
小学4年以下女子     (01)

1 田中 琉莉      稚内アルペンスキー少年団      ２年たなか るり                  1        

2 広田 紗良      朝日ＡＳＳ                    ２年ひろた さら                  2        

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

4 水尾 碧芭      EMSCレーシング                ３年みずお あおば                4        

5 根木 悠愛      EMSCレーシング                ３年ねき ゆうな                  5        

6 水尾 珠唯      EMSCレーシング                １年みずお だいすけ              6        

7 荻野 綾        名寄東小学校                  ３年おぎの あや                  7        

8 谷 柚子菜      m‘sレーシング                ４年たに ゆずな                  8        

9 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                9        

10 工藤 心結      稚内アルペンスキー少年団      ４年くどう みゆ                  10        

11 山田 星空      朝日ASS                       ３年やまだ せら                  11        

12 植松 花伽      朝日ASS                       ３年うえまつ はなか              12        

小学4年以下男子     (02)

13 川本 大翔      朝日ASS                       ３年かわもと ひろと              1        

14 駒津 太珂      チームピヤシリ                ４年こまつ たいが                2        

15 山口 蔵壘      遠軽Jrアルペン                ４年やまぐち くらる              3        

16 工藤 啓太      上湧別スキー少年団競技部      ２年くどう けいた                4        

17 山下 陽大      EMSCレーシング                ３年やました ひなた              5        

18 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                6        

19 竹田 結翔      北翔Jr.                       幼児たけだ ゆいと                7        

20 竹田 望夢      北翔Jr.                       幼児たけだ のぞむ                8        

21 山口 響稀      遠軽Jrアルペン                ２年やまぐち ひびき              9        

22 渡部 蒼        稚内スキー協会                １年わたべ そう                  10        

23 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            11        

24 高橋 葉月      マオイレーシング              ３年たかはし はづき              12        

25 三浦 快斗      稚内アルペンスキー少年団      ２年みうら かいと                13        

26 小林 怜生      エムスクレーシング            ３年こばやし れい                14        

27 大東 啓        北見ＪＡＲ                    ４年おおひがし けい              15        

28 山本 佑月      士別ジュニアレーシング        ２年やまもと ゆづき              16        

小学5・6年女子      (03)

29 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        

30 近藤 未来      羽幌レーシング                ６年こんどう みく                2        

小学5・6年男子      (04)

31 矢口 唯人      北見JAR                       ５年やぐち ゆいと                1        

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

33 柴田 遥斗      EMSCレーシング                ５年しばた はると                3        

34 村山 奨        EMSCレーシング                ５年むらやま しょう              4        

35 工藤 悠太      上湧別スキー少年団競技部      ６年くどう ゆうた                5        

36 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            6        

37 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              7        

38 山本 周平      士別ジュニアレーシング        ５年やまもと しゅうへい          8        

<< (0109)古川杯 第37回枝幸三笠山スラローム競技大会 >> 1頁開催日 2019/02/24

ふりがな氏    名 学年 所   属   名Bib

【 回転(ＳＬ) 】 * アナウンス用 *

Ｓｔ順 連盟

2019/02/18 14:34:54 年度2019 *



一般女子（中学生以上(05)

39 村山 光        EMSCレーシング                むらやま ひかり              1        

40 横山 倫花      北見JAR                       よこやま のりか              2        

41 川島 侑        名寄ピヤシリアルペンスキー少年かわしま ゆう                3        

42 佐藤 七海      旭川医科大学                  さとう ななみ                4        

43 小池 悠希      旭川医科大学競技スキー部      こいけ ゆうき                5        

44 中島 千穂美    旭川医科大学競技スキー部      なかじま ちほみ              6        

45 水口 璃音      旭川医科大学                  みずぐち りおん              7        

46 柴田 純名      EMSCレーシング                しばた じゅんな              8        

47 兒玉 茉純      旭川医科大学                  こだま ますみ                9        

48 倉田 彩希      旭川医科大学競技スキー部      くらた さき                  10        

49 小川 伶奈      旭川医科大学競技スキー部      おがわ れいな                11        

50 鈴木 結女      岩見沢市立光陵中学校          すずき ゆめ                  12        

51 續 あいか      九州大学スキー部              つづき あいか                13        

中学生男子          (06)

52 石川 陸        留辺蘂スキースポーツ少年団    ２年いしかわ りく                1        

53 石川 希一      端野アルペン少年団            ３年いしかわ きいち              2        

54 宍戸 夢翔      上湧別スキー少年団競技部      １年ししど ゆめと                3        

男子１部            (07)

55 岩崎 兼大      名寄ピヤシリアルペンスキー少年いわさき けんた              1        

56 山下 直哉      旭川医科大学                  やました なおや              2        

57 松原 寛太      旭川医科大学                  まつばら かんた              3        

58 中田 康貴      旭川医科大学                  なかた こうき                4        

59 秋元 大輝      旭川医科大学                  あきもと だいき              5        

60 関 響太        旭川医科大学                  せき きょうた                6        

61 竹村 孝希      旭川医科大学                  たけむら こうき              7        

62 永野 祐紀      旭川医科大学競技スキー部      ながの ひろき                8        

63 日笠 瑛二朗    旭川医科大学                  ひかさ えいじろう            9        

64 天野 広也      紋別スキー少年団              あまの ひろや                10        

65 大東 翔        北見ＪＡＲ                    おおひがし しょう            11        

66 小森 祐輝      九州大学                      こもり ゆうき                12        

67 井手 惣一朗    九州大学スキー部              いでそういちろう              13        

68 忍田 渉太郎    九州大学スキー部              おしだ しょうたろう          14        

69 石井 亮太      九州大学スキー部              いしい りょうた              15        

70 古谷 泰斗      九州大学スキー部              ふるたに たいと              16        

男子２部            (08)

71 太田 亮平      比布レーシング                おおた りょうへい            1        

72 片山 賢        沼田スキー連盟                かたやま けん                2        

73 村上 武志      羽幌レーシング                むらかみ たけし              3        

74 石川 修        留辺蘂スキースポーツ少年団    いしかわ おさむ              4        

75 松本 和憲      ススキノむんむんクラブ        まつもと かずのり            5        

76 荻野 大助      NCU                           おぎのだいすけ                6        

77 近藤 健弘      羽幌レーシング                こんどう たけひろ            7        

78 武田 勉        滝上スキー中年団              たけだ つとむ                8        

79 大東 智        北見市立川沿小学校            おおひがし さとし            9        
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男子３部            (09)

80 中岡 健一      名寄レーシングＳＣ            なかおか けんいち            1        

81 伊東 弘至      旭川レーシング                いとう ひろし                2        

82 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            3        

83 小林 正浩      エムスクレ?シング             こばやし まさひろ            4        

84 三浦 英輝      ススキノむんむんクラブ        みうら ひでき                5        

85 細野 一史      ススキノむんむんクラブ        ほその かずし                6        

86 岩野 諭        枝幸スキー                    いわの さとし                7        

87 桜庭 成人      名寄スキークラブ              さくらば なるひと            8        

88 望月 豊                                      もちずき ゆたか              9        
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