
小学2年以下女子     (01)

101 広田 紗良      朝日ＡＳＳ                    ２年ひろた さら                  1        

102 水尾 珠唯      EMSCレーシング                １年みずお しゅい                2        

103 田中 琉莉      稚内アルペンスキー少年団      ２年たなか るり                  3        

104 根木 絢愛      EMSCレーシング                幼児ねき あやな                  4        

小学2年以下男子     (02)

105 久保 創士郎    大谷幼稚園                    幼児くぼ そうしろう              1        

106 工藤 啓太      上湧別スキー少年団競技部      ２年くどう けいた                2        

107 森山 琥羽      小平SRT                       １年もりやま こう                3        

108 竹田 結翔      北翔Jr.                       幼児たけだ ゆいと                4        

109 竹田 望夢      北翔Jr.                       幼児たけだ のぞむ                5        

110 山口 響稀      遠軽Jrアルペン                ２年やまぐち ひびき              6        

111 森岡 來衣夢    美深レーシング                １年もりおか らいむ              7        

112 三浦 快斗      稚内アルペンスキー少年団      ２年みうら かいと                8        

113 矢口 佑真      清里保育所                    幼児やぐち ゆうま                9        

114 上田 晃太郎    なし                          １年うえだ こうたろう            10        

小学3・4年女子      (03)

115 早坂 愛音      エムスクレーシング            ３年はやさか あのん              1        

116 水尾 碧芭      EMSCレーシング                ３年みずお あおば                2        

117 根木 悠愛      EMSCレーシング                ３年ねき ゆうな                  3        

118 荻野 綾        名寄東小学校                  ３年おぎの あや                  4        

119 谷 柚子菜      m‘sレーシング                ４年たに ゆずな                  5        

120 青野 里々愛    稚内アルペンスキー少年団      ３年あおの りりあ                6        

121 工藤 心結      稚内アルペンスキー少年団      ４年くどう みゆ                  7        

122 山田 星空      朝日ASS                       ３年やまだ せら                  8        

123 住吉 愛莉      留萌ジュニアスキー少年団      ３年すみよし あいり              9        

124 下 沙希        留萌ジュニアスキー少年団      ４年しも さき                    10        

小学3・4年男子      (04)

125 駒津 太珂      チームピヤシリ                ４年こまつ たいが                1        

126 川本 大翔      朝日ASS                       ３年かわもと ひろと              2        

127 原田 爽楽      遠軽ジュニアアルペン          ４年はらだ そら                  3        

128 山口 蔵壘      遠軽Jrアルペン                ４年やまぐち くらる              4        

129 田中 理人      旭川ジュニアアルペンチーム    ４年たなか りひと                5        

130 久保 煌士郎    稚内港小                      ３年くぼ こうしろう              6        

131 山下 陽大      EMSCレーシング                ３年やました ひなた              7        

132 宮田 真采      名寄ピヤシリアルペンスキー少年４年みやた まなと                8        

133 森田 脩介      上湧別スキー少年団競技部      ４年もりた しゅうすけ            9        

134 高橋 葉月      マオイレーシング              ３年たかはし はづき              10        

135 小林 怜生      エムスクレーシング            ３年こばやし れい                11        

小学5・6年女子      (05)

136 青野 珠里愛    稚内アルペンスキー少年団      ６年あおの じゅりあ              1        
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小学5・6年男子      (06)

137 工藤 悠太      上湧別スキー少年団競技部      ６年くどう ゆうた                1        

138 小路 健太      EMSC レーシング              ５年しょうじ けんた              2        

139 矢口 唯人      北見JAR                       ５年やぐち ゆいと                3        

140 柴田 遥斗      EMSCレーシング                ５年しばた はると                4        

141 岩崎 鼓太郎    留辺蘂スキースポーツ少年団    ５年いわさき こたろう            5        

142 森田 泰輔      上湧別スキー少年団競技部      ６年もりた たいすけ              6        

一般女子（中学生以上(07)

143 柴田 純名      EMSCレーシング                しばた じゅんな              1        

144 川島 侑        名寄ピヤシリアルペンスキー少年かわしま ゆう                2        

145 鈴木 結女      岩見沢市立光陵中学校          すずき ゆめ                  3        

146 續 あいか      九州大学スキー部              つづき あいか                4        

一般男子（中学生～35(08)

147 石川 希一      端野アルペン少年団            いしかわ きいち              1        

148 石川 陸        留辺蘂スキースポーツ少年団    いしかわ りく                2        

149 宍戸 夢翔      上湧別スキー少年団競技部      ししど ゆめと                3        

150 井手 惣一朗    九州大学スキー部              いで そういちろう            4        

151 小森 祐輝      九州大学                      こもり ゆうき                5        

152 古谷 泰斗      九州大学スキー部              ふるたに たいと              6        

153 忍田 渉太郎    九州大学スキー部              おしだ しょうたろう          7        

154 石井 亮太      九州大学スキー部              いしい りょうた              8        

マスターズ（35歳以上(09)

155 三浦 英輝      ススキノむんむんクラブ        みうら ひでき                1        

156 渡部 雅寿      スナック来夢withススキノむんむわたなべ まさとし            2        

157 松本 和憲      ススキノむんむんクラブ        まつもと かずのり            3        

158 荻野 大助      NCU                           おぎの だいすけ              4        

159 田中 信也      あさひかわ                    たなか のぶや                5        

160 石川 修        留辺蘂スキースポーツ少年団    いしかわ おさむ              6        

161 細野 一史      峠レーシング                  ほその かずし                7        

162 片山 賢        沼田スキー連盟                かたやま けん                8        
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