
生年 連盟

【 回転(ＳＬ) 】 * スタート順 *

氏　　  名 所   属   名SAJSLＢｉｂ ----- -----Ｓｔ順

2006 北海道(03020147) 今村 心温 帯広緑園中学校201.961511

2005 北海道(03020256) 濱田 一希 岩見沢明成中学校185.511522

2005 北海道(03019037) 木村 颯汰 小樽双葉高校111.261533

2005 北海道(03018811) 直江 優作 小樽双葉高校103.701544

2005 青森(03019255) 蒔苗 來斗 弘前第三中学校162.831555

2005 北海道(03019185) 佐藤 レオン 札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ131.891566

2005 北海道(03019187) 原田 望 夕張TSOﾚｰｼﾝｸﾞ136.551577

2006 北海道(03019293) ミークル ヘミ 札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ170.181588

2005 北海道(03019186) 田澤 佑記 夕張TSOﾚｰｼﾝｸﾞ198.081599

2005 北海道(03018813) 松倉 徹平 小樽双葉高校155.4116010

2006 北海道(03021556) 太田 岳 小樽銭函中学校196.0016111

2005 北海道(03020134) 野澤 雪丸 名寄東中学校171.8116212

2005 北海道(03020290) 中川 顕 玉越ｽﾄﾘｰﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ166.6216313

2006 北海道(03020136) 片山 喜一朗 三笠レーシング167.2116414

2006 秋田(03019616) 鎌田 宇朗 角館中学校125.3516515

2005 北海道(03020298) 相澤 蓮 玉越ｽﾄﾘｰﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ202.3516616

2006 北海道(03021500) 小林 駿太 MSﾚｰｼﾝｸﾞ204.7716717

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215.2116818

2006 北海道(03021553) 足立 大騎 札幌市立手稲西中学校253.1816919

2005 岩手(03019728) 山下 希風 九戸中学校255.0617020

2006 北海道(03021550) 小山 大喜 手稲東中学校256.5217121

2006 北海道(03021504) 長谷川 岳流 赤井川中学校260.5117222

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260.6117323

2005 北海道(03023942) 永渕 太雄 otobeスキークラブ265.9617424

2007 北海道(03022838) 杉本 眞泰 北見市北光中学校277.2117525

2007 北海道(03022810) 横澤 宙 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団282.0417626

2006 北海道(03021507) 堤 琢登 三笠レーシング296.4917727

2005 北海道(03023998) 内海 晃太朗 otobeスキークラブ299.9617828

2007 北海道(03022812) 林 滉人 玉越ストリームレーシング302.6717929

2006 北海道(03021634) 赤松 諒侑 黒松内中学校304.5518030

2005 北海道(03020145) 山本 遥 留辺蘂ｽｷｰ少年団314.3318131

2007 北海道(03022254) 千葉 綾太 日高中学校323.3118232

2007 北海道(03022781) 藤島 諒哉 旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ325.9218333

2005 北海道(03020149) 髙橋 大貴 忠類SS329.6718434

2007 北海道(03022693) 友兼 大騎 名寄ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団334.2818535

2007 北海道(03022828) 梅澤 則仁 奈井江中学校334.8418636

2007 北海道(03022728) 奈須川 雅希 MSﾚｰｼﾝｸﾞ338.1218737

2007 北海道(03022816) 武田 慶永 ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ339.8818838

2006 北海道(03019937) 石川 大和 伊の沢ﾚｰｼﾝｸﾞ343.5418939

2007 北海道(03022805) 大井 雄慎 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団347.7419040

2007 北海道(03022815) 菊池 大誠 ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ360.9219141

2006 北海道(03021625) 伊藤 侑希 ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ368.2319242

2006 北海道(03021560) 平井 翔太 札幌栄中学校369.9519343

2008 北海道(03022729) 三野 賢伸 MSレーシング380.9819444

2007 北海道(03022249) 渡邊 孝介 美唄中学校385.1519545

2007 北海道(03022727) 佐伯 眞之介 MSﾚｰｼﾝｸﾞ390.3019646

2007 北海道(03023820) 勝見 颯斗 比布レ-シングスキ-クラブ396.0619747

2007 北海道(03022945) 加茂 倖大 ふらのｱﾙﾍﾟﾝｼﾞｭﾆｱ399.5919848

2007 北海道(03021424) 山﨑 涼太郎 滝上中学校409.8319949

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413.4320050
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2008 北海道(03024092) 冨樫 雅久人 札幌市立柏中学校422.5320151

2007 北海道(03023881) 竹内 隆太 伊の沢レーシング430.3920252

2007 北海道(03022824) 佐原 絆里 札幌市立手稲西中学校445.7120353

2007 北海道(03022840) 矢口 唯人 清里中学校446.9120454

2007 北海道(03023900) 岩崎 鼓太郞 留辺蘂スキー少年団459.0720555

2007 北海道(03024338) 前中 昭人 富良野西中学校462.7620656

2006 北海道(03023547) 半田 航大 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団478.2420757

2006 北海道(03023715) 盛 飛雄斗 士別中学校612.3320858

2007 北海道(03024342) 斉藤 旬 和寒中学校20959

2005 北海道(03023964) 三浦 良太 札幌SS PRODUCTSｽｷｰﾁｰﾑ21060

2005 北海道(03023963) 吉岡 杜生 札幌SS PRODUCTSｽｷｰﾁｰﾑ21161
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