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1 今　國昭 こん　くにあき 北海道七飯町 1 小野　美香 おの　みか 北海道北斗市 26 元井　美穂 もとい　みほ 大阪府堺市

2 石橋　涛栄 いしばし　とうえい 北海道登別市 2 新岡　健一 にいおか　けんいち 北海道札幌市 27 柳田　小春 やなぎた　こはる 北海道江差町

3 田中　覚 たなか　さとる 北海道札幌市 3 三谷　葵 みたに　あおい 神奈川県大和市 28 山本　恵美 やまもと　めぐみ 北海道札幌市

4 中島　美惠子 なかじま　みえこ 北海道函館市 4 榎林　佳世 えのきばやし　かよ 北海道札幌市 29 小梅　洋子 こうめ　ひろこ 北海道江差町

5 近江　修一 おうみ　しゅういち 北海道札幌市 5 竹田　小百合 たけだ　さゆり 北海道札幌市 30 平山　美果 ひらやま　みか 北海道函館市

6 金子　強　 かねこ　つよし　 北海道室蘭市 6 鈴木　亜由美 すずき　あゆみ 東京都江戸川区 31 岩間　瑞江 いわま　みずえ 北海道札幌市

7 西田　ミキエ にしだ　みきえ 北海道上ノ国町 7 押野　朱美 おしの　あけみ 北海道白老町 32 鴨田　有起 かもた　ゆき 北海道千歳市

8 佐藤　克己 さとう　かつみ 北海道帯広市 8 山本　康子 やまもと　やすこ 北海道江差町 33 田中　菜々 たなか　なな 北海道江差町

9 木村　秀道 きむら　ひでみち 北海道江差町 9 鈴木　久弘 すずき　ひさひろ 栃木県宇都宮市 34 髙橋　恵 たかはし　めぐみ 北海道室蘭市

10 長内　柾親 おさない　まさちか 北海道木古内町 10 糸畑　真吾 いとはた　しんご 北海道厚沢部町 35 遠藤　裕香 えんどう　ゆうか 北海道美唄市

11 鈴木　克典 すずき　かつのり 宮城県仙台市 11 林　理華 はやし　りか 北海道札幌市 36 小池　利枝 こいけ　としえ 北海道札幌市

12 成田　捷正 なりた　かつまさ 北海道函館市 12 安井　静穂 やすい　しずほ 北海道札幌市 37 石田　桃子 いしだ　ももこ 北海道札幌市

13 佐藤　美代子 さとう　みよこ 北海道札幌市 13 新保　公 しんぽ　いさお 岩手県山田町 38 亀山　秀一 かめやま　しゅういち 北海道登別市

14 加賀谷　進 かがや　すすむ 秋田県秋田市 14 森田　力志 もりた　つよし 大阪府大阪市 39 今井　柚唯子 いまい　ゆいこ 大阪府堺市

15 渡邊　栄 わたなべ　さかえ 北海道札幌市 15 大沢　理絵 おおさわ　りえ 北海道苫小牧市 40 等々力　順祐 とどりき　よりすけ 北海道札幌市

16 渡辺　欣三 わたなべ　きんぞう 東京都練馬区 16 黒瀬　大地 くろせ　だいち 北海道砂川市 41 三谷　早苗 みたに　さなえ 北海道札幌市

17 飯田　弘 いいだ　ひろし 北海道上ノ国町 17 加須屋　千春 かすや　ちはる 北海道札幌市 42 林　久美子 はやし　くみこ 北海道札幌市

18 原　節子 はら　せつこ 北海道札幌市 18 井村　智恵 いむら　ともえ 北海道岩見沢市 43 小野　征二 おの　せいじ 北海道新ひだか町

19 早坂　健治郎 はやさか　けんじろう 北海道江別市 19 澁田　恵 しぶた　めぐみ 北海道函館市 44 高橋　紗里 たかはし　さり 北海道千歳市

20 稲荷山　治 いなりやま　おさむ 北海道札幌市 20 赤石　ゆかり あかいし　ゆかり 北海道上ノ国町 45 内村　義徳 うちむら　よしのり 北海道札幌市

21 山田　正敏 やまだ　まさとし 北海道札幌市 21 川上　真奈 かわかみ　まな 北海道苫小牧市 46 西口　真由奈 にしぐち　まゆな 奈良県大和郡山市

22 佐藤　洋子 さとう　ようこ 北海道上ノ国町 22 柳田　真 やなぎた　まこと 北海道江差町 47 東　美羽音 あずま　みはね 北海道札幌市

23 宮園　真壽美 みやぞの　ますみ 北海道札幌市 23 村本　広延 むらもと　ひろのぶ 北海道北斗市 48 大西　莉華子 おおにし　りかこ 北海道千歳市

24 酒井　道則 さかい　みちのり 石川県白山市 24 川口　美海 かわぐち　みみ 北海道厚沢部町 49 杉野　由美子 すぎの　ゆみこ 北海道江差町

25 高橋　きぬ子 たかはし　きぬこ 北海道旭川市 25 山下　昌枝 やました　まさえ 北海道新ひだか町 50 道高　勉 みちたか　つとむ 北海道せたな町

※　少年の部決選会出場者につきましては、プログラムをご参照くださいますようお願いいたします。
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第58回江差追分全国大会決選会出場者第24回江差追分熟年全国大会決選会出場者


