
第11回北海道ユース選手権（朝里会場）K1 (SL/GS)

 エントリーリスト(女子）   【 受付順 】
【 SAJ-No8 】

No． SAJNO 　氏　　　名 県連        所              属    よみがな

1 03022694  前田 英恋 北海道 ○ 1 ○ 名寄アルペンスキー少年団 ﾏｴﾀﾞ ｴﾚﾝ

2 03021559  寺嶋 乃愛 北海道 ○ 2 ○ 札幌稲積小学校 ﾃﾗｼﾏ ﾉｱ

3 03022826  平地 冴子 北海道 ○ 3 ○ 札幌八軒西小学校 ﾋﾗﾁ ｻｴｺ

4 03022731  石栗 ゆず 北海道 ○ 4 ○ 岩見沢市立岩見沢小学校 ｲｼｸﾘ ﾕｽﾞ

5 03022686  山田 愛音 北海道 ○ 5 ○ 北広島双葉小学校 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾈ

6 03022817  中西 望緒 北海道 ○ 6 ○ サッポロモイワジュニアスキークラブ ﾅｶﾆｼ ﾐｵ

7 03022818  中西 理緒 北海道 ○ 7 ○ サッポロモイワジュニアスキークラブ ﾅｶﾆｼ ﾘｵ

8 03022820  野呂田 稜子 北海道 ○ 8 ○ サッポロモイワジュニアスキークラブ ﾉﾛﾀ ﾘｮｳｺ

9 03022786  石川 歌葉 北海道 ○ 9 ○ 網走スキー連盟 ｲｼｶﾜ ｳﾀﾊﾞ

10 03021404  加藤 もも子 北海道 ○ 10 ○ 忠類ＳＳ ｶﾄｳ ﾓﾓｺ

11 03021397  満永 梓咲 北海道 11 ○ 占冠中央小学校 ﾐﾂﾅｶﾞ ｱｽﾞｻ

12 03022830  田野 双葉 北海道 ○ 12 ○ 滝川レーシング ﾀﾉ ﾌﾀﾊﾞ

13 03022829  川田 千聖 北海道 13 ○ 滝川レーシング ｶﾜﾀ ﾁｻﾄ

14 03022809  圓山 莉菜 北海道 ○ 14 ○ 札幌アルペンスキースポーツ少年団 ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾅ

15 03022808  高井 優奈 北海道 ○ 15 ○ 札幌アルペンスキースポーツ少年団 ﾀｶｲ ﾕｳﾅ

16 03022804  石水 香梅 北海道 ○ 16 ○ 札幌アルペンスキースポーツ少年団 ｲｼﾐｽﾞ ｺｳﾒ

17 03022803  石丸 り子 北海道 17 ○ 札幌アルペンスキースポーツ少年団 ｲｼﾏﾙ ﾘｺ

18 03021517  西迫 美郁 北海道 ○ 18 ○ 留辺蘂スキー少年団 ﾆｼｻｺ ﾐｸ

19 03021535  工藤 夏未 北海道 ○ 19 朝日ＡＳＳ ｸﾄﾞｳ ﾅﾂﾐ

20 03022811  末澤 季歩 北海道 ○ 20 ○ 玉越ストリーム　レーシング ｽｴｻﾞﾜ ｷﾎ

21 03021508  高垣 鈴 北海道 ○ 21 ○ 三笠レーシング ﾀｶｶﾞｷ ﾚｲ

22 03022250  片山 千亜里 北海道 ○ 22 ○ 岩見沢美園小学校 ｶﾀﾔﾏ ﾁｱﾘ

23 03022251  橋本 ひかる 北海道 ○ 23 ○ 江別市立文京台小学校 ﾊｼﾓﾄ ﾋｶﾙ

24 03022939  平田 花渚 北海道 ○ 24 ○ 網走スキー連盟 ﾋﾗﾀ ﾊﾅ

25 03022876  梶原 のん 北海道 ○ 25 ○ 小樽高島小学校 ｶｼﾞﾊﾗ ﾉﾝ

26 03021513  関本 莉子 北海道 ○ 26 ○ 日高アルペンスキー少年団 ｾｷﾓﾄ ﾘｺ

27 03021514  竹内 りか 北海道 ○ 27 ○ 日高アルペンスキー少年団 ﾀｹｳﾁ ﾘｶ

28 03022721  池田 茉矢 北海道 ○ 28 ○ ニセコ　ＪＳＴ ｲｹﾀﾞ ﾏﾔ

29 03021512  田中 深愛 北海道 ○ 29 ○ ニセコ　ＪＳＴ ﾀﾅｶ ﾐﾉﾘ

30 03022821  青山 れみか 北海道 ○ 30 ○ 札幌手稲西小学校 ｱｵﾔﾏ ﾚﾐｶ

31 03021396  辻澤 花梨 北海道 31 ○ 南富良野ＳＪＳ ﾂｼﾞｻﾜ ｶﾘﾝ

32 03021398  遠藤 碧 北海道 32 ○ 倶知安北陽小学校 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾄﾞﾘ

33 03022822  佐藤 萌音 北海道 33 ○ 札幌三角山小学校 ｻﾄｳ ﾓﾈ
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