
夕張マウントレースイＧＳ競技大会（小学生）
エントリーリスト【受付順】

受
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選手ID 選　　手　　名 性別 　　ヨ　ミ　ガ　ナ 　　所　　　　　属

111 01 ５・６年女子 00001 田本　絢萌 女 タモト　アヤメ 岩内ジュニアレーシング

112 00002 互　皐 女 タガイ　サツキ ニセコジュニアスキーチーム

157 00003 西山　愛倖 女 ニシヤマ　アコ ライジングアルペンスキーチーム

180 00004 亀渕　奈那 女 カメブチ　ナナ ふらのアルペンジュニア

184 00005 下　沙希 女 シモサキ　サキ ライジングアルペンチーム

215 00006 岡田　果穏 女 オカダ　カノン RaumuSRT

230 00007 青野　里々愛 女 アオノ　リリア 稚内アルペンスキースポーツ少年団

271 00008 中川　結月 女 ナカガワ　ユヅキ かもい岳レーシング

277 00009 布目　友理 女 ヌノメ　ユリ 留辺蘂スキースポーツ少年団

327 00010 丹場　遥音 女 タンバ　ハノン Raumu.SRT

329 00011 赤松　花音 女 アカマツ　カオン ニセコJST

339 00012 前田　恵都 女 マエダ　ケイト 留辺蘂スキースポーツ少年団

340 00013 中鉢　望杏 女 チュウバチ　ノア 遠軽Jｒアルペン

343 00014 高瀬　アリス 女 タカセ　アリス 札幌アルペンスキースポーツ少年団

344 00015 内海　玲依羅 女 ウツミ　レイラ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

360 00016 釜井　美和 女 カマイ　ミワ ライジングアルペンスキーチーム

365 00017 岡田　桃佳 女 オカダ　モモカ MSレーシング

366 00018 石川　楓 女 イシカワ　カエデ 南富良野SJS

386 00019 石井　怜莉 女 イシイ　サトリ 岩見沢レーシング

398 00020 倉本　風音 女 クラモト　カノン ライジングアルペンスキーチーム

405 00021 梶原　もな 女 カジハラ　モナ Ｍ′ｓスキーチーム

408 00022 谷　柚子菜 女 タニ　ユズナ Msスキーチーム

409 00023 井島　柚希 女 イシマ　ユズキ 札幌SSプロダクツスキーチーム

434 00024 上村　文乃 女 ウエムラ　アヤノ 滝川レーシング

442 00025 伊藤　未羽 女 イトウ　ミウ 北広島JAS

445 00026 石水　ほたる 女 イシミズ　ホタル 札幌アルペンスキースポーツ少年団

450 00027 草野　陽納 女 クサノ　ヒナ 夕張TSOレーシング

454 00028 中村　梨乃 女 ナカムラ　リノ 札幌SSプロダクツ

467 00029 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

468 00030 中本　帆香 女 ナカモト　ホノカ 占冠ＳＪＳ

474 00031 片山　結理 女 カタヤマ　ユウリ 三笠レーシングチーム

491 00032 根木　悠愛 女 ネキ　ユウナ EMSCレーシング

502 00033 浦山　夏帆 女 ウラヤマ　カホ 登別ジュニアスキーチーム

506 00034 傳馬　萌美 女 デンマ　モエミ チームピヤシリ

510 00035 熊崎　莉子 女 クマザキ　リコ 占冠SJS

517 00036 早坂　愛音 女 ハヤサカ　アノン 枝幸小学校

529 00037 水尾　碧芭 女 ミズオ　アオバ EMSCレーシング

548 00038 江田　いお 女 ゴウダ　イオ 札幌SSプロダクツ

553 00039 南出　紗李 女 ミナミデ　サリ 旭川ジュニアアルペンチーム

572 00040 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
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115 02 ５・６年男子 00101 對馬　啓太 男 ツシマ　ケイタ 伊の沢レーシング

124 00102 遠藤　文志郎 男 エンドウ　ブンシロウ ニセコJST

146 00103 忠永　佳士 男 タダナガ　カイト ニセコジュニアスキーチーム

147 00104 松村　一期 男 マツムラ　イチゴ 札幌SSプロダクツ

155 00105 斎藤　友哉 男 サイトウ　トモヤ ライジング・アルペンスキーチーム

156 00106 石丸　太一 男 イシマル　タイチ 札幌アルペンSS少年団

165 00107 沼田　嵐 男 ヌマタ　ラン ニセコJr.スキーチーム

182 00108 佐藤　大馳 男 サトウ　タイチ ニセコジュニア

197 00109 菊池　奏汰 男 キクチ　カナタ ライジングアルペンスキー

212 00110 岡村　岳流 男 オカムラ　タケル 遠軽ジュニアアルペンレーシング

233 00111 原田　爽楽 男 ハラダ　ソラ 遠軽Jr.アルペン

236 00112 川尻　泰晟 男 カワジリ　タイセイ 玉越ストリームレーシング

239 00113 梅澤　月 男 ウメザワ　ライト 滝川レーシング

266 00114 武岡　徳空 男 タケオカ　トク Msレーシング

269 00115 勝見　洸太 男 カツミ　コウタ 比布レーシングスキークラブ

281 00116 川久保　皇佑 男 カワクボ　コウスケ 札幌アルペンSS少年団

284 00117 佐藤　満輝 男 サトウ　ミツキ 遠軽jrアルペン

292 00118 加茂　稜生 男 カモ　リョウセイ 札幌SSプロダクツ

293 00119 田中　理人 男 タナカ　リヒト 旭川ジュニアアルペンチーム

312 00120 松村　大翔 男 マツムラ　ヒロト 玉越ストリームレーシング

316 00121 鷲尾　駿 男 ワシオ　シュン 玉越ストリームレーシング

320 00122 森田　毅 男 モリタ　ゴウ 玉越ストリームレーシング

323 00123 佐々木　礼 男 ササキ　レイ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

333 00124 山口　蔵壘 男 ヤマグチ　クラル 遠軽Jrアルペン

349 00125 駒津　太珂 男 コマツ　タイガ チームピヤシリ

350 00126 伯谷　悠樹 男 ハクタニ　ユウキ ライジング・アルペンスキーチーム

369 00127 伊藤　瑠泉 男 イトウ　ルイ 北広島JAS

378 00128 岡室　志佑 男 オカムロ　シュウ ニセコジュニアスキーチーム

383 00129 桑江　常悟 男 クワエ　トウゴ 旭川ジュニアアルペン

395 00130 神田　柊斗 男 カンダ　シュウト 占冠ＳＪＳ

422 00131 山口　優 男 ヤマグチ　ユウ 栗山ジュニアレーシング

425 00132 中村　有佑 男 ナカムラ　ユウスケ 玉越ストリームレーシング

432 00133 金子　泰輔 男 カネコ　タイスケ 今金JRC

438 00134 清水　大嗣 男 シミズ　タイシ 玉越ストリームレーシング

441 00135 林　遼仁 男 ハヤシ　ハルト 北広島JAS

453 00136 山下　陽大 男 ヤマシタ　ヒナタ EMSCレーシング

459 00137 荒木　颯介 男 アラキ　ソウスケ SSプロダクツ

460 00138 鈴木　瑛太 男 スズキ　エイタ 今金JRC

469 00139 斉藤　里柊 男 サイトウ　リシュウ ライジング　アルペンスキーチーム

472 00140 味戸　瑞稀 男 アジト　ミズキ 遠軽Jrアルペン

473 00141 中山　翔 男 ナカヤマ　ショウ SSプロダクツ

478 00142 大黒　巧翔 男 オオクロ　タクト 札幌SSプロダクツ

486 00143 阿武　旺佑 男 アンノ　オウスケ MSレーシング

492 00144 小林　瑛介 男 コバヤシ　エイスケ 南富良野SJS

495 00145 太田　渓 男 オオタ　ケイ ライジング・アルペンスキーチーム

503 00146 若林　幸星 男 ワカバヤシ　コウセイ 札幌SSプロダクツ

507 00147 関本　航大 男 セキモト　コウダイ 日高アルペンスキー少年団

509 00148 小林　真尋 男 コバヤシ　マヒロ 夕張TSOレーシング

513 00149 植田　泰正 男 ウエダ　タイセイ かもいだけレーシング

514 00150 浜松　稜真 男 ハママツ　リョウマ 北広島ＪＡＳ
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524 00151 井上　創太 男 イノウエ　ソウタ RAUMU SRT

532 00152 川田　眞寿 男 カワダ　　マサトシ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

533 00153 内藤　駿太 男 ナイトウ　シュンタ 旭川ジュニアアルペン

536 00154 野原　有馬 男 ノハラ　アルマ 札幌アルペンスポーツ少年団

545 00155 高野　壮太 男 タカノ　ソウタ 夕張TSO

556 00156 菅野　利輝 男 カンノ　リキ Msスキーチーム

559 00157 村田　拓翔 男 ムラタ　タクト MSレーシング

575 00158 中野屋　悦生 男 ナカノヤ　エッセイ 旭川ジュニアアルペンチーム
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