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212 01   小学1・2年女子組 1 前田　恵都 女 マエダ　ケイト 留辺蘂スキースポーツ少年団

102 2 吉澤　桃華 女 ヨシザワ　モモカ フェニックスメムロレーシング

218 3 中鉢　望杏 女 チュウバチ　ノア 遠軽Jｒアルペン

251 4 高内　結衣 女 タカウチ　ユイ 留辺蘂スキースポーツ少年団

257 5 野坂　弥由 女 ノサカ　ミユ 忠類ＳＳ

220 02   小学1・2年男子組 11 味戸　瑞稀 男 ｱｼﾞﾄ　ﾐｽﾞｷ 遠軽ｊｒアルペン

6 12 井上　泰成 男 イノウエ　タイセイ 佐呂間スキー少年団

69 13 石川　虎ノ介 男 イシカワ　トラノスケ 網走スキー少年団

86 14 山崎　絢 男 ヤマザキ　ケン 北見JAR

208 15 佐藤　太陽 男 サトウ　タイヨウ 上湧別スキー少年団競技部

239 16 工藤　啓太 男 クドウ　ケイタ 佐呂間スキー少年団

266 17 渡邉　瑛琉 男 ワタナベ　　エイル 留辺蘂スキースポーツ少年団

123 03   小学3年女子組 21 布目　友理 女 ヌノメ　ユリ 留辺蘂スキースポーツ少年団

75 22 坂本　寛奈 女 サカモト　カンナ 美幌ジュニアアルペンスキー少年団

221 23 蛯原　陽菜 女 エビハラ　ヒナ 忠類SS

260 24 相内　結衣 女 アイウチ　ユイ 斜里スキースポーツ少年団

231 04   小学3年男子組 31 石原　晴那 男 イシハラ　セナ 端野アルペンスキースポーツ少年団

200 32 佐藤　満輝 男 サトウ　ミツキ 遠軽jrアルペン

89 33 大東　啓 男 オオヒガシ　ケイ 北見ＪＡＲ

46 34 和田　剣真 男 ワダ　ケンシン 斜里スキースポーツ少年団

145 35 西迫　知希 男 ニシサコ　トモキ 留辺蘂スキースポーツ少年団

141 36 森田　脩介 男 モリタ　シュウスケ 上湧別スキー少年団競技部

243 37 山口　蔵壘 男 ヤマグチ　クラル 遠軽Jrアルペン

248 38 岡村　岳流 男 オカムラ　タケル 遠軽Jr.アルペン

249 39 神田　柊斗 男 カンダ　シュウト 占冠ＳＪＳ

269 40 原田　爽楽 男 ハラダ　ソラ 遠軽レーシング

68 05   小学4年女子組 51 石川　歌葉 女 イシカワ　ウタバ 網走スキー少年団

177 52 松原　こころ 女 マツバラ　ココロ 網走スキー少年団

149 53 佐藤　杏那 女 サトウ　アンナ 紋別スキー少年団

201 54 平田　花渚 女 ヒラタハナ 網走スキー少年団

101 55 大野　心美 女 オオノ　ココミ 上湧別スキー少年団競技部

188 56 庄司　優花 女 ショウジ　ユカ 網走スキー少年団

99 07   小学6年女子組 61 星久保　友里亜 女 ホシクボ　ユリア 忠類ＳＳ

186 62 中島　優里 女 ナカジマ　ユリ 北見ジュニアアルペンレーシング

168 63 鎌田　愛 女 カマダ　アイ 紋別スキー少年団

250 64 板谷　芙美 女 イタヤ　フミ 阿寒ジュニアSC
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189 08   中学女子組 71 前田　愛依 女 マエダ　メイ 美幌アルペンスキー少年団

179 72 横山　倫花 女 ヨコヤマ　ノリカ 北見ＪＲＡ

283 73 中山　茜理 女 ナカヤマ　アカリ 端野アルペンスキースポーツ少年団

254 74 関下　陽菜 女 セキシタ　ヒナ 北見ジュニアアルペンレーシング

256 75 安井　友珠 女 ヤスイ　ユウジュ 斜里スキースポーツ少年団

278 76 金子　小夏 女 カネコ　コナツ 比布レーシングスキークラブ

219 09   小学4年男子組 81 藤島　諒哉 男 フジシマ　リョウヤ 旭川ジュニアアルペンチーム

133 82 杉本　眞泰 男 スギモト　マヒロ 北見JAR

98 83 山崎　涼太郎 男 ヤマザキ　リョウタロウ 滝上スキースポーツ少年団

253 84 佐藤　琉稀 男 サトウ　リュウキ 美幌ジュニアアルペンスキー少年団

107 85 藤澤　汰希 男 フジサワ　タイキ 北見ＪＡＲ

206 86 横山　祐汰 男 ヨコヤマ　ユウタ 留辺蘂スキースポーツ少年団

176 87 矢口　唯人 男 ヤグチ　ユイト 北見JAR

227 88 上野　桜輝 男 ウエノ　オウキ 北見ＪＡＲ

30 89 石川　蓮 男 イシカワ　レン 留辺蘂スキースポーツ少年団

165 90 岩崎　鼓太郎 男 イワサキ　コタロウ 留辺蘂スキースポーツ少年団

255 91 関下　翔温 男 セキシタ　シオン 北見ジュニアアルペンレーシング

259 92 相内　亮汰 男 アイウチ　リョウタ 斜里スキースポーツ少年団

185 10   小学5年男子組 101 山田　直弥 男 ヤマダ　ナオヤ 忠類ＳＳ

142 102 山川　遼真 男 ヤマカワ　リョウマ 紋別スキー少年団

191 103 加藤　颯汰 男 カトウ　ソウタ 美幌Jr.アルペンスキー少年団

5 104 井上　優成 男 イノウエ　ユウセイ 佐呂間スキー少年団

229 105 早川　柊人 男 ハヤカワ　シュウト 阿寒ジュニアSC

225 106 工藤　悠太 男 クドウ　ユウタ 佐呂間スキー少年団

140 107 森田　泰輔 男 モリタ　タイスケ 上湧別スキー少年団競技部

207 11   小学6年男子組 111 佐藤　翔英 男 サトウ　ショウエイ 上湧別スキー少年団競技部

151 112 中橋　日向 男 ナカハシ　ヒュウガ 紋別スキー少年団

224 113 原田　侑京 男 ハラダ　ウキョウ 斜里スキースポーツ少年団

268 114 高橋　大貴 男 タカハシ　ダイキ 忠類ＳＳ

284 115 新田　響 男 ニッタ　ヒビキ 斜里スキースポーツ少年団

184 116 畠山　健吾 男 ハタケヤマ　ケンゴ 南富良野ＳＪＳ

187 117 庄司　直輝 男 ショウジ　マミ 網走スキー少年団

286 118 鈴木　秀平 男 スズキ　シュウヘイ 芽室SS

277 119 牧村　航太郎 男 マキムラ　コウタロウ 上湧別スキー少年団競技部

87 120 山崎　丈 男 ヤマザキ　ジョウ 北見JAR

192 121 宍戸　夢翔 男 シシド　ユメト 上湧別スキー少年団競技部
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106 12   中学男子組 131 藤澤　海斗 男 フジサワ　キミト 北見ＪＡＲ

110 132 大野　愛斗 男 オオノ　アイト 上湧別スキー少年団競技部

144 133 吉川　宝 男 ヨシカワ　タカラ 美幌ジュニアアルペン少年団

211 134 小山内　海人 男 オサナイ　カイ

190 135 加藤　好涼 男 カトウ　コウスケ 美幌Jr.アルペンスキー少年団

31 136 石川　陸 男 イシカワ　リク 留辺蘂スキースポーツ少年団

74 137 坂本　悠太朗 男 サカモト　ユウタロウ 美幌ジュニアアルペンスキー少年団

205 138 天野　絢登 男 アマノ　ケント 紋別スキー少年団


