・6 45 田中  梨湖 ・ 坂井 緑が丘・大有 4・4

21 川原  和馬 ・ 高木  悠翔 旭川第二・日章 5・5 46 日比生  侑 ・ 日比生  温 緑が丘・緑が丘 4・2

22 藤原   蓮 ・ 高山  駿太 豊岡・附属 6・6 47 千葉くらら ・ 早川  苺花 永山・東光 3・2

23 渡辺  航世 ・ 西館  伸泰 附属・緑新 6・6 48 西原  蒼太 ・ 堀   拓仁 末広北・附属 2・2

24 大村  昴輝 ・ 原    涼太 愛宕東・豊岡 5・6 49 片山  陸都 ・ 中村  太一 陵雲・附属 4・3

25 服部  恵悟 ・ 小野  優月 旭川・旭川 5・5 50 斎藤  優衣 ・ 森   愛紗 東聖・東光 3・2


