
生年 連盟

【 大回転(ＧＳＬ) 】 * スタート順 *

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

2006 北海道(03021553) 足立 大騎 札幌市立手稲西中学校182.941411

2009 北海道(03023055) 大黒 巧翔 札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ190.471422

2006 北海道(03021560) 平井 翔太 札幌栄中学校197.101433

2006 北海道(03020147) 今村 心温 旭川明成高校103.421444

2006 北海道(03021507) 堤 琢登 三笠レーシング171.021455

2008 北海道(03024092) 冨樫 雅久人 札幌市立柏中学校188.351466

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195.761477

2007 北海道(03022828) 梅澤 則仁 奈井江中学校192.891488

2006 北海道(03019937) 石川 大和 旭川明成高校132.661499

2006 北海道(03021504) 長谷川 岳流 赤井川中学校166.7515010

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209.0715111

2007 北海道(03021555) 石坂 穣 夕張TSOレーシング171.6615212

2006 北海道(03021556) 太田 岳 小樽銭函中学校154.3215313

2006 北海道(03023937) 小原 拓真 常呂高校202.7915414

2007 北海道(03022838) 杉本 眞泰 北見市立北光中学校197.0115515

2007 北海道(03022728) 奈須川 雅希 MSR217.8815616

2007 北海道(03022781) 藤島 諒哉 旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ219.7615717

2007 北海道(03022249) 渡邊 孝介 美唄中学校220.6215818

2008 北海道(03024588) 菊池 奏汰 札幌市立厚別北中学校227.9715919

2007 北海道(03022945) 加茂 倖大 ふらのｱﾙﾍﾟﾝｼﾞｭﾆｱ230.3516020

2007 北海道(03023881) 竹内 隆太 伊の沢レーシング231.7016121

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247.8916222

2007 北海道(03023170) 筒井 聖遥 Fu's snow area ｽｷｰｸﾗﾌﾞ248.2916323

2008 北海道(03024952) 梅澤 月 奈井江中学校248.5916424

2009 北海道(03024441) 須藤 琉心 札幌　SS PRODUCTS249.8716525

2008 北海道(03024711) 小林 真尋 夕張TSOレーシング250.5016626

2008 北海道(03024591) 関本 航大 日高アルペンスキー少年団252.4116727

2007 北海道(03022824) 佐原 絆里 札幌市立手稲西中学校253.2816828

2007 北海道(03022745) 横山 祐汰 留辺蘂ｽｷｰ少年団255.0016929

2008 北海道(03023200) 伊藤 瑠泉 札幌市立東月寒中学校257.3817030

2007 北海道(03022727) 佐伯 眞之介 MSR261.9517131

2008 北海道(03022729) 三野 賢伸 MSR262.4817232

2007 北海道(03024338) 前中 昭人 富良野西中学校266.0817333

2008 北海道(03025005) 植田 泰正 かもい岳レーシング268.3217434

2008 北海道(03023893) 武岡 徳空 Fus　snow　area　ｽｷｰｸﾗﾌﾞ279.7817535

2007 北海道(03023900) 岩崎 鼓太郞 留辺蘂スキー少年団292.3617636

2008 北海道(03023229) 神田 柊斗 占冠中学校293.9117737

2008 北海道(03024710) 高野 壮太 夕張TSOレーシング296.8317838

2009 北海道(03024593) 太田 渓 小樽銭函中学校300.7817939

2008 北海道(03022750) 佐藤 琉稀 美幌町ｽｷｰ連盟307.1318040

2007 北海道(03023720) 加賀 真一 TEAMBG8308.6718141

2008 北海道(03024828) 大東 啓 北見JAR308.9318242

2008 北海道(03024575) 川田 眞寿 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団323.3118343

2008 北海道(03024637) 高橋 直幹 ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ329.8018444

2007 北海道(03022835) 柴田 遥斗 EMSCレーシング334.9218545

2008 北海道(03025172) 久保 怜靖 富良野東中学校337.3118646

2008 北海道(03024576) 宮下 永遠 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団338.7118747

2007 北海道(03022840) 矢口 唯人 清里中学校339.3518848

2008 北海道(03025062) 工藤 遙真 TEAM BG8340.6218949

2009 北海道(03024832) 田中 理人 旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ387.8419050
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2008 北海道(03024345) 菊地 春翔 網走スキー連盟411.4519151

2006 北海道(03024370) 工藤 悠太 佐呂間中学校19252

2008 北海道(03024562) 鈴木 瑛太 今金JRC19353

2009 北海道(03024912) 石丸 太一 札幌市立宮の森中学校19454
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