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2003 北海道(03017295) 梅澤 宗利士 北照高校45.1211

2004 北海道(03018903) 鈴木 幸悦 小樽双葉高校58.0922

2004 北海道(03017321) 村瀬 裕矢 東海大学付属札幌高校46.0933

2003 北海道(03017147) 片山 龍馬 北照高校24.9044

2005 北海道(03020378) 葛巻 福春 小樽双葉高校54.6055

2005 北海道(03018811) 直江 優作 小樽双葉高校43.3766

2003 北海道(03017566) 宮島 太陽 北照高校32.3277

2003 北海道(03017307) 髙橋 強 東海大学付属札幌高校50.8288

2005 北海道(03019185) 佐藤 レオン 北照高校45.6199

2003 北海道(03016677) 西原 太陽 北照高校52.911010

2005 北海道(03020134) 野澤 雪丸 札幌第一高校62.711111

2004 北海道(03018091) 関戸 誠 小樽双葉高校46.551212

2003 北海道(03016670) 戸谷 椋 小樽双葉高校36.731313

2003 北海道(03016881) 竹内 一 札幌第一高校44.041414

2005 北海道(03019037) 木村 颯汰 小樽双葉高校58.471515

2005 北海道(03019187) 原田 望 小樽双葉高校67.951616

2003 北海道(03017015) 溝口 陽斗 東海大学付属札幌高校72.041717

2004 北海道(03017958) 浅川 岳斗 小樽双葉高校74.571818

2003 北海道(03017317) 内藤 蓮 東海大学付属札幌高校76.171919

2004 北海道(03018641) 芳賀 芽生 札幌第一高校76.612020

2003 北海道(03016657) 猪股 陸 東海大学付属札幌高校77.762121

2004 北海道(03018639) 内藤 裕平 旭川明成高校80.962222

2005 北海道(03020256) 濱田 一希 小樽双葉高等学校82.122323

2004 北海道(03018665) 結城 圭哉 名寄高校83.072424

2004 北海道(03018796) 佐々木 櫂 札幌第一高校88.532525

2004 北海道(03017301) 田村 颯彪 旭川明成高校98.692626

2004 北海道(03018799) 宮﨑 翼 倶知安高校98.722727

2004 北海道(03017316) 寺嶋 莉輝 北海学園札幌高校100.212828

2004 北海道(03020299) 宍戸 琉斗 恵庭南高校101.902929

2005 北海道(03020298) 相澤 蓮 東海大学付属札幌高校102.163030

2004 北海道(03020289) 小谷 悠斗 北海学園札幌高校104.283131

2005 北海道(03019734) 藤田 駿仁 小樽双葉高校118.563232

2005 北海道(03020290) 中川 顕 北海学園札幌高校118.763333

2004 北海道(03020139) 堀井 康矢 北照高校122.553434

2004 北海道(03018816) 小山 真輝 北海学園札幌高校128.963535

2006 北海道(03020147) 今村 心温 旭川明成高校133.563636

2005 北海道(03020145) 山本 遥 北海学園札幌高校134.203737

2004 北海道(03018584) 笹森 虎 北照高校134.793838

2005 北海道(03020130) 川田 遥斗 滝川西高校136.403939

2003 北海道(03020421) 橋本 祐輝 名寄高校145.374040

2005 北海道(03020286) 岡本 侑 札幌第一高校153.304141

2004 北海道(03021809) 西辻 翔平 札幌工業高校161.064242

2004 北海道(03020254) 尾崎 光 立命館慶祥高校166.344343

2005 北海道(03020168) 西原 孝俊 北照高校170.254444

2004 北海道(03018667) 内田 大晴 旭川明成高校170.824545

2006 北海道(03019937) 石川 大和 旭川明成高校173.844646

2003 北海道(03020144) 吉川 宝 旭川明成高校174.264747

2004 北海道(03016882) 渡辺 翔輝 旭川明成高校175.834848

2005 北海道(03020149) 髙橋 大貴 東海大学付属札幌高校180.414949

2006 北海道(03020293) 松岡 青空 北照高校203.485050

<< (0080)第７4回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会 1頁開催日 2022/01/14

2022/01/13 15:12:09年度2022 *



生年 連盟

【 回転(ＳＬ) 】 * スタート順 *

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

2004 北海道(03019020) 湯地 康太 八雲高校249.475151

2005 北海道(03023151) 吉川 龍希 北海学園札幌高校269.585252

2005 北海道(03024534) 小島 悠翔 旭川明成高校273.715353

2004 北海道(03023060) 箕浦 義輝 帯広農業高校296.555454

2005 北海道(03020135) 古江 昂太 滝川西高校325.445555

2004 北海道(03018653) 野澤 瑠 滝川高校342.505656

2005 北海道(03023602) 牧村 航太郎 遠軽高校401.405757

2004 北海道(03020389) 神戸 雄冬 八雲高校516.015858

2005 北海道(03024533) 織田 楽文 日高高校5959

2006 北海道(03023937) 小原 拓真 常呂高校6060

2006 北海道(03022737) 石岡 凜太郎 室蘭栄高校6161

2005 北海道(03022738) 大江 隼人 登別明日中等教育学校6262
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