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1 巴 西田　鈴平 1 八雲 阿部 涼葉 1 森 有本　唄 1 浜分 川村　舞夢
2 巴 平谷　心絆 2 八雲 平井 莉子 2 森 藤田　雄也 2 浜分 竹内　響菜
3 巴 諸川　悠人 3 八雲 古澤 瀬梨菜 3 森 澤口　來輝 3 浜分 長内　柚樹
4 大沼 山口　瑠希愛 4 八雲 平野 羚奈 4 森 橋本　将冴 4 七飯 水上　陽菜
5 赤川 四十物谷　龍輝 5 八雲 中野 夕芽 5 森 野中　蒼太 5 深堀 見延　愛菜
6 桔梗 小山　千翔 6 赤川 岡島 もえ 6 北 福澤　竜起 6 深堀 伊藤　水色
7 桔梗 安田　耀 7 深堀 上貞 友鶴 7 浜分 澤井　秀弥 7 青柳 近藤　未羽
8 桔梗 小野寺　心 8 深堀 高﨑 日椰果 8 上磯 渡部　橙汰 8 江差 若山　颯眞
9 八雲 吉田　航生 9 附属 須田 千寛 9 上磯 宗山　恒生 9 桔梗 新谷　菜々子
10 八雲 秋本　竜雅 10 今金 稲舩 芹菜 10 七飯 小松　彩登 10 桔梗 丹後　心李
11 八雲 成田　伊吹 11 今金 吉本 綺葉 11 七飯 奥津　伸明 11 大野 阿保　いぶき
12 上ノ国 小林　聖宜 12 北檜山 西川 芽愛 12 大野 佐藤　旭 12 大野 澤口　凛
13 大野 野表　勇太 13 上磯 岩谷 歩奈 13 深堀 中山　和人 13 八雲 安藤　愛
14 松前 堀川　聖弥 14 浜分 白府 虹希 14 深堀 高田　悠聖 14 八雲 飯田　心
15 知内 仁尾　然 15 浜分 對馬 心優 15 附属 石津　巧介 15 森 竹内　叶愛
16 福島 祝田　龍乙 16 青柳 飯塚 綾萌 16 附属 石井　陸斗 16 森 呉　静姫
17 上磯 小野寺　蔵己 17 青柳 坂本 未柚 17 附属 前田　瑞貴 17 森 柴田　はる
18 本通 太田　和希 18 青柳 岩谷 茉宥 18 ラ・サール 水嶋　翔野 18 松前 田畑　美羽
19 青柳 井ケ田　朗敬 19 白百合 柳田 花楓 19 ラ・サール 田中　佑一郎 19 北檜山 吉田　洸梨
20 青柳 飯村　飛優 20 尾札部 坂本 モモ 20 ラ・サール 福留　夏野 20 北檜山 澤谷　萌生
21 青柳 丸山　倫太朗 21 森 櫻庭 心笑 21 青柳 髙橋　龍麗 21 附属 岩田　美南
22 江差 松井　琉希 22 森 澤田 愛菜 22 青柳 永田　偉丸 22 附属 石澤　唯理
23 森 山口　桐颯 23 五稜郭 室谷 早乃実 23 八雲 平井　唯翔 23 附属 星　凪咲
24 森 大塚　翔雅 24 大中山 西川 祐爾 24 八雲 戸田　蓮 24 巴 山本　萌
25 浜分 福田　真生 25 大中山 板東 有咲 25 巴 熊田　士佑 25 大中山 志賀谷　穂乃葉
26 浜分 岡地　優人 26 巴 藤田 いろは 26 福島 佐々木　太郎 26 大沼 財津　空子
27 浜分 中川　詩音 27 大野 土手 菜乃華 27 港 工藤　優斗 27 北 大﨑　紗彩
28 深堀 澤　海希 28 本通 小柳 さくら 28 港 竹内　拓樹 28 赤川 髙橋　沙耶
29 七飯 安藤　咲太朗 29 本通 村松 真緒 29 湯川 安井　大空 29 赤川 神山　愛結
30 七飯 浅野　条侍 30 北 金津 小花 30 湯川 小幡　泰暉 30 上磯 山田　唯
31 戸倉 小野寺　優月 31 七飯 三浦 朱夏 31 本通 小柳　航太 31 上磯 三川　ゆい
32 五稜郭 山崎　涼瑚 32 亀田 谷口 菜緒 32 本通 滝花　昇吾 32 本通 三浦　愛梨
33 附属 小笠原　範礼 33 亀田 中村 楓 33 亀田 小熊　陸斗 33 今金 濱田　栞里
34 附属 扇谷　駿輔 34 亀田 伊藤 萌華 34 亀田 長内　晴空 34 亀田 加藤　柊凛奈
35 附属 橋本　恵佑 35 亀田 佐藤 夕波 35 亀田 成田　一斗 35 亀田 伊勢谷　すずほ

1年生　男子 1年生　女子 2年生　男子 2年生　女子

H30函館選抜 候補選手一覧


