
生年 連盟

【 回転(ＳＬ) 】 * スタート順 *

氏　　  名 所   属   名SAJSLＢｉｂＳｔ順 受付NO

2001 東京   (03013759) 宮脇 駿         ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC                 271 036

2000 長野   (03011615) 太田 樹         小谷小学校                     282 003

2000 東京   (03013354) 岡本 龍         ｽﾎﾟｰﾂﾌｧﾝｸｼｮﾝ                   293 006

2001 長野   (03013298) 北林 凌         白馬北小学校                   304 022

2002 長野   (03013297) 切久保 仁朗     白馬北小学校                   315 047

2000 長野   (03011616) 深澤 竜之介     小谷小学校                     326 002

2001 東京   (03013350) 吉田 剛         ｽﾎﾟｰﾂﾌｧﾝｸｼｮﾝSC                 337 027

2001 東京   (03014553) 藤澤 宏多       ﾁｰﾑﾃｨｰｼｰｴｽ                     348 023

2001 群馬   (03013212) 久保田 和輝     長野原第一小学校               359 020

2002 東京   (03013760) 川手 健太郎     ICI石井ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ               3610 043

2001 東京   (03014574) 井上 雅王       ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ              3711 041

2001 長野   (03014090) 寺島 海         南牧南小学校                   3812 019

2000 長野   (03011614) 石塚 翼         小谷小学校                     3913 008

2001 長野   (03013099) 坂本 一馬       山ノ内北小学校                 4014 033

2001 長野   (03013296) 藤本 凌輔       白馬北小学校                   4115 031

2000 東京   (03012773) 田邉 健太       ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC                 4216 016

2000 長野   (03011613) 相澤 壮大       小谷小学校                     4317 015

2000 東京   (03012828) 野原 翔平       ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ              4418 011

2001 東京   (03013753) 工藤 亮太       ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ              4519 029

2001 長野   (03013299) 小山 元輝       白馬北小学校                   4620 021

2001 群馬   (03013211) 久保田 元輝     長野原第一小学校               4721 018

2001 東京   (03013670) 今野 太生       練馬区ｽｷｰ協会                  4822 038

2000 東京   (03012752) 西山 陸斗       ｱｽﾍﾟﾝSC                        4923 005

2001 東京   (03012785) 平野 颯人       ｽﾎﾟｰﾂﾌｧﾝｸｼｮﾝ                   5024 025

2001 東京   (03014577) 島田 雄気       ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ              5125 039

2002 長野   (03013295) 横川 勇斗       白馬北小学校                   5226 045

2000 群馬   (03011642) 橋詰 大         田代小学校                     5327 010

2001 東京   (03013240) 榎本 来飛       東京消防庁ｽｷｰ部                5428 040

2002 東京   (03013762) 新名 将也       ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC                 5529 044

2002 長野   (03013100) 常田 真矢       山ノ内北小学校                 5630 046

2002 長野   (03013282) 笹川 拓也       白馬北小学校                   5731 042

2000 長野   (03011583) 赤澤 侑剛       白馬北小学校                   5832 004

2000 神奈川 (03014598) 井上 謙介       立野台小学校                   5933 012

2001 東京   (03013068) 池田 幸大       足立区ｽｷｰ協会                  6034 028

2000 神奈川 (03012215) 島村 龍彌       菅生小学校                     6135 007

2001 東京   (03014552) 酒井 風太       ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ                 6236 035

2001 長野   (03014003) 畔上 大地       山ノ内西小学校                 6337 034

2001 東京   (03013460) 石渡 亮         ﾓﾝﾀﾅSC                         6438 032

2000 愛知   (03012084) 南木 岳司       大清水小学校                   6539 014

2002 東京   (03013764) 栗原 渉         ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC                 6640 048

2000 東京   (03011674) 市川 岳海       ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC                 6741 009

2001 東京   (03014581) 佐谷 青星       ﾗｯﾁ(RACH)                      6842 017

2001 群馬   (03013213) 酒井 航輝       長野原中央小学校               6943 037

2000 長野   (03011578) 勘解由 辰之介   白馬北小学校                   7044 001

2000 長野   (03011617) 淀 龍成         小谷小学校                     7145 013

2001 神奈川 (03013215) 淀渡 習平       不動丸小学校                   7246 030

2002 東京   (03013763) 吉澤 采佑       ICI石井ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ               7347 050
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