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氏　　  名 所   属   名FISSLＢｉｂ ----- -----Ｓｔ順

2004 JPN(6301650) 中島 崇秀 足利大学附属高校55.8411

2004 JPN(6301598) 深澤 嵩晴 足利大学附属高校56.0322

2006 JPN(6301987) 鎌田 宇朗 角館高校53.6233

2005 JPN(6301856) 直江 優作 小樽双葉高校41.5544

2005 JPN(6301838) 佐藤 レオン 札幌 SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ50.4655

1995 JPN(0304535) 中村 舜 Nerve fund SC(ﾅｰﾌﾞ ﾌｧﾝﾄﾞ SC)35.1566

2005 JPN(6301785) 権田 武蔵 足利大学附属高校56.9277

2005 JPN(6301802) 野澤 雪丸 札幌第一高校55.5188

2002 JPN(6301320) 尾池 諄海 ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ45.3799

2004 JPN(6301660) 永澤 壮馬 角館高校50.821010

2005 JPN(6301853) 葛巻 福春 小樽双葉高校53.211111

1999 JPN(6300690) 佐藤 竜馬 brain30.561212

2005 JPN(6301852) 原田 望 小樽双葉高校63.381313

1996 JPN(0304801) 松本 達希 嬬恋村ｽﾎﾟｰﾂ協会28.501414

2005 JPN(6301787) 山本 洸貴 長野県中野立志館高校63.571515

2005 JPN(6301855) 濱田 一希 小樽双葉高校65.511616

2004 JPN(6301742) 関戸 誠 小樽双葉高校66.041717

2005 JPN(6301776) 大橋 蔵人 関根学園高校66.701818

2005 JPN(6301897) 手銭 利玖 日本ｳｪﾙﾈｽ長野高校68.381919

2004 JPN(6301629) 佐々木 櫂 札幌第一高校69.732020

2005 JPN(6301851) 木村 颯汰 小樽双葉高校71.352121

2005 JPN(6301777) 上村 脩太 六日町高校71.442222

2005 JPN(6301780) 河野 大峨 飯山高校75.252323

2005 JPN(6301781) 石塚 心樹 角館高校75.502424

2004 JPN(6301597) 遠藤 悠 九里学園76.532525

2005 JPN(6301854) 藤田 駿仁 小樽双葉高校78.022626

2006 JPN(6301955) 高橋 陸都 関根学園高校78.622727

2004 JPN(6301605) 平井 颯馬 長野俊英高校81.302828

2004 JPN(6301628) 寒河江 清弥 山形工業高等学校82.012929

2005 JPN(6301812) 髙橋 駈琉 長野俊英高校82.053030

2006 JPN(6302002) 小川 竜司 日大山形高等学校82.133131

2004 JPN(6301740) 鈴木 幸悦 小樽双葉高校82.133232

2004 JPN(6301647) 高橋 侑也 八海高校82.603333

2004 JPN(6301741) 浅川 岳斗 小樽双葉高校83.083434

2004 JPN(6301654) 武村 勇飛 中野立志館高校83.333535

2001 JPN(6301675) 渡邉 太文 旭川医科大学85.643636

2004 JPN(6301655) 芳賀 芽生 札幌第一高校86.183737

2005 JPN(6301837) 西原 孝俊 北照高校86.623838

2005 JPN(6301775) 峰村 知宏 関根学園高校88.423939

2005 JPN(6301829) 柴崎 凌空 九里学園88.864040

2005 JPN(6301865) 下 康生 鶴来高校89.194141

2006 JPN(6301944) 保坂 宙 長野俊英高等学校89.494242

2005 JPN(6301842) 中川 顕 北海学園札幌高校89.554343

2006 JPN(6302000) 峯岸 陽 山形中央高校91.934444

2005 JPN(6301810) 松倉 徹平 小樽双葉高校92.964545

2004 JPN(6301619) 村井 堅 飛騨神岡高校94.284646

2005 JPN(6301793) 相澤 蓮 東海大学付属札幌高校94.394747

2004 JPN(6301641) 安田 琢待 飯山高校95.324848

2006 JPN(6301942) 竹節 天太 長野県中野立志館高校95.374949

2006 JPN(6302005) 阿部 和人 日大山形高等学校97.895050
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2004 JPN(6301620) 村井 翔 飛騨神岡高校98.325151

2006 JPN(6301970) 武本 柄壱 東奥義塾高校98.375252

2002 JPN(6301297) 村上 嘉應 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ99.535353

2005 JPN(6301790) 阿部 宗平 花輪高校100.435454

2005 JPN(6301843) 森山 太雅 長野俊英高等学校101.025555

2006 JPN(6301998) 今村 心温 旭川明成高校104.665656

2005 JPN(6301827) 斉藤 東真 山形工業高等学校105.605757

2005 JPN(6301783) 千田 隼 角館高校106.845858

2006 JPN(6302004) 杉田 開斗 日大山形高等学校107.215959

2006 JPN(6302008) 小松 大晟 九里学園107.786060

2005 JPN(6301778) 輿水 遥人 小海高校107.816161

2005 JPN(6301832) 林 壱成 山形中央高校113.726262

2005 JPN(6301798) 川田 遥斗 滝川西高校114.336363

2006 JPN(6301953) 内田 桜太郎 関根学園高校118.146464

2005 JPN(6301834) 山本 遥 北海学園札幌高校118.356565

2005 JPN(6301782) 小西 翔汰郎 角館高校118.376666

2004 JPN(6301632) 鈴口 諒真 飛騨高山高校118.606767

2006 JPN(6302014) 山浦 竜斗 新井高校120.936868

2005 JPN(6301773) 磯崎 櫂 上田西高校123.776969

2005 JPN(6301830) 平 一輝 九里学園124.167070

2006 JPN(6301999) 長谷川 岳流 旭川明成高校124.477171

2005 JPN(6301831) 梅津 颯麻 九里学園124.837272

2006 JPN(6301960) 足立 大騎 小樽双葉高校127.267373

2005 JPN(6301825) 淡路 海地 東奥義塾高校128.307474

2006 JPN(6301959) 近藤 快成 小樽双葉高校129.647575

2005 JPN(6301792) 伊藤 冴生 小海高校133.547676

2006 JPN(6301992) 鈴木 來 若松商業高等学校137.817777

2005 JPN(6301788) 岡本 侑 札幌第一高校138.747878

2006 JPN(6301988) 岡田 拓己 角館高校141.247979

2004 JPN(6301600) 福山 修 東奥義塾高校148.008080

2005 JPN(6301822) 中野渡 慶大 柴田学園大学附属高校152.628181

2003 JPN(6301506) 橋本 祐輝 北見工業大学156.558282

2006 JPN(6301947) 堤 琢登 札幌第一高校161.008383

2006 JPN(6301983) 松岡 青空 北照高校161.978484

2004 JPN(6301615) 小山 真輝 北海学園札幌高校162.908585

2006 JPN(6301989) 佐々木 太翔 角館高校164.678686

2005 JPN(6301774) 芦本 孝太 関根学園高校176.748787

2002 JPN(6301407) 田中 俊悟 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾀﾞｽﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ181.638888

2005 JPN(6301795) 髙橋 大貴 東海大学付属札幌高校186.658989

2005 JPN(6301841) 吉川 龍希 北海学園札幌高校191.059090

2005 JPN(6301899) 谷口 陽輝 高島高校191.699191

2004 JPN(6301746) 宮﨑 翼 倶知安高校201.839292

2006 JPN(6301963) 北村 優弥 東海大学付属札幌高校203.099393

2006 JPN(6301997) 石川 大和 旭川明成高校206.969494

2005 JPN(6301858) 小島 悠翔 旭川明成高校321.049595

2004 JPN(6301750) 後藤 昂志 比叡山高校421.179696

2006 JPN(6301984) 渡辺 友規 長野高専9797

2006 JPN(6302007) 茶谷 秀羽 日大山形高等学校9898

2006 JPN(6301982) 平井 翔太 北照高校9999

2006 JPN(6301974) 中田 煌太郎 滝川西高校100100
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2006 JPN(6301969) 小笠原 祥太 柴田学園大学附属高校101101
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