
生年 連盟

【 大回転(ＧＳＬ) 】 * スタート順 *

氏　　  名 所   属   名SAJGSＢｉｂＳｔ順 受付NO

2002 北海道 (03014873) 進藤 拓海       三笠中学校                    131.21411 006

2002 北海道 (03014870) 原山 海         赤井川中学校                  108.33422 001

2002 北海道 (03014874) 溝口 雄陽       深川中学校                    134.52433 007

2003 北海道 (03017007) 遠藤 三四郎     ﾆｾｺ JST                       114.64444 002

2003 北海道 (03015303) 松浦 柊太       旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ             165.08455 015

2002 北海道 (03015198) 吉本 永愛       Fus snow area ｽｷｰｸﾗﾌﾞ         147.13466 011

2003 北海道 (03017295) 梅澤 宗利士     奈井江中学校                  154.51477 013

2003 北海道 (03017015) 溝口 陽斗       深川中学校                    152.11488 012

2003 北海道 (03016881) 竹内 一         日高中学校                    127.73499 003

2004 北海道 (03018627) 西迫 篤志       留辺蘂ｽｷｰ少年団               162.805010 014

2004 北海道 (03018815) 幸田 康義       小樽銭函中学校                140.135111 009

2002 北海道 (03015611) 村瀬 大我       屈足中学校                    131.035212 005

2004 北海道 (03017321) 村瀬 裕矢       札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       145.675313 010

2002 北海道 (03016188) 町田 雅仁       名寄中学校                    137.775414 008

2002 北海道 (03015300) 高 佑樹         旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ             129.365515 004

2002 北海道 (03017019) 辻澤 皓生       南富良野中学校                168.035616 016

2004 北海道 (03018641) 芳賀 芽生       旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ             173.605717 017

2003 北海道 (03017317) 内藤 蓮         発寒中学校                    175.965818 018

2004 北海道 (03018905) 今野 遙也       南富良野中学校                177.645919 019

2005 北海道 (03018813) 松倉 徹平       小樽銭函中学校                180.426020 020

2004 北海道 (03018665) 結城 圭哉       名寄ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団            180.586121 021

2002 北海道 (03018624) 犬飼 陸斗       栗山中学校                    183.216222 022

2003 北海道 (03018907) 渡部 空弥       富良野東中学校                186.796323 023

2003 北海道 (03018789) 葉山 月翔       札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ        188.956424 024

2003 北海道 (03017322) 土屋 昂大       千歳北斗中学校                189.736525 025

2005 北海道 (03018811) 直江 優作       札幌手稲中学校                191.026626 026

2003 北海道 (03017011) 小林 賢司       MSﾚｰｼﾝｸﾞ                      193.376727 027

2002 北海道 (03017635) 平田 真暉       網走ｽｷｰ連盟                   193.876828 028

2004 北海道 (03017301) 田村 颯彪       士別朝日中学校                196.196929 029

2003 北海道 (03017684) 森江 幹太       玉越ｽﾄﾘｰﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ              197.157030 030

2004 北海道 (03018796) 佐々木 櫂       札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       201.767131 031

2003 北海道 (03018784) 木幡 海斗       札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ        207.437232 032

2004 北海道 (03018788) 田澤 直記       札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ        208.927333 033

2004 北海道 (03017316) 寺嶋 莉輝       札幌稲積中学校                212.347434 034

2004 北海道 (03018799) 宮﨑 翼         札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       213.777535 035

2004 北海道 (03017040) 三浦 大空       倶知安中学校                  221.147636 036

2003 北海道 (03016957) 野坂 智己       忠類SS                        223.707737 037

2004 北海道 (03018909) 玉置 友也       上士別中学校                  225.047838 038

2003 北海道 (03018785) 木幡 岳斗       札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ        229.377939 039

2003 北海道 (03020367) 森田 陽介       富良野西中学校                233.118040 040

2004 北海道 (03018663) 藤田 遥誠       占冠中学校                    235.878141 041

2003 北海道 (03020144) 吉川 宝         美幌北中学校                  236.428242 042

2004 北海道 (03020299) 宍戸 琉斗       Fus snow area ｽｷｰｸﾗﾌﾞ         238.478343 043

2004 北海道 (03018816) 小山 真輝       札幌八条中学校                242.088444 044

2004 北海道 (03018669) 佐藤 陽翔       網走ｽｷｰ連盟                   253.198545 045

2005 北海道 (03020271) 平田 恒暉       網走ｽｷｰ連盟                   257.678646 046

2004 北海道 (03021547) 秋田 雄信       札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       259.708747 047

2004 北海道 (03018652) 田野 朝陽       滝川明苑中学校                260.828848 048

2004 北海道 (03018667) 内田 大晴       北見南中学校                  263.278949 049

2004 北海道 (03020277) 板倉 隆一郎     玉越ｽﾄﾘｰﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ              271.989050 050
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2003 北海道 (03020251) 福本 祥大       江別ｽｷｰ連盟                   283.519151 051

2004 北海道 (03020261) 遠藤 浩樹       洞爺湖ｼﾞｭﾆｱ                   298.249252 052

2004 北海道 (03016882) 渡辺 翔輝       占冠中学校                    312.559353 053

2003 北海道 (03021546) 横澤 拳         札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ        376.099454 054

2003 北海道 (03017009) 松澤 拓海       ﾆｾｺ JST                       424.089555 055

2004 北海道 (03021501) 須永 柚次郎     MSﾚｰｼﾝｸﾞ                      9656 057

2004 北海道 (03020389) 神戸 雄冬       八雲中学校                    9757 056

2002 北海道 (03021401) 沼田 凌         長万部中学校                  9858 058

2004 北海道 (03021497) 南 開惺         ﾆｾｺ JST                       9959 060

2003 北海道 (03020421) 橋本 祐輝       風連中学校                    10060 059
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