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1 201201201201 21070 天野 絢登 アマノ　ケント 紋別ｽｷｰ少年団 道東

2 202202202202 17921 高 佑樹 タカ　ユウキ 旭川ジュニアアルペン 旭川

3 203203203203 19771 原山　海 ハラヤマ　ウミ キロロレーシング 道央

4 204204204204 19770 我満　龍治 ガマン　リュウジ 玉越ストリームレーシング 道南

5 205205205205 16683 浦井 駿太朗 ウライ　シュンタロウ 札幌アルペンＳＳ少年団 登別

6 206206206206 18702 溝口 雄陽 ミゾグチ　ユウヒ 深川ジュニアアルペン 旭川

7 207207207207 18888 松本 充史 マツモト　アツシ 玉越ストリームレーシング 道南

8 208208208208 21429 那須　駿矢 ナス　トシヤ 札幌アルペン少年団 登別

9 209209209209 20455 三森　修自 ミツモリシュウジ 札幌アルペンスキースポーツ少年団 道央

10 210210210210 22400 服部 慎也 ハットリ　シンヤ 紋別スキー少年団 道東

11 211211211211 19772 高橋　星多 タカハシ　ショウタ 札幌アルペンスキースポーツ少年団 登別

12 212212212212 21856 加藤 雄希 カトウ　ユウキ 忠類スキー少年団 道央

13 213213213213 17639 進藤 拓海 シンドウ タクミ 三笠ﾚｰｼﾝｸﾞ 旭川

14 214214214214 21298 寺井 駿太郎 テライ　シュンタロウ 玉越ストリームレーシング 道南

15 215215215215 19637 竹内 優 タケウチ　ユウ 留辺蘂スキースポーツ少年団 道東

16 216216216216 19769 山中　新汰 ヤマナカ　アラタ キロロレーシング 道央

17 217217217217 22061 犬飼 陸斗 イヌカイ　リクト 栗山ジュニアレーシング 道南

18 218218218218 22969 町田 雅仁 マチダ　マサト ナヨロ藤ジュニアレーシング 旭川

19 219219219219 18726 藤原 凛 フジワラ　リン 占冠ＳＪＳ 登別

20 220220220220 19614 辻澤　皓生 ツジサワ　コウセイ 南富良野ＳＪＳ 道東

21 221221221221 17394 佐藤 匠悟 サトウ　ショウゴ 増毛暑寒レーシング 道央

22 222222222222 17597 佐藤 市乃 サトウ　イチノ 枝幸三笠山SC 旭川

23 223223223223 21690 大東 翔 オオヒガシ　ショウ 北見ジュニアアルペンレーシング 道東

24 224224224224 23642 鍵谷　友飛 カギヤ　ユウヒ オーンンズレーシングチーム 登別

25 225225225225 21777 斎藤 宇哉 サイトウ　タカヤ 札幌アルペンスキースポーツ少年団 道央

26 226226226226 19398 中島 啓太 ナカシマ　ケイタ 芽室SS 道東

27 227227227227 18890 前田　友哉 マエダ　トモヤ 滝川レーシング 旭川

28 228228228228 23847 秋田　亘敬 アキタ　コウスケ 夕張TSOレーシング 登別

29 229229229229 23688 鈴木　怜遠 スズキ　レオン 京極アルペン少年団 道南

30 230230230230 20447 岡本　築玖 オカモト　キズク 札幌アルペンスキー少年団 道央

31 231231231231 22454 前鼻　弥優 マエハナ　ミユ 和寒アルペンスキー少年団 旭川

32 232232232232 19774 高内　凱斗 タカウチ　カイト 留辺蕊スキースポーツ少年団 道東

33 233233233233 22412 澤田 拓眞 サワダ　タクマ 夕張TSOレーシング 登別

34 234234234234 22448 長岡　千弘 ナガオカ　チヒロ 今金ＪＲＣ 道南

35 235235235235 18725 澤田 健太 サワダ　ケンタ ふらのアルペンジュニア 旭川

36 236236236236 17974 渡辺 来智 ワタナベ　ライチ 留辺蕊スキースポーツ少年団 道東

37 237237237237 21702 彫谷　匠 ホリヤ　タクミ キロロレーシング 道央

38 238238238238 21793 尾田 健次朗 オダ　ケンジロウ アーミンS.C 登別

39 239239239239 19557 竹田　翔己 タケダ　ショウキ おおのジュニア 道南

40 240240240240 19508 堰代 大貴 セキシロ　ダイキ 留辺蘂スキースポーツ少年団 旭川

41 241241241241 22497 松浦 柊太 マツウラ　シュウタ 旭川ジュニアアルペン 道東

42 242242242242 18999 林 知真 ハヤシ　カズマ 小平ＳＲＴ 道央

43 243243243243 23824 田口　大貴 タグチ　ダイキ アーミンS.C 登別

44 244244244244 23759 佐藤　奨悟 サトウ ショゴ 知内スキー少年団 道南

45 245245245245 21701 古屋　佑人 フルヤ　ユウト 札幌アルペンスキースポーツ少年団 旭川

46 246246246246 21691 齊藤 平良 サイトウ　タイラ 上湧別ジュニアレーシング 道央

47 247247247247 23804 吉本　永愛 ヨシモト　トア Fu`sアルペン 登別


