
生年 連盟

【 回転(ＳＬ) 】 * スタート順 *

氏　　  名 所   属   名SAJSLＢｉｂＳｔ順 受付NO

2005 北海道 (03021503) 上元 浩文       岩内町立岩内西小学校          311 030

2005 北海道 (03020300) 長南 理大       Fus snow area ｽｷｰｸﾗﾌﾞ         241.15322 009

2006 北海道 (03020549) 大久保 碧羽     札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ        288.36333 017

2006 北海道 (03021634) 赤松 諒侑       ﾆｾｺｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ                344 031

2005 北海道 (03020290) 中川 顕         玉越ｽﾄﾘｰﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ              199.17355 005

2005 北海道 (03020135) 古江 昂太       TEAM BG8                      299.70366 020

2007 北海道 (03021524) 田中 琉翔       稚内潮見が丘小学校            377 034

2006 北海道 (03021548) 谷口 柊人       札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       388 029

2006 北海道 (03021507) 堤 琢登         岩見沢市立南小学校            399 036

2006 北海道 (03020136) 片山 喜一朗     岩見沢美園小学校              208.814010 006

2006 北海道 (03019293) ミークル ヘミ   ﾆｾｺ JST                       287.484111 016

2007 北海道 (03021551) 土田 大地       玉越ｽﾄﾘｰﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ              4212 035

2006 北海道 (03021558) 斎藤 彰太       石狩緑苑台小学校              365.704313 025

2005 北海道 (03020298) 相澤 蓮         Fus snow area ｽｷｰｸﾗﾌﾞ         239.714414 008

2005 北海道 (03020134) 野澤 雪丸       名寄中名寄小学校              262.054515 012

2005 北海道 (03020256) 濱田 一希       岩見沢ﾚｰｼﾝｸﾞ                  254.554616 010

2006 北海道 (03021525) 森 一樹         稚内潮見が丘小学校            4717 039

2006 北海道 (03021500) 小林 駿太       MSﾚｰｼﾝｸﾞ                      4818 033

2006 北海道 (03021556) 太田 岳         小樽銭函小学校                323.524919 022

2005 北海道 (03020143) 布目 洋行       留辺蘂ｽｷｰ少年団               260.155020 011

2006 北海道 (03021550) 小山 大喜       玉越ｽﾄﾘｰﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ              5121 027

2005 北海道 (03020297) 樋口 侑我       小樽桂岡小学校                305.095222 021

2005 北海道 (03019187) 原田 望         札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ        161.615323 002

2006 北海道 (03020147) 今村 心温       帯広森の里小学校              174.675424 004

2007 北海道 (03021555) 石坂 穣         西当別小学校                  5525 028

2006 北海道 (03021554) 北村 航大       Fus snow area ｽｷｰｸﾗﾌﾞ         5626 040

2006 北海道 (03021560) 平井 翔太       札幌栄北小学校                5727 038

2005 北海道 (03021533) 友兼 涼輔       名寄ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団            5828 037

2005 北海道 (03020145) 山本 遥         留辺蘂ｽｷｰ少年団               290.855929 018

2005 北海道 (03019185) 佐藤 レオン     札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ        163.466030 003

2006 北海道 (03021504) 長谷川 岳流     都小学校                      296.926131 019

2006 北海道 (03020293) 松岡 青空       ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ          275.336232 014

2005 北海道 (03020267) 渡辺 堅成       占冠中央小学校                353.006333 024

2006 北海道 (03021553) 足立 大騎       札幌手稲西小学校              6434 032

2005 北海道 (03019933) 桑江 常旗       旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ             159.986535 001

2005 北海道 (03020286) 岡本 侑         札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       229.186636 007

2005 北海道 (03020284) 及川 佳希       札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       380.686737 026

2005 北海道 (03019186) 田澤 佑記       札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ        282.766838 015

2005 北海道 (03020292) 橋本 倖         ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ          327.666939 023

2006 北海道 (03021549) 加納 早陸       玉越ｽﾄﾘｰﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ              272.637040 013
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