
生年 連盟

【 大回転(ＧＳＬ) 】 * スタート順 *

氏　　  名 所   属   名SAJGSＢｉｂＳｔ順 受付NO

2005 北海道 (03018910) 前鼻 凛愛       和寒中学校                    126.6611 004

2004 北海道 (03018810) 岡田 花梨       札幌稲積中学校                170.3322 014

2003 北海道 (03015003) 堀江 伽倉       占冠中学校                    111.4333 003

2003 北海道 (03017028) 横山 倫花       美幌北中学校                  176.2644 015

2002 北海道 (03017037) 若杉 依瑠       新得中学校                    152.6255 011

2004 北海道 (03018794) 大井 桃羽       札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       154.7366 012

2005 北海道 (03018812) 西山 美優       小樽銭函中学校                144.9177 008

2002 北海道 (03020283) ｲﾜﾉﾜ ｱﾘｰﾅ       札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ        146.1688 009

2003 北海道 (03016955) 藤森 爽         ﾌｪﾆｯｸｽﾒﾑﾛﾚｰｼﾝｸﾞ               106.7199 002

2002 北海道 (03015004) 前田 理利       名寄ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団            79.831010 001

2003 北海道 (03017319) 平地 佳奈子     札幌市立八軒中学校            132.551111 005

2004 北海道 (03019008) 嘉屋 美咲       由仁中学校                    151.981212 010

2003 北海道 (03017297) 中嶋 鼓         砂川中学校                    133.741313 006

2002 北海道 (03014086) 吉野 百合子     札幌平岸高校                  135.461414 007

2004 北海道 (03018666) 朝日 美依奈     和寒中学校                    168.311515 013

2005 北海道 (03018817) 吉野 日奈子     Fus snow area ｽｷｰｸﾗﾌﾞ         180.681616 016

2003 北海道 (03018626) 川島 侑         名寄東中学校                  183.251717 017

2003 北海道 (03017305) 遠藤 里咲       札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ        183.771818 018

2004 北海道 (03018661) 竹谷 紗里依     幌加内中学校                  185.501919 019

2002 北海道 (03014674) 竹之内 ももこ   ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ          189.502020 020

2005 北海道 (03019024) 山田 悠可       ﾆｾｺ花園SRT                    192.142121 021

2003 北海道 (03015056) 石垣 七海       稚内南中学校                  193.092222 022

2003 北海道 (03017036) 村山 光         枝幸中学校                    202.222323 023

2003 北海道 (03020184) 松浦 実育       恵庭中学校                    207.912424 024

2005 北海道 (03018814) 村上 夢桜       札幌中学校                    208.032525 025

2003 北海道 (03017013) 田本 結楓       共和中学校                    214.482626 026

2004 北海道 (03019054) 村田 夕海       旭中学校                      231.662727 027

2004 北海道 (03020265) 杉岡 春奈       占冠中学校                    246.382828 028

2004 北海道 (03020266) 杉岡 若奈       占冠中学校                    261.292929 029

2005 北海道 (03018798) 野原 夕瑚       札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       289.963030 030

2004 北海道 (03019019) 石黒 梨         八雲ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰ少年団      292.123131 031

2003 北海道 (03018792) 伊丹 凛々子     札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団       292.423232 032

2003 北海道 (03020335) 古川 ゆら       栗山中学校                    309.373333 033

2003 北海道 (03018904) 稲場 心優       あいの里東中学校              521.943434 034

2004 北海道 (03021423) 鈴木 結女       岩見沢市立光陵中学校          3535 035
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