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1 41414141 12551 佐藤 大虎 サトウ　タイガ 札幌SSプロダクツ 道央

2 42424242 16676 本川 誠周 モトカワ　セイシュウ かもい岳レーシング 登別

3 43434343 19767 中村 俊介 ナカムラ　シュンスケ 倶知安アルペンスキー少年団 道南

4 44444444 21695 邊春 直生 ベハル　ナオ 上湧別スキー少年団競技部 道東

5 45454545 18873 石川 優太 イシカワ　ユウタ 伊の沢レーシング 旭川

6 46464646 17576 山田 健太 ヤマダ　ケンタ 旭川ジュニアアルペンチーム 旭川

7 47474747 16483 山口 泰生 ヤマグチ　タイセイ 小平SRT 道央

8 48484848 18024 西川 遥人 ニシカワ　ハルト 忠類SS 道東

9 49494949 21249 髙本　悠太 コウモト　ユウタ ほろたちスキー少年団 登別

10 50505050 19470 石川 修 イシカワ シュウ ニセコJrスキーチーム 道南

11 51515151 16681 渡邉 太文 ワタナベ　タモン 栗山ジュニアＲ 旭川

12 52525252 19998 遠藤 晃輔 エンドウ　コウスケ 忠類SS 道央

13 53535353 16715 浜野 真暉 ハマノ　サネアキ アーミンＳ・Ｃ 登別

14 54545454 18280 梶原 幹太 カジハラ　カンタ 斜里スキースポーツ少年団 道東

15 55555555 23171 寺澤　岳人 テラサワ　ガクト 由仁連盟競技部 道南

16 56565656 19477 桑島 大知 クワジマ　ダイチ ふらのアルペンジュニア 登別

17 57575757 17629 玉置　大介 タマキ　ダイスケ 朝日ＡＳＳ 旭川

18 58585858 21427 板橋 聖人 イタバシ　キヨト 斜里スキースポーツ少年団 道東

19 59595959 22062 古野　元一 フルノ　モトカズ 栗山ジュニアレーシング 道南

20 60606060 16350 森囿　竜輝 モリゾノ　リュウキ 深川ジュニアアルペン 旭川

21 61616161 18877 泉 涼風 イズミ　スズカ 由仁連盟競技部 道央

22 62626262 17592 髙橋 遼河 タカハシ　リョウガ ナヨロ藤ジュニアアルペン 道東

23 63636363 19469 石川 凌 イシカワ リョウ ニセコJrスキーチーム 道南

24 64646464 20176 今井 健人 イマイ　ケント 登別ジュニアレーシング 登別

25 65656565 17493 市橋 星弥 イチハシ　セイヤ 朝日ＡＳＳ 旭川

26 66666666 13880 伊藤 翼 イトウ　ツバサ 小平SRT 登別

27 67676767 18727 鈴木 隼人 スズキ　ハヤト 占冠ＳＪＳ 道東

28 68686868 21704 鹿野 海人 シカノ　カイト 札幌アルペンSS少年団 道央

29 69696969 17534 斉藤 宇晃 サイトウ　タカアキ Akira_Top_Team 道南

30 70707070 17365 升田 一樹 マスダ　カズキ 旭川ジュニアアルペンチーム 旭川

31 71717171 19989 石原 卓弥 イシハラ　タクヤ 端野アルペンスキースポーツ少年団 道東

32 72727272 21069 大熊　天眞 オオクマ　テンシン 札幌ＳＳプロダクツ 道央

33 73737373 23795 倉本　将虎 クラモト　マサトラ 日高アルペンＳＳ 登別

34 74747474 21676 湯地 涼太 ユジ　リョウタ 八雲ジュニアレーシング 道南

35 75757575 16398 吉田 圭吾 ヨシダ　ケイゴ ノースヒーロー 旭川

36 76767676 22478 奥原　駿之介 オクハラ　シュンノスケ オーンズレーシングチーム 道央

37 77777777 18804 石井 寛太 イシイ　カンタ 標津金山スキーレーｼﾝｸﾞ 道東

38 78787878 23641 滑川　光 ナメカワ　ヒカル 今金町スキー少年団 道南

39 79797979 20177 大友　詠斗 オオトモ　ナガト 由仁連盟競技部 旭川

40 80808080 21009 大山　諒 オオヤマ　リョウ 長沼マオイレーシング 道央

41 81818181 23741 近藤　脩利 コンドウ　シュリ 紋別スキー少年団 道東

42 82828282 22540 田中 裕基 タナカ　ユウキ 北広島ＪＡＳ 登別

43 83838383 23661 澤田　航志 サワダ　コウシ 大野ジュニアレーシング 道南

44 84848484 17619 本郷　新琉 ホンゴウ　アタル 旭川ジュニアアルペンチーム 旭川

45 85858585 23733 山川　健心 ヤマカワ　ケンシン 紋別スキー少年団 道東

46 86868686 22391 稲元　雄大 イナモト　ユウダイ 長沼マオイレーシング 道央

47 87878787 21791 佐々木 幸生 ササキ　ユキオ 札幌市立緑丘小学校 登別

48 88888888 23559 三浦　崇良 ミウラ　シュラ じゃが太レーシング 道南


