
第46回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会
スタートリスト

受
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ＢＩＢ 選　　手　　名 性別 　　ヨ　ミ　ガ　ナ 　　所　　　　　属

120 01 小学1・2年女子組 1 大黒　眞優 女 オオクロ　マユ 札幌SSプロダクツ

026 01 小学1・2年女子組 2 福士　縁 女 フクシ　チナミ 日高アルペンスキー少年団

001 01 小学1・2年女子組 3 澤田　采諧 女 サワダ　コトカ 札幌SSプロダクツ

047 01 小学1・2年女子組 4 佐々木　志穂子 女 ササキ　シホコ ニセコJrスキーチーム

048 01 小学1・2年女子組 5 玉川　こはる 女 タマガワ　コハル ライジング・アルペンスキーチーム

061 01 小学1・2年女子組 6 小林　朝陽 女 コバヤシ　アサヒ 玉越ストリームレーシング

141 01 小学1・2年女子組 7 眞壁　渚 女 マカベ　ナギサ 留辺蘂スキースポーツ少年団

149 01 小学1・2年女子組 8 根木　絢愛 女 ネキ　アヤナ EMSCレーシング

093 01 小学1・2年女子組 9 山口　りん 女 ヤマグチ　リン 留萌ジュニアしじみＲＣ

165 01 小学1・2年女子組 10 黒田　光咲 女 クロダ　ヒヨリ 長沼マオイレーシング

184 01 小学1・2年女子組 11 山田　果瑛 女 ヤマダ　カエ 由仁連盟競技部

187 01 小学1・2年女子組 12 間所　笑理 女 マドコロ　エミリ 長沼マオイレーシング

107 02 小学1・2年男子組 21 久保　創士郎 男 クボ 　ソウシロウ 稚内アルペンスキー少年団

066 02 小学1・2年男子組 22 林　結仁 男 ハヤシ　ユイト 北広島JAS

027 02 小学1・2年男子組 23 井島　圭斗 男 イシマ　ケイト 札幌SSプロダクツ

122 02 小学1・2年男子組 24 佐竹　昊正 男 サタケ　コウセイ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

009 02 小学1・2年男子組 25 小林　慶大 男 コバヤシ　ケイタ 南富良野SJS

018 02 小学1・2年男子組 26 長谷川　蓮 男 ハセガワ　レン 旭川ジュニアアルペンチーム

031 02 小学1・2年男子組 27 森田　毅任 男 モリタ　ジン 玉越ストリーム

036 02 小学1・2年男子組 28 北山　裕樹 男 キタヤマ　ユウキ 岩見沢レーシング

040 02 小学1・2年男子組 29 南　弦之介 男 ミナミ　ゲンノスケ 日高アルペンスキー少年団

042 02 小学1・2年男子組 30 高梨　真有 男 タカナシ　シンユウ 玉越ストリームレーシング

050 02 小学1・2年男子組 31 宮田　桜晴 男 ミヤタ　オウセイ 洞爺湖ジュニア

067 02 小学1・2年男子組 32 森田　櫻亮 男 モリタ　オウスケ 上湧別スキー少年団競技部

072 02 小学1・2年男子組 33 田村　翼 男 タムラ　ツバサ ＥＭＳＣレーシング

080 02 小学1・2年男子組 34 戸田　健登 男 トダ　ケント 美幌Jrアルペンスキー少年団

081 02 小学1・2年男子組 35 奥山　悠悟 男 オクヤマ　ユウゴ フェニックスメムロレーシング

086 02 小学1・2年男子組 36 竹田　結翔 男 タケダ　ユイト ライジング・アルペンスキーチーム

104 02 小学1・2年男子組 37 鈴木　瀬 男 スズキ　ライ ニセコジュニア

110 02 小学1・2年男子組 38 北原　裕也 男 キタハラ　ユウヤ 北見JAR

121 02 小学1・2年男子組 39 江本　喜一 男 エモト　キイチ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

134 02 小学1・2年男子組 40 石井　壮琉 男 イシイ　タケル 岩見沢レーシング

144 02 小学1・2年男子組 41 青山　桃李 男 アオヤマ　トウリ 紋別スキー少年団

159 02 小学1・2年男子組 42 鶴見　瑠真 男 ツルミ　リュウシン 紋別スキー少年団

091 02 小学1・2年男子組 43 甚伊　光彩 男 ジンイ　ヒイロ 留萌ジュニアしじみＲＣ

092 02 小学1・2年男子組 44 甚伊　宥李 男 ジンイ　ユウリ 留萌ジュニアしじみＲＣ

096 02 小学1・2年男子組 45 宮本　俊洋 男 ミヤモト　トシヒロ 増毛暑寒しじみＲＣ

169 02 小学1・2年男子組 46 阿部　勇斗 男 アベ　ユウト ライジングアルペンスキーチーム

170 02 小学1・2年男子組 47 林崎　湊太 男 リンザキ　ソウタ 洞爺湖ジュニア

177 02 小学1・2年男子組 48 夏井坂　樹 男 ナツイザカ　イツキ 札幌SSプロダクツ

188 02 小学1・2年男子組 49 羽石　晴空 男 ハネイシ　ハク 斜里レーシング
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156 03 小学3年女子組 51 堤　柚葵 女 ツツミ　ユズキ 三笠レーシングチーム

109 03 小学3年女子組 52 千葉　綾乃 女 チバ　アヤノ 日高アルペンスキー少年団

020 03 小学3年女子組 53 長谷川　凛 女 ハセガワ　リン 旭川ジュニアアルペンチーム

041 03 小学3年女子組 54 岡室　結布 女 オカムロ　ユウ ニセコジュニアスキーチーム

058 03 小学3年女子組 55 福本　寧々 女 フクモト　ネネ 日高アルペンスキー少年団

010 03 小学3年女子組 56 押切　七瀬 女 オシキリ　ナナセ ライジングアルペンスキーチーム

100 03 小学3年女子組 57 勝見　友音 女 カツミ　ユノン 比布レーシングスキークラブ

074 03 小学3年女子組 58 五十嵐　陽和 女 イガラシ　ヒヨリ 滝川レーシング

157 03 小学3年女子組 59 ミークル　シェルビー女 ミークル　シェルビー ニセコ花園スキーレーシングチーム

135 03 小学3年女子組 60 忠永　帆加 女 タダナガ　ホノカ ニセコジュニアスキーチーム

192 03 小学3年女子組 61 小林　亜里沙 女 コバヤシ　アリサ 比布レーシングスキークラブ

021 03 小学3年女子組 62 石川　蒼 女 イシカワ　アオイ 南富良野SJS

038 03 小学3年女子組 63 藤島　蓮菜 女 フジシマ　レンナ 旭川ジュニアアルペンチーム

181 03 小学3年女子組 64 三浦　菜央 女 ミウラ　ナオ 北広島JAS

039 03 小学3年女子組 65 浦山　直 女 ウラヤマ　ナオ 登別ジュニアスキーチーム

102 03 小学3年女子組 66 互　奏 女 タガイ　カナエ ニセコジュニアスキーチーム

145 03 小学3年女子組 67 土屋　祥愛 女 ツチヤ　サエ 長沼マオイレーシング

087 03 小学3年女子組 68 角谷　柊采 女 カドヤ　トア 留萌ジュニアしじみＲＣ

004 03 小学3年女子組 69 八木橋　乙葉 女 ヤギハシ　オトハ Raumu.SC

079 03 小学3年女子組 70 片倉　陽菜 女 カタクラ　ヒナ 八雲ジュニアレーシング

115 03 小学3年女子組 71 土開　風音 女 ドカイ　カノン 倶知安アルペンスキー少年団

128 03 小学3年女子組 72 川田　真凛 女 カワダ　マリン 札幌アルペンスキースポーツ少年団

097 03 小学3年女子組 73 川崎　希乃歌 女 カワサキ　ノノカ 増毛暑寒しじみＲＣ

028 04 小学3年男子組 81 成田　悠隼 男 ナリタ　ユウト 玉越ストリームレーシング

124 04 小学3年男子組 82 佐藤　奨真 男 サトウ　ショウマ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

015 04 小学3年男子組 83 太田　貢毅 男 オオタ　　コウキ フェニックスメムロレーシング

002 04 小学3年男子組 84 伯谷　慶太 男 ハクタニ　ケイタ ライジング・アルペンスキーチーム

140 04 小学3年男子組 85 木村　晟唯 男 キムラ　セイ 上湧別スキー少年団競技部

176 04 小学3年男子組 86 夏井坂　陽基 男 ナツイザカ　ハルキ 札幌SSプロダクツ

180 04 小学3年男子組 87 畠山　悠 男 ハタケヤマ　ハルカ 旭川ジュニアアルペンチーム

106 04 小学3年男子組 88 下　尚希 男 シモ　ナオキ ライジング・アルペンスキーチーム

083 04 小学3年男子組 89 味戸　陽汰 男 アジト　ヒナタ 遠軽Jrアルペン

046 04 小学3年男子組 90 土田　千博 男 ツチダ　チヒロ 玉越ストリームレーシング

060 04 小学3年男子組 91 小林　龍卯 男 コバヤシ　リュウ 玉越ストリームレーシング

151 04 小学3年男子組 92 梅沢　泰楽 男 ウメザワ　タイラ ニセコjr

005 04 小学3年男子組 93 近藤　駈 男 コンドウ　カケル ライジングアルペンスキーチーム

112 04 小学3年男子組 94 釜井　嶺 男 カマイ　レイ ライジングアルペンスキーチーム

117 04 小学3年男子組 95 倉本　隆之介 男 クラモト　リュウノスケ ライジングアルペンスキーチーム

179 04 小学3年男子組 96 坂本　孝太 男 サカモト　コウタ 北広島JAS

030 04 小学3年男子組 97 森田　匡 男 モリタ　オミ 玉越ストリーム

089 04 小学3年男子組 98 住吉　逞 男 スミヨシ　タクマ 留萌ジュニアしじみＲＣ

090 04 小学3年男子組 99 久留宮　蓮 男 クルミヤ　レン 留萌ジュニアしじみＲＣ

029 04 小学3年男子組 100 福井　颯斗 男 フクイ　ハヤト 玉越ストリームレーシング
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033 04 小学3年男子組 101 清水目　陽翔 男 シミズメ　ハルト 玉越ストリームレーシング

103 04 小学3年男子組 102 鈴木　雄太 男 スズキ　ユウタ 紋別スキー少年団

123 04 小学3年男子組 103 夏目　宗和 男 ナツメ　ソウワ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

191 04 小学3年男子組 104 漆原　誉 男 ウルシハラ　ホマレ フッツアルペン
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077 05 小学4年女子組 111 広田　紗良 女 ヒロタ　サラ 朝日ＡＳＳ

037 05 小学4年女子組 112 島崎　叶望 女 シマザキ　カナミ 旭川ジュニアアルペンチーム

043 05 小学4年女子組 113 尾崎　カンナ 女 オザキ　カンナ 留辺蘂スキースポーツ少年団

154 05 小学4年女子組 114 田中　琉莉 女 タナカ　ルリ 三笠レーシングチーム

161 05 小学4年女子組 115 澤野　粋 女 サワノ　スイ 夕張TSOレーシング

013 05 小学4年女子組 116 河崎　奈緒美 女 カワサキ　ナオミ 滝川レーシング

125 05 小学4年女子組 117 石水　雫 女 イシミズ　シズク 札幌アルペンスキースポーツ少年団

189 05 小学4年女子組 118 吉岡　ゆめ 女 ヨシオカ　ユメ 滝川レーシング

163 05 小学4年女子組 119 吉本　羽愛 女 ヨシモト　ハナ 長沼マオイレーシング

155 05 小学4年女子組 120 高垣　心 女 タカガキ　マナ 三笠レーシングチーム

006 05 小学4年女子組 121 佐々木　里和子 女 ササキ　リワコ ニセコJrスキーチーム

160 05 小学4年女子組 122 坂上　実乃俐 女 サカガミ　ミノリ 今金ＪＲＣ

049 05 小学4年女子組 123 田澤　李悦 女 タザワ　リエ 夕張TSOレーシング

148 05 小学4年女子組 124 宮本　結萌 女 ミヤモト　ユメ 栗山ジュニアレーシング

024 06 小学4年男子組 131 金沢　拓 男 カナザワ　タク 玉越ストリームレーシング

014 06 小学4年男子組 132 川田　陸人 男 カワタ　リクト 滝川レーシング

152 06 小学4年男子組 133 佐藤　壱樹 男 サトウ　イッキ 上湧別スキー少年団競技部

158 06 小学4年男子組 134 中西　希綱 男 ナカニシ　キヅナ ライジング・アルペンスキーチーム

185 06 小学4年男子組 135 上松　拓実 男 ウエマツ　タクミ 遠軽ジュニアアルペン

034 06 小学4年男子組 136 三浦　快斗 男 ミウラ　カイト 稚内アルペン　ＳＳ

054 06 小学4年男子組 137 工藤　啓太 男 クドウ　ケイタ 上湧別スキー少年団競技部

127 06 小学4年男子組 138 川住　駿介 男 カワスミ　シュンスケ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

119 06 小学4年男子組 139 大黒　翔眞 男 オオクロ　ショウマ 札幌SSプロダクツ

164 06 小学4年男子組 140 佐藤　太陽 男 サトウ　タイヨウ 上湧別スキー少年団競技部

016 06 小学4年男子組 141 下川　碧大 男 シモカワ　アオト 滝川レーシング

126 06 小学4年男子組 142 久松　駿斗 男 ヒサマツ　ハヤト 札幌アルペンスキースポーツ少年団

070 06 小学4年男子組 143 佐々木　博基 男 ササキ　ヒロキ 玉越ストリームレーシング

076 06 小学4年男子組 144 山口　響稀 男 ヤマグチ　ヒビキ 遠軽Jrアルペン

078 06 小学4年男子組 145 戸田　優虎 男 トダ　ユウト 美幌Jrアルペンスキー少年団

138 06 小学4年男子組 146 安孫子　晴真 男 アビコ　ハルマ ライジング・アルペンスキーチーム

143 06 小学4年男子組 147 青山　獅音 男 アオヤマ　シオン 紋別スキー少年団

053 06 小学4年男子組 148 五十嵐　琥珀 男 イガラシ　コハク 札幌SSプロダクツ

062 06 小学4年男子組 149 高田　凌輔 男 タカダ　リョウスケ 札幌SS　プロダクツ

008 06 小学4年男子組 150 鈴木　瑛太 男 スズキ　エイタ Raumu.SRT

194 06 小学4年男子組 151 南田　皇 男 ミナミダ　コウ サッポロモイワJSC

011 06 小学4年男子組 152 佐藤　勝乃心 男 サトウ　ショウノシン ライジング・アルペンスキーチーム

129 06 小学4年男子組 153 池中　一徳 男 イケナカ　カズノリ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

166 06 小学4年男子組 154 黒田　一咲 男 クロダ　イッサ 長沼マオイレーシング

182 06 小学4年男子組 155 羽石　天馬 男 ハネイシ　テンマ 斜里レーシング

007 06 小学4年男子組 156 神戸　勝翔 男 カンベ　ショウト 八雲ジュニアレーシング

105 06 小学4年男子組 157 ﾋﾟｯｶﾘﾝｸﾞ　望有 男 ピッカリング　ノア Fu’s
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045 07 小学5年女子組 1 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

130 07 小学5年女子組 2 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

052 07 小学5年女子組 3 竹内　悠夏 女 タケウチ　ユウカ 日高アルペンスキー少年団

003 07 小学5年女子組 4 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

019 07 小学5年女子組 5 石川　楓 女 イシカワ　カエデ 南富良野SJS

057 07 小学5年女子組 6 福本　奈々 女 フクモト　ナナ 日高アルペンスキー少年団

116 07 小学5年女子組 7 石岡　芽吹 女 イシオカ　メブキ 登別ジュニアスキーチーム

025 07 小学5年女子組 8 井島　柚希 女 イシマ　ユズキ 札幌SSプロダクツ

023 07 小学5年女子組 9 中本　帆香 女 ナカモト　ホノカ 占冠ＳＪＳ

071 07 小学5年女子組 10 中鉢　望杏 女 チュウバチ　ノア 遠軽Jｒアルペン

035 07 小学5年女子組 11 浦山　夏帆 女 ウラヤマ　カホ 登別ジュニアスキーチーム

118 07 小学5年女子組 12 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

113 07 小学5年女子組 13 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

167 07 小学5年女子組 14 黒田　陽咲 女 クロダ　ヒナタ 長沼マオイレーシング

068 07 小学5年女子組 15 富岡　万結 女 トミオカ　マユ 登別ジュニアスキーチーム

114 07 小学5年女子組 16 土開　舞雪 女 ドカイ　マユキ 倶知安アルペンスキー少年団

051 07 小学5年女子組 17 赤松　花音 女 アカマツ　カオン ニセコJST

088 07 小学5年女子組 18 住吉　愛莉 女 スミヨシ　アイリ 留萌ジュニアしじみＲＣ

111 07 小学5年女子組 19 信免　穂香 女 シンメン　ホノカ 倶知安アルペンスキー少年団

022 08 小学5年男子組 21 井上　創太 男 イノウエ　　ソウタ Raumu.SRT

150 08 小学5年男子組 22 山田　悠貴 男 ヤマダ　ユウキ Raumu.SRT

099 08 小学5年男子組 23 勝見　洸太 男 カツミ　コウタ 比布レーシングスキークラブ

082 08 小学5年男子組 24 味戸　瑞稀 男 アジト　ミズキ 遠軽Jrアルペン

193 08 小学5年男子組 25 山崎　絢 男 ヤマザキ　ケン 北見JAR

168 08 小学5年男子組 26 今井　光晴 男 イマイ　コウセイ オーンズレーシングチーム

017 08 小学5年男子組 27 松本　奏真 男 マツモト　ソウマ ふらのアルペンジュニアスキーチーム

084 08 小学5年男子組 28 浜松　稜真 男 ハママツ　リョウマ 北広島ＪＡＳ

133 08 小学5年男子組 29 新川　蒼一郎 男 シンカワ　ソウイチロウ 倶知安アルペンスキー少年団

065 08 小学5年男子組 30 林　遼仁 男 ハヤシ　ハルト 北広島JAS

108 08 小学5年男子組 31 久保　煌士郎 男 クボ 　コウシロウ 稚内アルペンスキー少年団

101 08 小学5年男子組 32 森田　毅 男 モリタ　ゴウ 玉越ストリーム

012 08 小学5年男子組 33 金子　泰輔 男 カネコ　タイスケ 今金JRC

073 08 小学5年男子組 34 荒木　颯介 男 アラキ　ソウスケ 札幌SSプロダクツ

095 08 小学5年男子組 35 道添　恵太朗 男 ミチゾエ　ケイタロウ 増毛暑寒しじみＲＣ

186 08 小学5年男子組 36 間所　大智 男 マドコロ　タイチ 長沼マオイレーシング
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190 09 小学6年女子組 41 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

059 09 小学6年女子組 42 鈴木　真央 女 スズキ　マオ 紋別スキー少年団

178 09 小学6年女子組 43 三浦　　輝 女 ミウラ　アカリ 長沼マオイレーシング

196 09 小学6年女子組 44 杉本　くるみ 女 スギモト　クルミ SSプロダクツ

139 10 小学6年男子組 51 大東　啓 男 オオヒガシ　ケイ 北見ＪＡＲ

136 10 小学6年男子組 52 原田　爽楽 男 ハラダ　ソラ 遠軽ジュニアアルペン

195 10 小学6年男子組 53 田中　理人 男 タナカ　リヒト 旭川ジュニアアルペンチーム

174 10 小学6年男子組 54 村田　拓翔 男 ムラタ　タクト MSレーシング

064 10 小学6年男子組 55 森田　脩介 男 モリタ　シュウスケ 上湧別スキー少年団競技部

075 10 小学6年男子組 56 山口　蔵壘 男 ヤマグチ　クラル 遠軽Jrアルペン

131 10 小学6年男子組 57 佐竹　隼正 男 サタケ　シュンセイ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

069 10 小学6年男子組 58 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

137 10 小学6年男子組 59 佐々木　十太 男 ササキ　トオタ サッポロモイワJSC

172 10 小学6年男子組 60 太田　渓 男 オオタ　ケイ ライジング・アルペンスキーチーム

146 10 小学6年男子組 61 坂本　隼祐 男 サカモト　シュンスケ 八雲ジュニアレーシング

175 10 小学6年男子組 62 小林　真尋 男 コバヤシ　マヒロ 夕張TSOレーシング
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183 11 中学女子組 71 上松　咲穂奈 女 ウエマツ　サホナ 遠軽ジュニアアルペン

032 11 中学女子組 72 初瀬川　明璃 女 ハツセガワ　アカリ 登別ジュニアレーシング

132 11 中学女子組 73 大西　藍生 女 オオニシ　アオイ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

085 11 中学女子組 74 杉森　愛弥 女 スギモリ　アヤ 八雲ジュニアレーシング

055 12 中学男子組 81 工藤　悠太 男 クドウ　ユウタ 上湧別スキー少年団競技部

098 12 中学男子組 82 勝見　颯斗 男 カツミ　ハヤト 比布レーシングスキークラブ

063 12 中学男子組 83 森田　泰輔 男 モリタ　タイスケ 上湧別スキー少年団競技部

147 12 中学男子組 84 長屋　壮 男 ナガヤ　ソウ 恵庭市立恵明中学校

056 12 中学男子組 85 福本　健太 男 フクモト　ケンタ 日高アルペンスキー少年団

162 12 中学男子組 86 大江　隼人 男 オオエ　ハヤト 登別ジュニアスキーチーム

173 12 中学男子組 87 谷　天晴 男 タニ　テンセイ 八雲ジュニアレーシング

171 12 中学男子組 88 佐藤　耕平 男 サトウ　コウヘイ 八雲ジュニアレーシング

153 12 中学男子組 89 佐藤　颯祐 男 サトウ　ソウスケ 上湧別スキー少年団競技部

142 12 中学男子組 90 長南　理大 男 チョウナン　リオ 札幌八条中学校

094 12 中学男子組 91 松本　侑真 男 マツモト　ユウマ 留萌ジュニアしじみＲＣ


