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【 大回転(ＧＳＬ) 】 * スタート順 *

氏　　  名 所   属   名SAJGSＢｉｂ ----- -----Ｓｔ順

2002 北海道(03014878) 福田 幸太郎 北照高校41.4711

2003 北海道(03016670) 戸谷 椋 小樽双葉高校58.0422

2002 北海道(03016188) 町田 雅仁 札幌第一高校59.2433

2002 北海道(03014870) 原山 海 倶知安高校46.6344

2002 北海道(03015013) 加藤 雄希 札幌第一高校37.6955

2002 北海道(03014874) 溝口 雄陽 東海大学付属札幌高校62.0866

2002 北海道(03015193) 松本 充史 小樽双葉高校54.7177

2003 北海道(03017566) 宮島 太陽 北照高校47.1688

2003 北海道(03017147) 片山 龍馬 北照高校33.2299

2003 北海道(03017007) 遠藤 三四郎 小樽双葉高校60.991010

2002 北海道(03015559) 宮澤 虎ノ介 小樽双葉高校50.581111

2002 北海道(03014872) 山中 新汰 札幌第一高校33.281212

2002 北海道(03016210) 黒岩 樹生 東海大学付属札幌高校29.781313

2003 北海道(03015483) 市村 柊人 東海大学付属札幌高校40.311414

2003 北海道(03016881) 竹内 一 札幌第一高校55.981515

2004 北海道(03017958) 浅川 岳斗 小樽双葉高校63.641616

2002 北海道(03015120) 天野 絢登 東海大学付属札幌高校64.381717

2002 北海道(03014873) 進藤 拓海 東海大学付属札幌高校65.031818

2003 北海道(03017307) 髙橋 強 東海大学付属札幌高校71.391919

2003 北海道(03017295) 梅澤 宗利士 北照高校72.622020

2002 北海道(03015300) 高 佑樹 旭川明成高校73.102121

2002 北海道(03015611) 村瀬 大我 札幌第一高校75.542222

2002 北海道(03013728) 小栗 浩輝 北照高校77.922323

2003 北海道(03017015) 溝口 陽斗 東海大学付属札幌高校81.112424

2002 北海道(03015185) 斎藤 宇哉 東海大学付属札幌高校82.162525

2003 北海道(03015811) 服部 慎也 北照高校86.482626

2002 北海道(03015100) 鈴木 怜遠 蘭越高校91.762727

2003 北海道(03017317) 内藤 蓮 東海大学付属札幌高校92.252828

2003 北海道(03016657) 猪股 陸 東海大学付属札幌高校94.292929

2002 北海道(03017635) 平田 真暉 札幌第一高校95.313030

2004 北海道(03018091) 関戸 誠 小樽双葉高校97.383131

2004 北海道(03018799) 宮﨑 翼 倶知安高校97.403232

2003 北海道(03016299) 間澤 翔笙 旭川明成高校104.393333

2003 北海道(03016677) 西原 太陽 北照高校105.293434

2004 北海道(03020289) 小谷 悠斗 北海学園札幌高校109.273535

2002 北海道(03015635) 岩堀 光 東海大学付属札幌高校110.053636

2004 北海道(03018796) 佐々木 櫂 札幌第一高校110.083737

2004 北海道(03018903) 鈴木 幸悦 小樽双葉高校111.613838

2003 北海道(03018789) 葉山 月翔 北海学園札幌113.203939

2004 北海道(03017321) 村瀬 裕矢 東海大学付属札幌高校116.044040

2003 北海道(03017683) 後藤 大己 旭川明成高校116.094141

2004 北海道(03020139) 堀井 康矢 北照高校118.904242

2004 北海道(03020299) 宍戸 琉斗 恵庭南高校123.034343

2004 北海道(03018641) 芳賀 芽生 札幌第一高校125.214444

2004 北海道(03017316) 寺嶋 莉輝 北海学園札幌高校126.404545

2005 北海道(03018811) 直江 優作 小樽双葉高校127.844646

2003 北海道(03023059) 原田 侑駿 北照高校130.124747

2004 北海道(03018639) 内藤 裕平 旭川明成高校132.334848

2002 北海道(03021812) 早坂 海人 帯広農業高校141.624949

2005 北海道(03019037) 木村 颯汰 小樽双葉高校143.935050
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2003 北海道(03017009) 松澤 拓海 倶知安高校144.315151

2004 北海道(03018665) 結城 圭哉 名寄高校144.725252

2004 北海道(03018584) 笹森 虎 北照高校145.025353

2002 北海道(03022847) 田中 俊悟 日高高校151.505454

2004 北海道(03018816) 小山 真輝 北海学園札幌高校154.055555

2004 北海道(03017301) 田村 颯彪 旭川明成高校155.485656

2003 北海道(03020144) 吉川 宝 旭川明成高校156.445757

2005 北海道(03017624) 秦 憲伸 旭川明成高校160.615858

2004 北海道(03021809) 西辻 翔平 札幌工業高校168.265959

2004 北海道(03018671) 服部 誠也 北海道紋別高等学校174.856060

2004 北海道(03016882) 渡辺 翔輝 旭川明成高校184.176161

2004 北海道(03018667) 内田 大晴 旭川明成高校191.246262

2003 北海道(03021516) 出口 達稀 北見商業高校198.246363

2005 北海道(03018813) 松倉 徹平 小樽双葉高校210.616464

2003 北海道(03020421) 橋本 祐輝 名寄高校229.156565

2004 北海道(03023060) 箕浦 義輝 帯広農業高校239.796666

2004 北海道(03020254) 尾崎 光 立命館慶祥高校241.946767

2003 北海道(03018670) 齊藤 平良 遠軽高校246.486868

2004 北海道(03019020) 湯地 康太 八雲高校298.076969

2004 北海道(03018653) 野澤 瑠 滝川高校305.107070

2004 北海道(03020389) 神戸 雄冬 八雲高校348.677171

2002 北海道(03022848) 佐藤 奨悟 知内高校7272

2005 北海道(03024000) 武田 啓斗 日高高校7373

2004 北海道(03020270) 齋藤 光 留萌高校7474
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