
ふりがな氏　　  名 学年 所   属   名Bib

キッズ１（女子） 【 回転(ＳＬ) 】 * アナウンス用 *(01)

Ｓｔ順 連盟

1 堤　柚葵 三笠レーシング２年つつみ　ゆずき1

2 千葉　綾乃 日高アルペンスキー少年団２年ちば　あやの2

3 川田　真凜 札幌アルペンスキースポーツ少年２年かわだ　まりん3

4 ﾐｰｸﾙ　ｼｪﾙﾋﾞ- ニセコジュニアスキーチーム２年みーくる　しぇるびー4

5 互　奏 ニセコジュニアスキーチーム２年たがい　かなえ5

6 岡室　結布 ニセコジュニアスキーチーム２年おかむろ　ゆう6

7 藤島　蓮菜 旭川ジュニアアルペンチーム２年ふじしま　れんな7

8 三浦　菜央 北広島JAS２年みうら　なお8

9 押切　七瀬 ライジングアルペンスキーチーム２年おしきり　ななせ9

10 堀　ひより SSプロダクツスキーチーム２年ほり　ひより10

11 萩原　和奏 当別KIDレーシングチーム２年はぎわら　わかな11

12 財津　璃子 玉越ストリームレーシング２年ざいつ　りこ12

13 江田　こは 札幌SSプロダクツ２年ごうだ　こは13

14 澤田　采諧 札幌SSプロダクツ１年さわだ　ことか14

15 大黒　眞優 札幌SSプロダクツ１年おおくろ　まゆ15

16 宇都宮　亜子 札幌SSプロダクツ２年うつのみや　あこ16

17 畠中　結葵奈 玉越ストリームレーシング２年はたけなか　ゆきな17

<< (0111)第１２回 北海道ユース選手権大会　アトミック・タ 1頁開催日 2020/02/15

2020/02/14 15:42:28年度2020 朝里川温泉スキー場



ふりがな氏　　  名 学年 所   属   名Bib

キッズ１（男子） 【 回転(ＳＬ) 】 * アナウンス用 *(02)

Ｓｔ順 連盟

21 成田　悠隼 玉越ストリームレーシング２年なりた　ゆうと1

22 佐藤　奨真 札幌アルペンスキー少年団２年さとう　しょうま2

23 土田　千博 玉越ストリームレーシング２年つちだ　ちひろ3

24 小林　龍卯 玉越ストリームレーシング２年こばやし　りゅう4

25 伯谷　慶太 ライジングアルペンスキーチーム２年はくたに　けいた5

26 早川　響人 OTARU　T-PLANNING２年はやかわ　ひびと6

27 倉本　隆之介 小樽市立朝里小学校２年くらもと　りゅうのすけ7

28 森田　匡 ニセコJr.スキーチーム２年もりた　おみ8

29 森田　任 ニセコJr.スキーチーム１年もりた　じん9

30 林　結仁 北広島JAS１年はやし　ゆいと10

31 小薗　辰朗 Raumu.SC２年こぞの　たつろう11

32 近藤　駈 ライジングアルペンスキーチーム２年こんどう　かける12

33 夏井坂　陽基 SSプロダクツ２年なついざか　はるき13

34 釜井　嶺 ライジングアルペンスキーチーム２年かまい　れい14

35 久保　創士郎 稚内アルペンスキー少年団１年くぼ　そうしろう15

36 坂本　孝太 北広島JAS２年さかもと　こうた16

<< (0111)第１２回 北海道ユース選手権大会　アトミック・タ 2頁開催日 2020/02/15

2020/02/14 15:42:28年度2020 朝里川温泉スキー場



ふりがな氏　　  名 学年 所   属   名Bib

キッズ２（女子） 【 回転(ＳＬ) 】 * アナウンス用 *(03)

Ｓｔ順 連盟

51 石水　雫 札幌アルペンスキースポーツ少年３年いしみず　しずく1

52 佐藤　まのあ 札幌SSプロダクツ３年さとう　まのあ2

53 石水　ほたる 札幌アルペンスキースポーツ少年４年いしみず　ほたる3

54 高野　夢 ニセコジュニアスキーチーム３年たかの　かなえ4

55 草野　陽納 夕張TSOレーシング４年くさの　ひな5

56 高垣　心 三笠レーシング３年たかがき　まな6

57 野澤　春夏 ナヨロ藤ジュニアアルペン４年のざわ　はるか7

58 互　皐 ニセコジュニアスキーチーム４年たがい　さつき8

59 谷口　心都 サッポロモイワJSC４年たにぐち　こと9

60 倉本　風音 ライジングアルペンスキーチーム４年くらもと　かのん10

61 赤松　花音 ニセコJST４年あかまつ　かおん11

62 梶原　もな 小樽市立高島小学校４年かじはら　もな12

63 片山　結理 MRT　三笠レーシング４年かたやま　ゆうり13

64 吉本　羽愛 長沼マオイレーシング３年よしもと　はな14

65 玉川　朝彩 ライジングアルペンスキーチーム３年たまがわ　あさ15

66 青野　里々愛 稚内アルペンスキースポーツ少年４年あおの　りりあ16

67 澤野　粋 夕張TSOレーシング３年さわの　すい17

68 中鉢　望杏 遠軽Jｒアルペン４年ちゅうばち　のあ18

69 早坂　愛音 枝幸小学校４年はやさか　あのん19

70 前田　恵都 留辺蘂スキー少年団４年まえだ　けいと20

71 荒　なおり 留辺蘂スキースポーツ少年団３年あら　なおり21

72 江田　いお 札幌SSプロダクツ４年ごうだ　いお22

73 釜井　美和 ライジングアルペンスキーチーム４年かまい　みわ23

74 井島　柚希 札幌SSプロダクツ４年いしま　ゆずき24

75 新関　真央 札幌SSプロダクツ４年にいぜき　まお25

<< (0111)第１２回 北海道ユース選手権大会　アトミック・タ 3頁開催日 2020/02/15
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ふりがな氏　　  名 学年 所   属   名Bib

キッズ２（男子） 【 回転(ＳＬ) 】 * アナウンス用 *(04)

Ｓｔ順 連盟

91 金沢　拓 玉越ストリームレーシング３年かなざわ　たく1

92 安孫子　晴真 ライジング・アルペンスキーチー３年あびこ　はるま2

93 五十嵐　琥珀 札幌エスエスプロダクツ３年いがらし　だいすけ3

94 山田　悠貴 Raumu.SC４年やまだ　ゆうき4

95 久松　駿斗 札幌アルペンスキースポーツ少年３年ひさまつ　はやと5

96 沼田　嵐 ニセコJr.スキーチーム４年ぬまた　らん6

97 川住　駿介 札幌アルペンスキースポーツ少年３年かわすみ　しゅんすけ7

98 高田　凌輔 札幌SSプロダクツ３年たかだ　りょうすけ8

99 斎藤　友哉 ほのかスポーツクラブ４年さいとう　ともや9

100 内藤　駿太 旭川ジュニアアルペン４年ないとう　しゅんた10

101 川久保　皇佑 札幌アルペンSS少年団４年かわくぼ　こうすけ11

102 南田　皇 サッポロモイワJSC３年みなみだ　こう12

103 遠藤　文志郎 ニセコジュニアスキーチーム４年えんどう　ぶんしろう13

104 佐々木　博基 玉越ストリームレーシング３年ささき　ひろき14

105 佐々木　礼 札幌アルペンスキースポーツ少年４年ささき　れい15

106 林　遼仁 北広島JAS４年はやし　はると16

107 井上　創太 Raumu.SC４年いのうえ　そうた17

108 増田　颯 旭川ジュニアアルペンチーム４年ますだ　はやて18

109 鷲尾　駿 玉越ストリームレーシング４年わしお　しゅん19

110 岡室　志佑 ニセコジュニアスキーチーム４年おかむろ　しゅう20

111 川尻　泰晟 玉越ストリームレーシング４年かわじり　たいせい21

112 斉藤　里柊 ライジング　アルペンスキーチー４年さいとう　りしゅう22

113 石川　虎ノ介 網走スキー少年団４年いしかわ　とらのすけ23

114 清水　大嗣 玉越ストリームレーシング４年しみず　たいし24

115 野原　有馬 札幌アルペンスポーツ少年団４年のはら　あるま25

116 忠永　佳士 ニセコジュニアスキーチーム４年ただなが　かいと26

117 今井　光晴 Raumu.SC４年いまい　こうせい27

118 中西　希綱 サッポロモイワJSC３年なかにし　きづな28

119 加納　冠太 北広島JAS４年かのう　かんた29

120 大黒　翔眞 札幌SSプロダクツ３年おおくろ　しょうま30

121 渡辺　竣介 占冠SJS４年わたなべ　しゅんすけ31

122 浜松　稜真 北広島ＪＡＳ４年はままつ　りょうま32

123 神戸　勝翔 八雲ジュニアレーシング３年かんべ　しょうと33

124 堀　貫太郎 SSプロダクツスキーチーム４年ほり　かんたろう34

125 松村　一期 札幌SSプロダクツ４年まつむら　いちご35

126 森田　毅 ニセコJr.スキーチーム４年もりた　ごう36

127 松村　大翔 玉越ストリームレーシング４年まつむら　ひろと37

128 山口　響稀 遠軽Jrアルペン３年やまぐち　ひびき38

129 岩本　凌青 札幌SSプロダクツ４年いわもと　りょうせい39

130 佐藤　勝乃心 ライジング・アルペンスキーチー３年さとう　しょうのしん40

131 小林　瑛介 南富良野SJS４年こばやし　えいすけ41

132 川本　大翔 朝日ASS４年かわもと　ひろと42

133 渡邉　瑛琉 留辺蘂スキースポーツ少年団４年わたなべ　えいる43

134 菅野　利輝 Fus☆team-S４年かんの　のりこ44

135 内藤　哲人 サッポロモイワＪＳＣ４年ないとう　てつと45

136 久保　煌士郎 稚内アルペンスキー少年団４年くぼ　こうしろう46

137 大槻　恒太 Raumu.SC３年おおつき　こうた47

138 須賀　辰徳 SSプロダクツ３年すが　たつのり48

139 佐竹　聖也 ３年さたけ　まさや49

140 高田　比呂 札幌SSプロダクツスキーチーム３年たかだ　ひろ50

<< (0111)第１２回 北海道ユース選手権大会　アトミック・タ 4頁開催日 2020/02/15
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ふりがな氏　　  名 学年 所   属   名Bib

キッズ２（男子） 【 回転(ＳＬ) 】 * アナウンス用 *(04)

Ｓｔ順 連盟

141 宇都宮　賢太郎 札幌SSプロダクツ４年うつのみや　けんたろう51

142 中越　歩夢 キロロレーシング４年なかこし　あゆむ52

143 阿武　旺佑 MSレーシング４年あんの　おうすけ53

<< (0111)第１２回 北海道ユース選手権大会　アトミック・タ 5頁開催日 2020/02/15

2020/02/14 15:42:28年度2020 朝里川温泉スキー場



ふりがな氏　　  名 学年 所   属   名Bib

Ｋ１（女子） 【 回転(ＳＬ) 】 * アナウンス用 *(05)

Ｓｔ順 連盟

1 白幡　千愛 札幌アルペンスキースポーツ少年６年しらはた　せな1

2 丹場　遥音 Raumu.SC５年たんば　はのん2

3 早川　詩 OTARU　T-PLANNING５年はやかわ　うた3

4 岡田　果穏 Raumu.SC５年おかだ　かのん4

5 石丸　り子 札幌アルペンSS少年団６年いしまる　りこ5

6 佐伯　星來 当別KIDスキーレーシングチーム６年さえき　せいら6

7 末澤　季歩 玉越ストリームレーシング６年すえざわ　きほ7

8 梶原　のん 小樽市立高島小学校６年かじはら　のん8

9 石井　怜莉 岩見沢レーシング５年いしい　さとり9

10 圓山　莉菜 札幌アルペンスキースポーツ少年６年まるやま　りな10

11 中西　理緒 サッポロモイワJSC６年なかにし　りお11

12 中西　望緒 サッポロモイワジュニアスキーク６年なかにし　みお12

13 上村　文乃 滝川レーシング５年うえむら　あやの13

14 田村　実夢 朝日ASS５年たむら　みみ14

15 石水　香梅 札幌アルペンスキースポーツ少年６年いしみず　こうめ15

16 西村　緒琳香 玉越ストリームレーシングチーム５年にしむら　おりんか16

17 平地　冴子 ライジング・アルペンスキーチー６年ひらち　さえこ17

18 石川　歌葉 網走スキー少年団６年いしかわ　うたば18

19 石栗　ゆず 北広島JAS６年いしくり　ゆず19

20 田本　絢萌 岩内ジュニアレーシング５年たもと　あやめ20

21 下　沙希 ライジング・アルペンスキーチー５年しも　さき21

22 橋本　ひかる 三笠レーシング６年はしもと　ひかる22

23 伊藤　未羽 北広島JAS５年いとう　みう23

24 池田　茉矢 ニセコJST６年いけだ　まや24

25 西槙　ゆい MSレーシング５年にしまき　ゆい25

26 野呂田　稜子 サッポロモイワJSC６年のろた　りょうこ26

27 工藤　心結 稚内南小学校５年くどう　みゆ27

28 前田　英恋 名寄ピヤシリアルペンスキー少年６年まえだ　えれん28

29 布目　友理 留辺蘂スキースポーツ少年団６年ぬのめ　ゆり29

30 中川　結月 かもい岳レーシング５年なかがわ　ゆづき30

31 谷　柚子菜 Ｍsスキーチーム５年たに　ゆずな31

32 内海　玲依羅 札幌アルペンスキースポーツ少年５年うつみ　れいら32

33 田野　双葉 滝川ﾚｰｼﾝｸﾞ６年たの　ふたば33

34 青山　れみか Raumu.SC６年あおやま　れみか34

35 高井　優奈 札幌アルペンスキースポーツ少年６年たかい　ゆうな35

36 熊崎　莉子 占冠SJS５年くまざき　りこ36

37 佐藤　杏那 紋別スキー少年団６年さとう　あんな37

38 片山　千亜里 三笠レーシング６年かたやま　ちあり38

<< (0111)第１２回 北海道ユース選手権大会　アトミック・タ 6頁開催日 2020/02/15
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ふりがな氏　　  名 学年 所   属   名Bib

Ｋ１（男子） 【 回転(ＳＬ) 】 * アナウンス用 *(06)

Ｓｔ順 連盟

41 杉本　眞泰 北見JAR６年すぎもと　まひろ1

42 山口　蔵壘 遠軽Jrアルペン５年やまぐち　くらる2

43 関本　航大 日高アルペンスキー少年団５年せきもと　こうだい3

44 佐原　絆里 Raumu.SC６年さはら　ばんり4

45 菊池　大誠 サッポロモイワJSC６年きくち　たいせい5

46 佐伯　眞之介 MSレーシング６年さいき　しんのすけ6

47 山本　龍英 玉越ストリームレーシング６年やまもと　りゅうえい7

48 横山　祐汰 留辺蘂スキースポーツ少年団６年よこやま　ゆうた8

49 植田　泰正 かもい岳レーシング５年うえだ　たいせい9

50 才川　翔真 札幌アルペンスキー少年団６年さいかわ　しょうま10

51 千葉　綾太 日高アルペンスキー少年団６年ちば　りょうた11

52 高橋　直幹 サッポロモイワJSC５年たかはし　なおき12

53 川筋　航介 TEAM BG8５年かわすじ　こうすけ13

54 安孫子　秀真 ライジング・アルペンスキーチー６年あびこ　しゅうま14

55 神田　柊斗 占冠ＳＪＳ５年かんだ　しゅうと15

56 武田　慶永 サッポロモイワJSC６年たけだ　よしひさ16

57 宮下　永遠 札幌アルペンSS少年団５年みやした　とわ17

58 桑江　常悟 旭川ジュニアアルペン５年くわえ　とうご18

59 伊藤　瑠泉 北広島JAS５年いとう　るい19

60 奈須川　雅希 ＭＳレーシング６年なすかわ　まさき20

61 石丸　太一 札幌アルペンSS少年団５年いしまる　たいち21

62 宮田　真采 名寄ピヤシリアルペンスキー少年５年みやた　まなと22

63 工藤　遙真 TEAM　BG8５年くどう　はるま23

64 加茂　倖大 ふらのアルペンジュニア６年かも　こうた24

65 石川　蓮 留辺蘂スキースポーツ少年団６年いしかわ　れん25

66 下舘　大輝 九戸ジュニア６年しもだて　たいき26

67 冨樫　雅久人 ライジング･アルペンスキーチー６年とがし　がくと27

68 五十嵐　颯翼 札幌エスエスプロダクツ５年いがらし　さすけ28

69 三野　賢伸 MSレーシング６年みの　けんしん29

70 ﾌﾞｲﾁｯｸ　龍馬 ニセコJST６年ぶいちっく　りょうま30

71 林　滉人 玉越ストリームレーシング５年はやし　ひろと31

72 菊池　奏汰 ライジングアルペンスキーチーム５年きくち　かなた32

73 大黒　巧翔 札幌SSプロダクツ５年おおくろ　たくと33

74 山崎　涼太郎 滝上スキー少年団６年やまざき　りょうたろう34

75 藤島　諒哉 旭川ジュニアアルペンチーム６年ふじしま　りょうや35

76 岡村　岳流 遠軽ジュニアアルペンレーシング５年おかむら　たける36

77 伯谷　悠樹 ライジングアルペンスキーチーム５年はくたに　ゆうき37

78 大井　雄慎 札幌アルペンスキースポーツ少年６年おおい　ゆうしん38

79 田中　理人 旭川ジュニアアルペンチーム５年たなか　りひと39

80 本田　凌介 岩内ジュニアレーシング５年ほんだ　りょうすけ40

81 中村　有佑 玉越ストリームレーシング５年なかむら　ゆうすけ41

82 梅澤　月 滝川レーシング５年うめざわ　らいと42

83 岡西　壮眞 МSレーシング６年おかにし　そうま43

84 村田　拓翔 当別KIDスキーレーシング５年むらた　たくと44

85 草野　隆之介 夕張TSOレーシング６年くさの　りゅうのすけ45

86 佐々木　十太 サッポロモイワジュニア５年ささき　とおた46

87 川田　眞寿 札幌アルペンスキースポーツ少年５年かわだ　まさとし47

88 西迫　知希 留辺蘂スキースポーツ少年団５年にしさこ　ともき48

89 渡辺　孝介 三笠レーシング６年わたなべ　こうすけ49

90 佐竹　隼正 札幌アルペンスキー少年団５年さたけ　しゅんせい50
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ふりがな氏　　  名 学年 所   属   名Bib

Ｋ１（男子） 【 回転(ＳＬ) 】 * アナウンス用 *(06)

Ｓｔ順 連盟

91 横澤　宙 札幌アルペンスキースポーツ少年６年よこざわ　そら51

92 太田　渓 ライジング・アルペンスキーチー５年おおた　けい52

93 友兼　大騎 名寄ピヤシリアルペンスキー少年６年ともかね　だいき53
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