
■男子　スタッフ ■男子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県

1 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 1 北海道

2 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 2 北海道

3 ブロック・カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 3 北海道

4 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 4 北海道

5 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 5 北海道

6 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 6 北海道

7 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 7 北海道

8 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 8 北海道

9 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 9 北海道

10 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 10 北海道

11 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 11 北海道

12 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 12 北海道

13 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 13 北海道

14 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 14 北海道

15 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 15 北海道

16 ブロック・カテゴリー別ユース育成マネージャー 北海道 16 北海道

17 ブロックユース育成マネージャー 北海道 17 北海道

18 現地スタッフ（開催地の補助役員） 北海道 18 北海道

19 現地スタッフ（開催地の補助役員） 北海道 19 北海道

20 現地スタッフ（開催地の補助役員） 北海道 20 北海道

21 現地スタッフ（開催地の補助役員） 北海道 21 北海道

22 現地スタッフ（開催地の補助役員） 北海道 22 北海道

23 北海道

24 北海道

25 北海道

高野　みさと 札幌市立あいの里東中

中西　秀明 札幌創成高校

石井　雄大 札幌市立上篠路中学校

齋藤　大 札幌市立稲積中学校

竹治　義規 江別市立江別第一中学校

森部　未菜 石狩市立花川中学校

村井　淳一 伊達市立伊達中学校

中内　孝 留萌市立留萌中学校

柄澤　伸光 稚内市立稚内東中学校

本間　崇弘 千歳市立千歳中学校

小林　淳 江別市立野幌中学校

西條　柊 千歳市立向陽台中学校

櫻庭　光生 森町立森中学校

鹿野　凌平 江別市立大麻東中学校

清水　翔太 恵庭市立恵北中学校

中村　和奏 千歳市立向陽台中学校

高橋　大地 釧路市立景雲中学校

上月　亮汰 根室市立柏陵中学校

佐藤　陽大 釧路市立幣舞中学校

清水　愛大 札幌市立石山中学校

林　海斗 札幌市立屯田北中学校

高屋　樹 札幌市立宮の丘中学校

栗原　輝 美幌町立美幌中学校

星賀　舞也 札幌市立啓明中学校

菊地　陽 札幌市立屯田中央中学校

桑原　翔 紋別市立紋別中学校 的場　奏来 苫小牧市立青翔中学校

浅田　涼音 由仁町立由仁中学校

佐藤　正謙 苫小牧市立光洋中学校 苅田　公彗 室蘭市立桜蘭中学校

中佐藤　一徳 士別市立士別中学校 亀井　柊吾 苫小牧市立沼ノ端中学校

井手　直亮 美唄市立峰延中学校

大島　琢司 釧路市立景雲中学校 倉井　啓至 帯広市立帯広第一中学校

横尾　栄一 札幌市立白石中学校 小笠原　紫礼 滝川市立江陵中

吉井　智基 深川市立深川中学校 久朗津　広野 帯広市立南町中学校

三鍋　健太 紋別市立潮見中学校 村上　怜央 帯広市立翔陽中学校

三春　貴典 小樽市立北山中学校 鹿原　拓夢 旭川市立愛宕中学校

宗岡　安隆 帯広市立南町中学校 坂本　瑞樹 旭川市立愛宕中学校
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濱田　勝人 旭川市立北門中学校 蠣崎　将 旭川市立緑が丘中学校



■女子　スタッフ ■女子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県

1 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 1 北海道

2 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 2 北海道

3 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 3 北海道

4 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 4 北海道

5 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 5 北海道

6 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 6 北海道

7 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 7 北海道

8 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 8 北海道

9 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 9 北海道

10 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 10 北海道

11 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 11 北海道

12 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 12 北海道

13 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 13 北海道

14 ブロック・カテゴリー別ユース育成マネージャー 北海道 14 北海道

15 ブロックユース育成マネージャー 北海道 15 北海道

16 ブロック・カテゴリー別ユース育成コーチ 北海道 16 北海道

17 現地スタッフ（開催地の補助役員） 北海道 17 北海道

18 現地スタッフ（開催地の補助役員） 北海道 18 北海道

19 現地スタッフ（開催地の補助役員） 北海道 19 北海道

20 現地スタッフ（開催地の補助役員） 北海道 20 北海道

21 現地スタッフ（開催地の補助役員） 北海道 21 北海道

22 北海道

23 北海道

24 北海道

25 北海道

森川　あゆ美 江別市立江陽中学校

瀬尾　千晶 江別市立江別第ニ中学校

鈴谷　勉 札幌市立澄川中学校

小林　淳 江別市立野幌中学校

中西　秀明 札幌創成高校

高橋　和也 札幌市立清田中学校

髙橋　裕之 江別市立江別第一中学校

笹田　宗孝 札幌市立平岡中学校

大内　崇 留萌市立留萌中学校

水嶋　星陽 稚内市立稚内南中学校

今野　希和 恵庭市立恵明中学校

澤田　美瑛 北広島市立大曲中学校

永田　夢乃 北斗市立大野中学校

林　侑都 厚岸町立真龍中学校

秋川　柚子 釧路市立鳥取中学校

後鳥　はづき 釧路町立富原中学校

北川　志帆 札幌市立北栄中学校

三浦　菜々海 札幌市立八軒東中学校

森末　すず 釧路町立遠矢中学校

平下　結夏 北見市立光西中学校

内藤　紫瑛 札幌市立新琴似中学校

瀬戸　彩捺 札幌市立北都中学校

大橋　日和 由仁町立由仁中学校

梅津　奈智香 稚内市立潮見が丘中学校

真壁　あやの 小樽市立菁園中学校

佐藤　貴哉 北斗市立大野中学校 寺嶋　あかり 室蘭市立星蘭中学校

石黒　晋 伊達市立伊達中学校 山口　永恋 苫小牧市立緑陵中学校

大島　恵一 岩見沢市立光陵中学校

佐藤　拓史 苫小牧市立啓北中学校 高見　優花 滝川市立開西中

三上　貴也 士別市立士別南中学校 田口　夢花 士別市立士別南中学校

下山　智之 釧路市立大楽毛中学校 長岡　知優 芽室町立芽室中学校

太田　祥史 札幌市立真栄中学校 出村　萌衣 音更町立下音更中学校

吉田　晃太 帯広市立帯広第二中学校 松永　栞奈 旭川市立広陵中学校

森田　丈介 滝川市立開西中学校 嶋　望早 帯広市立翔陽中学校

中田　恭平 旭川市立東神楽中学校 西出　千恵 富良野市立富良野東中学校

松本　浩文 岩内町立岩内第一中学校 髙橋　禎加 旭川市立緑が丘中学校
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