
生年 連盟

【 スーパー大回転(ＳＧ) 】 * スタート順 *

氏　　  名 所   属   名SAJSGＢｉｂ ----- -----Ｓｔ順

2005 秋田   (03019629) 千田 隼         角館高校                      111.5411

2005 福島   (03018021) 橘 優太         若松商業高等学校              139.6022

2005 秋田   (03019623) 小西 翔汰郎     角館高校                      137.6033

2006 北海道 (03020755) 北村 優弥       東海大学付属札幌高校          130.5944

2004 福島   (03018425) 溝井 陽向       猪苗代高等学校                112.7855

2005 青森   (03020582) 中野渡 慶大     柴田学園大学附属高校          133.6766

2005 秋田   (03019333) 石塚 心樹       角館高校                      109.6377

2004 福島   (03018424) 星 逢乃         南会津高等学校                116.1488

2005 福島   (03018022) 平野 太一       若松商業高等学校              126.0699

2004 北海道 (03018641) 芳賀 芽生       札幌第一高校                  113.451010

2006 秋田   (03019616) 鎌田 宇朗       角館高校                      84.231111

2005 北海道 (03020134) 野澤 雪丸       札幌第一高校                  101.761212

2005 北海道 (03020298) 相澤 蓮         東海大学付属札幌高校          117.031313

2007 秋田   (03021593) 橋倉 蒼依       角館高校                      146.001414

2004 北海道 (03018796) 佐々木 櫂       札幌第一高校                  100.471515

2007 山形   (03021000) 三上 玖我       山形中央高校                  163.521616

2006 北海道 (03020147) 今村 心温       旭川明成高校                  170.391717

2005 秋田   (03019624) 阿部 宗平       花輪高校                      170.461818

2005 秋田   (03024532) 柴田 大夢       湯沢翔北高校                  175.571919

2005 福島   (03023323) 甲斐 麗温       猪苗代高等学校                176.232020

2006 北海道 (03019937) 石川 大和       旭川明成高校                  176.872121

2005 北海道 (03020149) 髙橋 大貴       東海大学付属札幌高校          192.162222

2006 秋田   (03020903) 佐々木 太翔     角館高校                      195.032323

2006 秋田   (03023627) 岡田 拓己       角館高校                      208.072424

2007 山形   (03022616) 五十嵐 暖       鶴岡市立朝日中学校            222.072525

2007 福島   (03021530) 吉野 心人       猪苗代高等学校                228.222626

2005 青森   (03019255) 蒔苗 來斗       東奥義塾高校                  230.792727

2007 北海道 (03021555) 石坂 穣         札幌第一高校                  238.702828

2007 東京   (03021587) 丸山 隆乃介     青山学院高等部                253.662929

2007 新潟   (03020735) 腰越 温歩       六日町高校                    256.703030

2007 東京   (03022565) 新井 蔵人       豊島区立西巣鴨中学校          258.823131

2007 長野   (03020507) 富井 大作       長野俊英高等学校              262.203232

2007 北海道 (03021303) 太谷 颯吾       東海大学付属札幌高校          265.983333

2004 群馬   (03017779) 大槻 一心       ﾁｰﾑDaDaDaｽｷｰｸﾗﾌﾞ              267.103434

2006 福島   (03021565) 宍戸 鉄兵       南会津高等学校                268.773535

2006 福島   (03021527) 鈴木 來         若松商業高等学校              277.643636

2007 滋賀   (03022650) 石中 仁一郎     志賀中学校                    287.063737

2006 北海道 (03021504) 長谷川 岳流     旭川明成高校                  292.753838

2007 福島   (03023906) 小椋 悠         舘岩中学校                    303.613939

2005 鳥取   (03020239) 佐々木 健佑     鳥取城北高等学校              336.944040

2006 福島   (03022980) 小野寺 郁弥     猪苗代高等学校                339.084141

2006 岩手   (03023536) 米倉 源         岩手高校                      355.534242

2006 岡山   (03021481) 近藤 匠吾       関西高校                      385.294343

2007 山形   (03023985) 設樂 優太郎     米沢市立第六中学校            417.144444

2007 福島   (03023792) 山口 純         会津若松第一中学校            4545

2007 宮城   (03022039) 丹野 慧         名取市立閖上小中学校          4646

2007 福島   (03023008) 目黒 咲翔       南会津高等学校                4747

2007 福島   (03023776) 五十嵐 史哉     猪苗代中学校                  4848

2007 岡山   (03021482) 湯浅 由規       津山工業高校                  4949

2007 岐阜   (03020739) 新谷 凌也       飛騨高山高校                  5050
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氏　　  名 所   属   名SAJSGＢｉｂ ----- -----Ｓｔ順

2006 青森   (03020596) 小笠原 祥太     柴田学園大学附属高校          5151

<< (0273)第29回福島県スキー選手権大会BM2SG >> 2頁開催日 2023/02/15

2023/02/14 17:16:13 年度2023 福島県猪苗代町


