
第40回　札幌はまなすライオンズクラブ杯

スタートリスト ※はミニヒル

Bib 学校 少年団 学年 試技 1回目 2回目

1 村上　日々輝 むらかみ　ひびき 札幌二条小 札幌JSS 2年

2 佐々木　結姫 ささき　ゆうひ 札幌伏見小 札幌JSS 2年

3 姫野　寛己 ひめの　ひろき 札幌前田中央小 札幌JSS 1年

4 谷奥　梓羽 たにおく　あずは 札幌大倉山小 札幌JSS 2年

5 清水　那胡 しみず　なこ 札幌平和小 札幌ＪＳＳ 2年

11 為清　あまね ためきよ　あまね 札幌藻岩南小 札幌JSS 3年

12 深澤　にこ ふかざわ　にこ 美唄東小 札幌JSS 4年

13 岩崎　ひなた いわさき　ひなた 秋田築山小 鹿角JSS 4年

14 照井　千夏 てるい　ちなつ 秋田西馬音内小 鹿角JSS 4年

15 安立　恋音 あだち　ここね 札幌もみじの丘小 札幌JSS 3年

16 佐々木　晴姫 ささき　はるひ 札幌伏見小 札幌JSS 4年

21 長内　智幸 おさない　ともゆき 札幌北陽小 札幌JSS 3年

22 馬場　遼太郎 ばば　りょうたろう 札幌八軒小 札幌JSS 3年

23 井上　暉雅 いのうえ　てるま 余市大川小 余市JSS 4年

24 西本　周平 にしもと　しゅうへい 余市大川小 余市JSS 4年

25 姫野　誠也 ひめの　せいや 札幌前田中央小 札幌JSS 4年

31 成田　結菜 なりた　ゆな 秋田鷹巣小 鹿角JSS 5年

32 竹本　祐那 たけもと　ゆな 下川小 下川JSS 5年

33 髙橋　絵奈 たかはし　えな 札幌西園小 札幌JSS 6年

34 安立　寿音 あだち　すずね 札幌もみじの丘小 札幌JSS 5年

41 松原　諄汰 まつばら　じゅんた 札幌芸術の森小 札幌JSS 6年

42 中川　恵太 なかがわ　けいた 札幌菊水小 札幌SC 6年

43 富井　雄大 とみい　ゆうだい 長野野沢温泉小 野沢温泉JSC 5年

44 芹川　吏憂 せりかわ　りうん 岩見沢美園小 札幌JSS 5年

45 杉山　冬悟 すぎやま　とうご 長野野沢温泉小 野沢温泉JSC 5年

46 西方　淳人 にしかた　あつと 長野野沢温泉小 野沢温泉JSC 6年

47 中村　山太 なかむら　さんた 下川小 下川JSS 6年
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第40回　札幌はまなすライオンズクラブ杯

スタートリスト
Bib 学校 少年団 学年 試技 1回目 2回目

51 久保田　凛々子 くぼた　りりこ 長野野沢温泉中 野沢温泉JSC 1年

52 鈴木　楓花 すずき　ふうか 山形第三中 山形NSC 3年

53 石黒　愛 いしくろ　あい 余市西中 余市JSS 3年

54 菊池　楼紗 きくち　ろうさ 名寄中 下川ＪＳＳ 1年

55 美ノ谷　佳鈴 みのや　かりん 江別第一中 札幌ＪＳＳ 2年

56 藤原　柚香 ふじわら　ゆずか 札幌東月寒中 札幌ＪＳＳ 2年

57 海沼　優月 かいぬま　ゆづき 秋田花輪中 鹿角JSS 3年

58 櫻井　羽奈 さくらい　はな 余市西中 余市JSS 3年

59 長谷川　芽依 はせがわ　めい 名寄中 下川ＪＳＳ 3年

61 杉山　瑶太 すぎやま　ようた 長野野沢温泉中 野沢温泉JSC 1年

62 山﨑　輝真 やまざき　てるま 長野野沢温泉中 野沢温泉JSC 2年

63 渡部　華蓮 わたなべ　かれん 山形米沢第三中 米沢JC 3年

64 遠田　廣斗 えんだ　ひろと 秋田湯沢北中 鹿角JSS 3年

65 布施　飛雄馬 ふせ　ひゅうま 山形第三中 山形NSC 3年

66 清水　広大 しみず　こうだい 山形米沢第六中 米沢SJC 3年

67 村山　賢助 むらやま　けんすけ 山形米沢第七中 米沢SJC 3年

68 富井　孝 とみい　たかし 長野野沢温泉中 野沢温泉JSC 3年

69 森  大耀 もり　たいよう 札幌福井野中 札幌ＪＳＳ 1年

70 姫野　蒼大 ひめの　そうた 札幌前田中 札幌ＪＳＳ 1年

71 長谷川　琉已 はせがわ　るい 名寄中 下川ＪＳＳ 1年

72 高橋　劉成 たかはし　りゅうせい 札幌伏見中 札幌ＪＳＳ 2年

73 岡部　凛大郎 おかべ　りんたろう 江別第三中 札幌ＪＳＳ 2年

74 中井　來輝 なかい　らいき 余市東中 余市ＪＳＳ 3年

75 三上　託摩 みかみ　たくま 積丹美国中 余市ＪＳＳ 2年

76 清水　絢心 しみず　けんしん 札幌福井野中 札幌ＪＳＳ 2年

77 佐々木　星語 ささき　せいご 札幌日本大学中 札幌ＪＳＳ 2年
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