
生年 連盟

【 回転(ＳＬ) 】 * スタート順 *

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

2009 北海道(03024912) 石丸 太一 札幌市立宮の森中学校163.741511

2008 北海道(03023893) 武岡 徳空 南ヶ丘中学校175.501522

2008 北海道(03024579) 伯谷 悠樹 札幌市立藻岩中学校107.821533

2008 北海道(03024591) 関本 航大 日高ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団169.551544

2009 北海道(03025802) 森田 毅 札幌SS PRODCTS ｽｷｰﾁｰﾑ193.541555

2008 北海道(03024588) 菊池 奏汰 札幌市立厚別北中学校135.241566

2009 北海道(03023055) 大黒 巧翔 札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ155.571577

2007 北海道(03022728) 奈須川 雅希 MSR193.331588

2007 北海道(03021424) 山﨑 涼太郎 滝上中学校143.411599

2007 北海道(03022781) 藤島 諒哉 旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ203.7816010

2007 北海道(03022838) 杉本 眞泰 北見北光中学校153.6816111

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148.1416212

2008 北海道(03023200) 伊藤 瑠泉 札幌市立東月寒中学校108.0916313

2008 北海道(03024952) 梅澤 月 奈井江中学校165.8616414

2007 北海道(03022828) 梅澤 則仁 奈井江中学校199.4616515

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207.5616616

2008 北海道(03024711) 小林 真尋 夕張TSOﾚｰｼﾝｸﾞ210.6816717

2007 北海道(03022727) 佐伯 眞之介 MSR212.8216818

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213.2416919

2007 北海道(03023881) 竹内 隆太 伊の沢ﾚｰｼﾝｸﾞ214.2617020

2009 北海道(03025852) 川尻 泰晟 玉越ｽﾄﾘｰﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ215.9617121

2009 北海道(03024441) 須藤 琉心 札幌 SS PRODUCTSｽｷｰﾁｰﾑ218.3017222

2009 北海道(03025874) 川久保 皇佑 陵北中学校219.2717323

2009 北海道(03026268) 山田 悠貴 札幌市立屯田中央中学校224.3517424

2008 北海道(03024810) 村田 拓翔 MSR227.4317525

2009 北海道(03026033) 遠藤 文志郎 ﾆｾｺJST243.7817626

2007 北海道(03022745) 横山 祐汰 留辺蘂ｽｷｰ少年団252.7317727

2007 北海道(03022693) 友兼 大騎 名寄ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団252.8017828

2010 北海道(03026334) 阿武 旺佑 真狩ｽｷｰ連盟254.2617929

2008 北海道(03022729) 三野 賢伸 MSR254.5718030

2009 北海道(03023423) 井上 創太 Raumu.SRT257.7318131

2009 北海道(03025803) 斎藤 友哉 札幌市立真駒内曙中学校261.3618232

2009 北海道(03024593) 太田 渓 小樽銭函中学校261.4018333

2008 北海道(03023814) 對馬 啓太 伊の沢ﾚｰｼﾝｸﾞ262.8918434

2007 北海道(03022945) 加茂 倖大 ふらのｱﾙﾍﾟﾝｼﾞｭﾆｱ269.8718535

2009 北海道(03025851) 清水 大嗣 玉越ｽﾄﾘｰﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ271.1218636

2007 北海道(03022824) 佐原 絆里 札幌市立手稲西中学校271.3218737

2008 茨城(03025043) 中野屋 悦生 茨城ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ291.2418838

2009 北海道(03025567) 沼田 嵐 ﾆｾｺJST291.6018939

2008 北海道(03025107) 中村 有佑 玉越ｽﾄﾘｰﾑﾚｰｼﾝｸﾞ291.9219040

2010 北海道(03024014) 浜松 稜真 札幌市立平岡緑中学校293.6919141

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299.6019242

2007 北海道(03024342) 斉藤 旬 和寒中学校308.7119343

2008 北海道(03023229) 神田 柊斗 占冠中学校315.9119444

2009 北海道(03024832) 田中 理人 旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ317.5319545

2009 北海道(03023995) 林 遼仁 平岡緑中学校324.4219646

2008 北海道(03025062) 工藤 遙真 TEAM BG8326.2419747

2008 北海道(03024577) 佐竹 隼正 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団340.1419848

2008 北海道(03024710) 高野 壮太 夕張TSOﾚｰｼﾝｸﾞ341.1819949

2009 北海道(03025800) 松田 吏生 札幌SS PRODCTS ｽｷｰﾁｰﾑ342.6420050
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2008 北海道(03024828) 大東 啓 北見JAR343.7020151

2009 北海道(03023954) 中山 翔 札幌SS PRODUCTSｽｷｰﾁｰﾑ346.9120252

2007 北海道(03024338) 前中 昭人 富良野西中学校351.3920353

2009 北海道(03026140) 高橋 葉月 長沼ﾏｵｲﾚｰｼﾝｸﾞ359.8220454

2009 北海道(03025821) 斉藤 里柊 前田中学校364.0120555

2008 北海道(03024562) 鈴木 瑛太 今金JRC370.9820656

2007 北海道(03022840) 矢口 唯人 清里中学校373.3520757

2008 北海道(03025172) 久保 怜靖 富良野東中学校374.7220858

2009 北海道(03025826) 金子 泰輔 今金JRC396.3420959

2008 北海道(03022750) 佐藤 琉稀 美幌町ｽｷｰ連盟400.9321060

2009 北海道(03026264) 松本 奏真 富良野西中学校417.7121161

2008 北海道(03024635) 下村 陽士 留萌ｼﾞｭﾆｱｽｷｰ少年団433.9221262

2009 北海道(03025801) 佐藤 朋希 札幌SS PRODCTS ｽｷｰﾁｰﾑ583.5021363

2007 北海道(03022835) 柴田 遥斗 EMSCﾚｰｼﾝｸﾞ646.3921464

2010 北海道(03026135) 新川 蒼一郎 倶知安中学校21565

2010 北海道(03025161) 石崎 伶音 天塩中学校21666

2009 北海道(03026203) 永瀬 來飛 新十津川中学校21767

2009 北海道(03026226) 間所 大智 長沼ﾏｵｲﾚｰｼﾝｸﾞ21868

2009 北海道(03026269) 今井 光晴 小樽市立北陵中学校21969

2009 北海道(03025675) 品田 康太 ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ22070

2009 北海道(03026164) 金澤 悠斗 平岡緑中学校22171

2008 北海道(03025150) 佐々木 彗翔 智恵文中学校22272

2009 北海道(03025865) 山下 陽大 EMSCﾚｰｼﾝｸﾞ22373

2009 北海道(03025589) 小林 瑛介 南富良野中学校22474

2010 北海道(03025584) 川本 大翔 朝日ｽｷｰ連盟22575

2008 北海道(03026238) 青柳 空 美唄ｽｷｰ連盟22676
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