
第２６回　スポニチ ジャイアントスラローム大会 in ＡＳＡＲＩ
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ＢＩＢ 選　　手　　名 性別 　　ヨ　ミ　ガ　ナ 　　所　　　　　属

01 ビギナー組 1 青木　遼太 男 あおき　りょうた 札幌手稲北小学校

01 ビギナー組 2 佐藤　ひまり 女 さとう　ひまり 札幌北陽小学校

01 ビギナー組 3 工藤　大河 男 くどう　たいが 札幌幌西小学校

01 ビギナー組 4 池上　智紀 男 いけがき　ともき 小樽朝里小学校

01 ビギナー組 5 池上　愛華 女 いけがみ　あいか 小樽朝里小学校

02 小学生低学年女子 6 澤田　采楷 女 さわだ　ことか 札幌前田小学校

02 小学生低学年女子 7 小林　朝陽 女 こばやし　あさひ 札幌緑丘小学校

02 小学生低学年女子 8 大黒　眞優 女 おおくろ　まゆ 札幌山の手南小学校

02 小学生低学年女子 9 奥山　千紗 女 おくやま　ちさ 芽室小学校

02 小学生低学年女子 10 根木　絢愛 女 ねき　あやな 枝幸小学校

02 小学生低学年女子 11 太田　朱莉 女 おおた　あかり 上美生小学校

02 小学生低学年女子 12 福士　縁 女 ふくし　ちなみ 日高小学校

02 小学生低学年女子 13 玉川　こはる 女 たまがわ　こはる 小樽望洋台小学校

02 小学生低学年女子 14 小原　菜月 女 おばら　なつき 真狩小学校

02 小学生低学年女子 15 原野　七海 女 はらの　ななみ 札幌山鼻南小学校

02 小学生低学年女子 16 川岸　澪奈 女 かわぎし　れいな 小樽朝里小学校

03 小学生低学年男子 18 青山　桃李 男 あおやま　とうり 紋別南丘小学校

03 小学生低学年男子 19 夏井坂　樹 男 なついざか　いつき 札幌幌西小学校

03 小学生低学年男子 20 水野　太晴 男 みずの　だいせい 御保内小学校

03 小学生低学年男子 21 高梨　真有 男 たかなし　しんゆう 札幌伏見小学校

03 小学生低学年男子 22 奥山　悠悟 男 おくやま　ゆうご 芽室小学校

03 小学生低学年男子 23 髙崎　大佑 男 たかさき　だいすけ 留寿都小学校

03 小学生低学年男子 24 森田　任 男 もりた　じん 札幌石山緑小学校

03 小学生低学年男子 25 石井　壮琉 男 いしい　たける 長沼小学校

03 小学生低学年男子 26 北原　裕也 男 きたはら　ゆうや 北見南小学校

03 小学生低学年男子 27 川瀬　聖尚 男 かわせ　せな 帯広稲田小学校

03 小学生低学年男子 28 江本　喜一 男 えもと　きいち 札幌緑丘小学校

03 小学生低学年男子 29 阿部　勇斗 男 あべ　ゆうと 札幌稲穂小学校

03 小学生低学年男子 30 林　結仁 男 はやし　ゆいと 札幌平岡公園小学校

03 小学生低学年男子 31 林崎　湊太 男 りんざき　そうた 伊達小学校

03 小学生低学年男子 32 佐竹　昊正 男 さたけ　こうせい 千歳小学校

03 小学生低学年男子 33 長谷川　蓮 男 はせがわ　れん 旭川緑が丘小学校

03 小学生低学年男子 34 北山　裕樹 男 きたやま　ゆうき 岩見沢美園小学校

03 小学生低学年男子 35 井島　圭斗 男 いしま　けいと 札幌西宮の沢小学校

03 小学生低学年男子 36 竹田　結翔 男 たけだ　ゆいと 札幌手稲鉄北小学校

03 小学生低学年男子 37 宮田　桜晴 男 みやた　おうせい 壮瞥小学校

03 小学生低学年男子 38 田村　翼 男 たむら　つばさ 枝幸小学校

03 小学生低学年男子 39 久保　創士郎 男 くぼ　そうしろう 稚内港小学校

03 小学生低学年男子 40 南　弦之介 男 みなみ　げんのすけ 日高小学校

03 小学生低学年男子 41 鶴見　瑠真 男 つるみ　りゅうしん 紋別潮見小学校
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04 小学生中学年女子 44 広田　紗良 女 ひろた　さら 士別南小学校

04 小学生中学年女子 45 長谷川　凛 女 はせがわ　りん 旭川緑が丘小学校

04 小学生中学年女子 46 土開　風音 女 どかい　かのん 蘭越小学校

04 小学生中学年女子 47 高垣　心 女 たかがき　まな 札幌幌西小学校

04 小学生中学年女子 48 坂上　実乃利 女 さかがみ　みのり 種川小学校

04 小学生中学年女子 49 佐々木　陽香 女 ささき　はるか 札幌二条小学校

04 小学生中学年女子 50 宮本　結萌 女 みやもと　ゆめ 栗山小学校

04 小学生中学年女子 51 田中　琉莉 女 たなか　るり 三笠小学校

04 小学生中学年女子 52 島崎　叶望 女 しまざき　かなみ 北海道教育大付属旭川小学校

04 小学生中学年女子 54 片倉　陽菜 女 かたくら　ひな 八雲小学校

04 小学生中学年女子 55 堤　柚葵 女 つつみ　ゆずき 岩見沢南小学校

04 小学生中学年女子 56 押切　七瀬 女 おしきり　ななせ 札幌栄緑小学校

04 小学生中学年女子 57 田澤　李悦 女 たざわ　りえ 札幌豊園小学校

04 小学生中学年女子 58 尾崎　カンナ 女 おざき　かんな 置戸小学校

04 小学生中学年女子 59 石水　雫 女 いしみず　しずく 札幌大倉山小学校

5 小学生中学年男子 60 釜井　嶺 男 かまい　れい 札幌山の手小学校

05 小学生中学年男子 61 夏井坂　陽基 男 なついざか　はるき 札幌幌西小学校

05 小学生中学年男子 62 髙﨑　佑樹 男 たかさき　ゆうき 留寿都小学校

05 小学生中学年男子 63 森田　匡 男 もりた　おみ 札幌石山緑小学校

05 小学生中学年男子 64 池中　一徳 男 いけなか　かずのり 札幌琴似中央小学校

05 小学生中学年男子 65 小原　陽向 男 おばら　ひなた 真狩小学校

05 小学生中学年男子 66 神戸　勝翔 男 かんべ　しょうと 八雲小学校

05 小学生中学年男子 67 小林　龍卯 男 こばやし　りゅう 札幌緑丘小学校

05 小学生中学年男子 68 福井　颯斗 男 ふくい　はやと 札幌藻岩小学校

05 小学生中学年男子 69 高田　凌輔 男 たかだ　りょうすけ 札幌新陵小学校

05 小学生中学年男子 70 金沢　拓 男 かなざわ　たく 札幌二条小学校

05 小学生中学年男子 71 清水目　陽翔 男 しみずめ　はると 札幌常盤小学校

05 小学生中学年男子 72 鈴木　雄太 男 すずき　ゆうた 紋別小学校

05 小学生中学年男子 73 佐藤　勝乃心 男 さとう　しょうのしん 札幌盤渓小学校

05 小学生中学年男子 74 成田　悠隼 男 なりた　ゆうと 札幌明園小学校

05 小学生中学年男子 75 太田　貢毅 男 おおた　こうき 上美生小学校

05 小学生中学年男子 76 五十嵐　琥珀 男 いがらし　こはく 札幌山の手南小学校

05 小学生中学年男子 77 工藤　啓太 男 くどう　けいた 佐呂間小学校

05 小学生中学年男子 78 久松　駿斗 男 ひさまつ　はやと 北海道教育大付属札幌小学校

05 小学生中学年男子 79 高木　幹太 男 たかぎ　かんた 当別小学校

05 小学生中学年男子 80 土田　千博 男 つちだ　ちひろ 札幌山の手小学校

05 小学生中学年男子 81 中西　希綱 男 なかにし　きずな 札幌緑丘小学校

05 小学生中学年男子 82 長谷川　稜 男 はせがわ　りょう 赤井川都小学校

05 小学生中学年男子 83 青木　友佑 男 あおき　ゆうすけ 札幌手稲北小学校

05 小学生中学年男子 84 安孫子　晴真 男 あびこ　はるま 西の里小学校

05 小学生中学年男子 85 味戸　陽汰 男 あじと　ひなた 遠軽南小学校

05 小学生中学年男子 86 夏目　宗和 男 なつめ　そうわ 札幌緑丘小学校

05 小学生中学年男子 87 南田　皇 男 みなみだ　こう 札幌伏見小学校
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05 小学生中学年男子 88 近藤　駈 男 こんどう　かける 札幌西野第二小学校

05 小学生中学年男子 89 川住　駿介 男 かわすみ　しゅんすけ 札幌発寒南小学校

05 小学生中学年男子 90 佐々木　博基 男 ささき　ひろき 札幌宮の森小学校

05 小学生中学年男子 91 大黒　翔眞 男 おおくろ　しょうま 札幌山の手南小学校

05 小学生中学年男子 92 原野　壮真 男 はらの　そうま 札幌山鼻南小学校

05 小学生中学年男子 93 倉本　隆之介 男 くらもと　りゅうのすけ 小樽朝里小学校

05 小学生中学年男子 94 山口　響稀 男 やまぐち　ひびき 遠軽町瀬戸瀬小学校

05 小学生中学年男子 95 伯谷　慶太 男 はくたに　けいた 札幌藻岩小学校

05 小学生中学年男子 96 三浦　快斗 男 みうら　かいと 稚内南小学校

05 小学生中学年男子 97 佐藤　奨真 男 さとう　しょうま 札幌西岡北小学校

05 小学生中学年男子 98 大江　隼人 男 おおえ　はやと 明日中教校

05 小学生中学年男子 99 青山　獅音 男 あおやま　しおん 紋別南丘小学校

05 小学生中学年男子 100 長尾　友朗 男 ながお　ともろう 札幌山の手南小学校
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06 小学生高学年女子 102 中本　帆香 女 なかもと　ほのか 占冠中央小学校

06 小学生高学年女子 103 田村　実夢 女 たむら　みみ 士別糸魚小学校

06 小学生高学年女子 104 竹内　悠夏 女 たけうち　ゆうか 日高富川小学校

06 小学生高学年女子 105 釜井　美和 女 かまい　みわ 札幌山の手小学校

06 小学生高学年女子 106 土開　舞雪 女 どかい　まゆき 蘭越小学校

06 小学生高学年女子 107 鈴木　真央 女 すずき　まお 紋別小学校

06 小学生高学年女子 108 生田　小夜 女 いくた　さよ 真狩小学校

06 小学生高学年女子 109 井島　柚希 女 いしま　ゆずき 札幌西宮の沢小学校

06 小学生高学年女子 110 富岡　万結 女 とみおか　まゆ 登別鷲別小学校

06 小学生高学年女子 111 池田　栞 女 いけだ　しおり 真狩小学校

06 小学生高学年女子 112 信免　穂香 女 しんめん　ほのか 倶知安町西小学校

06 小学生高学年女子 113 中鉢　望杏 女 ちゅうばち　のあ 遠軽南小学校

06 小学生高学年女子 114 石岡　芽吹 女 いしおか　めぶき 室蘭海陽小学校

06 小学生高学年女子 115 倉本　風音 女 くらもと　かのん 小樽朝里小学校

06 小学生高学年女子 117 吉澤　桃華 女 よしざわ　ももか 帯広小学校

07 小学生高学年男子 120 山口　蔵壘 男 やまぐち　くらる 遠軽町瀬戸瀬小学校

07 小学生高学年男子 121 中安　晃琉 男 なかやす　ひかる 西当別小学校

07 小学生高学年男子 122 岡村　岳流 男 おかむら　たける 遠軽瀬戸瀬小学校

07 小学生高学年男子 123 金子　泰輔 男 かねこ　たいすけ 今金小学校

07 小学生高学年男子 124 味戸　瑞稀 男 あじと　みずき 遠軽南小学校

07 小学生高学年男子 125 佐々木　十太 男 ささき　とおた 札幌盤渓小学校

07 小学生高学年男子 126 佐藤　大馳 男 さとう　たいち ニセコ小学校

07 小学生高学年男子 127 坂本　隼祐 男 さかもと　しゅんすけ 八雲小学校

07 小学生高学年男子 128 荒木　颯介 男 あらき　そうすけ 札幌円山小学校

07 小学生高学年男子 129 新川　蒼一郎 男 しんかわ　そういちろう 倶知安町北陽小学校

07 小学生高学年男子 130 森田　毅 男 もりた　ごう 札幌石山緑小学校

07 小学生高学年男子 131 原田　爽楽 男 はらだ　そら 遠軽東小学校

07 小学生高学年男子 132 菅原　瑞希 男 すがわら　みずき 札幌東山小学校

07 小学生高学年男子 133 久保　煌士郎 男 くぼ　こうしろう 稚内港小学校

08 中学生以上女子 135 杉森　愛弥 女 すぎもり　あや 遺愛女子中学校

08 中学生以上女子 136 小椋　瑞瑳 女 おぐら　みずさ d5歯科

08 中学生以上女子 137 福本　莉子 女 ふくもと　りこ 江別野幌中学校

08 中学生以上女子 138 五木田　彩名 女 ごきた　あやな d5歯科
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09 スーパーマスターズ 141 東　達郎 男 ひがし　たつろう チーム家畜

09 スーパーマスターズ 142 今野　順哉 男 こんの　じゅんや ジャガーレーシング

09 スーパーマスターズ 143 工藤　忠敏 男 くどう　ただとし

09 スーパーマスターズ 144 佐藤　広治 男 さとう　ひろじ ジャガーレーシング

09 スーパーマスターズ 145 阿部　浩章 男 あべ　ひろあき ススキノむんむんクラブ

09 スーパーマスターズ 146 吉村　秀美 男 よしむら　ひでみ チーム炭王

09 スーパーマスターズ 147 玉井　正志 男 たまい　まさし

09 スーパーマスターズ 148 森川　勝之 男 もりかわ　かつゆき ニセコスキー連盟

09 スーパーマスターズ 149 星　真寿己 男 ほし　ますみ

09 スーパーマスターズ 150 寺岡　敏男 男 てらおか　としお 峠レーシング

09 スーパーマスターズ 151 今村　晴彦 男 いまむら　はるひこ ジャステムレーシング

09 スーパーマスターズ 152 伏見　好史 男 ふしみ　よりふみ ホワイトスキークラブ

09 スーパーマスターズ 153 豊田　伸司 男 とよた　しんじ 手稲スキー協会

09 スーパーマスターズ 154 伊藤　彰宏 男 いとう　あきひろ ジャステムレーシング

09 スーパーマスターズ 155 望月　豊 男 もちづき　ゆたか 美唄レーシング

09 スーパーマスターズ 156 髙橋　宏明 男 たかはし　ひろあき 小樽　ＳＵＰＥＲ　６０

09 スーパーマスターズ 157 阿部　秀雅 男 あべ　ひでまさ チーム炭王

09 スーパーマスターズ 158 渡辺　俊二 男 わたなべ　しゅんじ

09 スーパーマスターズ 159 服部　敏幸 男 はっとり　としゆき ジャガーレーシング

09 スーパーマスターズ 160 松橋　秀晧 男 まつはし　ひであき 峠レーシング

09 スーパーマスターズ 161 熊谷　俊孝 男 くまがい　としたか BOSS

09 スーパーマスターズ 162 山崎　英郎 男 やまざき　ひでお ジャガーレーシング

10 マスターズ 165 柳谷　修治 男 やなぎや　しゅうじ ジャガーレーシング

10 マスターズ 166 中井　啓介 男 なかい　けいすけ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

10 マスターズ 167 橋本　武彦 男 はしもと　たけひこ 比布レーシング

10 マスターズ 168 吉田　清 男 よしだ　きよし ＲＩスキークラブ

10 マスターズ 169 平井　和宏 男 ひらい　かずひろ ライジングアルペンスキーチーム

10 マスターズ 170 掛川　勇一 男 かけかわ　ゆういち ジャステムレーシング

10 マスターズ 171 土岐　直樹 男 どき　なおき Brain

10 マスターズ 172 細田　勧 男 ほそだ　けん 奥沢ＲＣ
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11 壮年２(４３～５０歳) 175 佐々木　信豪 男 ささき　しんごう 佐々木造園

11 壮年２(４３～５０歳) 176 髙崎　貴明 男 たかさき　たかあき

11 壮年２(４３～５０歳) 177 小山　健司 男 こやま　けんじ ジャステムレーシング

11 壮年２(４３～５０歳) 178 佐藤　浩志 男 さとう　こうじ ススキノむんむんクラブ

11 壮年２(４３～５０歳) 179 岡村　貴幸 男 おかむら　たかゆき 遠軽にょっきーず

11 壮年２(４３～５０歳) 180 佐々木　大輔 男 ささき　だいすけ MSレーシング

11 壮年２(４３～５０歳) 181 石谷　雄一 男 いしたに　ゆういち ジャガーレーシング

11 壮年２(４３～５０歳) 182 釜井　裕介 男 かまい　ゆうすけ ライジングアルペンスキーチーム

11 壮年２(４３～５０歳) 183 佐藤　恵二 男 さとう　けいじ ススキノむんむんクラブ

11 壮年２(４３～５０歳) 184 松崎　孝弘 男 まつざき　たかひろ 玉越ストリームレーシング

11 壮年２(４３～５０歳) 185 大友　健 男 おおとも　たけし

11 壮年２(４３～５０歳) 186 佐藤　義勝 男 さとう　よしかつ ライジング・アルペンスキーチーム

12 壮年１(３２～４２歳) 189 宮崎　大 男 みやざき　だい 王子総合病院

12 壮年１(３２～４２歳) 190 石村　竜一 男 いしむら　りゅういち 岩見沢レーシング

13 中学生以上３１歳男子 192 志村　繁尚 男 しむら　しげひさ d5歯科

13 中学生以上３１歳男子 193 田澤　直記 男 たざわ　なおき 札幌新陽高校

13 中学生以上３１歳男子 194 御所脇　大樹 男 ごしょわき　たいき ジャガーレーシング

13 中学生以上３１歳男子 195 神戸　雄冬 男 かんべ　ゆうと 八雲高校

13 中学生以上３１歳男子 196 阪下　敬紀 男 さかした　ひろのり 日本光電工業

13 中学生以上３１歳男子 197 工藤　悠太 男 くどう　ゆうた 佐呂間中学校

13 中学生以上３１歳男子 198 高田　亮 男 たかた　りょう TAKATA RACING


