
成年AＢ女子(01)
2000(03012657) 押切 葵 日本大学12.9111 002

1991(03004034) 上田 皐 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾀﾞｽﾄ ｽｷｰｸﾗﾌﾞ69.6322 010

2001(03014072) 畠中 悠生乃 日本体育大学16.1933 003

2001(03013567) 宮崎 純奈 慶應義塾大学16.2244 004

2002(03015192) 本田 陽菜 日本大学20.2655 006

1981(03004152) 村松 晶子 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団31.5266 009

2001(03014075) 広田 静空 早稲田大学27.8577 008

1999(03010212) 宮崎 栞奈 日本大学17.9788 005

2000(03012655) 稲元 菜月 法政大学24.4399 007

成年C男子(02)
1973(03009951) 吉田 尚哉 かもい岳レーシング165.73101 021

1972(03000245) 長谷川 祐一 沼田スキー連盟211.39112 023

1973(03000069) 田代 航 旭川レーシングチーム214.11123 025

1964(03001574) 原田 達也 デサントスキーチーム89.29134 011

1969(03000363) 村上 浩一 北友スキークラブ153.02145 018

1963(03000018) 土肥 靖 ぬかびら源泉郷倶楽部275.58156 027

1971(03000224) 山崎　友嗣 ジャステムレーシング163.61167 019

1965(09004383) 大村　浩 札幌アルペン少年団233.40178 024

1972(03000432) 木内　忠幸 ブレーン119.37189 016

1972(03000091) 福原　和幸 SKSスキーチーム163.951910 020

1972(03000431) 石井　亮 R・Iスキークラブ110.222011 014

1976(03000298) 松﨑 孝弘 サロモンスキークラブ92.402112 012

1975(03000440) 山内 智 ダイヤモンドダスト　スキークラ183.262213 022

1973(03000088) 手島　智志 R・Iスキークラブ152.382314 017

1972(03000189) 小松 広樹 ジャステムレーシング262.942415 026

1962(03000349) 山崎　英郎 ジャガーレーシング2516 034

1986(03023833) 小林 和広 比布レーシングスキークラブ2617 031

1986(00000003) 大村　進吾 留辺蘂スキースポーツ少年団2718 038

1984(03003190) 武田 竜 ブレーン2819 035

1983(00000002) 大村　健太 Bravissimo2920 037

1973(00000004) 林　英敏 比布レーシングスキークラブ3021 040

1986(03025122) 平塚　巧也 岩見沢スキー連盟3122 033

1964(09004615) 掛川　勇一 ジャステムレーシング3223 028

1960(03000040) 伊東 弘至 旭川スキー連盟3324 039

1974(03018804) 佐々木　信豪 佐々木造園3425 032

1986(00000001) 北野　文也 東海大スキークラブ3526 030

1985(00000005) 内海　淳司 北見スキー連盟3627 041

1967(03023812) 大盛 宏幸 ダイヤモンドダストスキークラブ3728 029

1963(09004039) 土岐　直樹 Brain　3829 036
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成年AＢ男子(03)
1999(03009953) 吉田 隼汰 日本大学27.20391 049

1999(03010494) 佐藤 竜馬 東洋大学15.88402 045

2002(03014872) 山中 新汰 慶應義塾大学15.11413 044

2002(03014873) 進藤 拓海 北翔大学45.04424 056

1999(03010826) 小林 大翔 慶應義塾大学15.94435 046

2000(03015012) 加藤 太一 法政大学40.20446 055

1993(03000171) 新 賢範 Brain7.83457 042

1999(03010708) 尾崎 翔汰 専修大学46.10468 057

2000(03012718) 寺井 千暁 東海大学25.68479 048

2001(03013909) 森囿 竜輝 中央大学19.764810 047

2000(03012099) 林 竜旭 東海大学12.494911 043

2001(03014604) 山田 健太 明治大学35.835012 053

1989(03003600) 大村 和哉 Brain28.965113 051

1999(03010485) 髙山 慎太郎 近畿大学32.535214 052

2002(03015120) 天野 絢登 北海道教育大学38.855315 054

2002(03015185) 斎藤 宇哉 東海大学49.755416 058

2001(03013919) 渡邉 唯翔 留辺蘂スキー少年団62.825517 059

1989(03000047) 木村 翔馬 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団79.065618 060

2002(03022847) 田中 俊悟 ダイヤモンドダストスキークラブ124.885719 061

1990(03000117) 岡本　洸司 Brain240.525820 062

1997(03009992) 堀口 宗一朗 チームピヤシリ5921 064

1994(03000155) 成田 伊織 喜茂別町スキー連盟6022 063

<< (0171)第７７回 国民体育大会冬季大会スキー競技会北海道 2頁開催日 2022/01/16

生年 連盟

* スタート順 *

氏　　  名 所   属   名SAJGSＢｉｂＳｔ順 受付NO

【 大回転(ＧＳＬ) 】

2022/01/15 15:54:41年度2022 *



少年女子(04)
2003(03017306) 佐藤 まりん 旭川明成高校33.5411 071

2009(03018666) 朝日 美依奈 旭川明成高校29.1722 068

2003(03017319) 平地 佳奈子 札幌第一高校22.2133 066

2005(03018814) 村上 夢桜 北海学園札幌高校109.8344 079

2004(03018649) 山田 ゆら 札幌第一高校63.6155 075

2008(03017302) 布目 朱理 旭川明成高校27.3166 067

2004(03018810) 岡田 花梨 札幌第一高校70.7377 077

2010(03019935) 増田 さくら 旭川明成高校110.4988 080

2008(03016955) 藤森 爽 旭川明成高校21.8399 065

2004(03018648) 井川 鈴華 岩見沢緑陵高校36.931010 072

2005(03018910) 前鼻 凛愛 小樽双葉高校73.211111 078

2005(03019024) 山田 悠可 東海大学付属札幌高校65.361212 076

2004(03018640) 野口 実央梨 旭川東高校57.571313 074

2004(03019008) 嘉屋 美咲 東海大学付属札幌高校33.271414 070

2003(03017025) 天野 ひかり 札幌第一高校31.961515 069

2010(03019207) 堀川 七桜 旭川明成高校127.951616 081

2005(03020259) 上利 美晴 北海学園札幌高校146.401717 082

2005(03019274) 小林 楓 東海大学付属札幌高校151.651818 083

2005(03020287) 関口 愛摘実 北海学園札幌高校151.751919 084

2005(03020260) 古野 紗奈 札幌第一高校163.052020 085

2005(03020253) 石栗 あみ 岩見沢東高校174.282121 086

2005(03022723) 堀江 柚季 東海大学付属札幌高校178.502222 088

2005(03020252) 福本 莉子 札幌啓成高校188.562323 089

2006(03019292) 松澤 汐音 倶知安高校210.722424 091

2005(03023997) 筒井 美璃 札幌第一高校322.752525 093

2005(03022079) 鈴木 里奈 室蘭清水丘高校372.222626 094
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少年男子(05)
2004(03018091) 関戸 誠 小樽双葉高校76.07271 105

2003(03016670) 戸谷 椋 小樽双葉高校54.52282 102

2004(03020289) 小谷 悠斗 北海学園札幌高校80.99293 108

2003(03017015) 溝口 陽斗 東海大学付属札幌高校55.05304 103

2003(03017566) 宮島 太陽 北照高校28.73315 095

2003(03017007) 遠藤 三四郎 ニセコJST28.96326 096

2003(03017307) 髙橋 強 東海大学付属札幌高校50.02337 101

2003(03016657) 猪股 陸 東海大学付属札幌高校40.18348 098

2004(03017958) 浅川 岳斗 小樽双葉高校42.80359 099

2003(03016881) 竹内 一 札幌第一高校39.043610 097

2005(03018799) 宮﨑 翼 倶知安高校83.063711 109

2004(03018665) 結城 圭哉 名寄高校80.413812 106

2004(03018639) 内藤 裕平 旭川明成高校80.853913 107

2003(03017295) 梅澤 宗利士 北照高校45.424014 100

2004(03017321) 村瀬 裕矢 東海大学付属札幌高校65.474115 104

2004(03018796) 佐々木 櫂 札幌第一高校83.584216 110

2003(03017317) 内藤 蓮 東海大学付属札幌高校88.764317 111

2004(03018903) 鈴木 幸悦 小樽双葉高校89.134418 112

2003(03016677) 西原 太陽 北照高校89.964519 113

2004(03017316) 寺嶋 莉輝 北海学園札幌高校91.614620 114

2004(03018641) 芳賀 芽生 札幌第一高校93.354721 115

2005(03018813) 松倉 徹平 小樽双葉高校94.964822 116

2004(03020139) 堀井 康矢 北照高校98.744923 117

2004(03019734) 藤田 駿仁 小樽双葉高校105.645024 118

2005(03019187) 原田 望 小樽双葉高校106.575125 119

2005(03020256) 濱田 一希 小樽双葉高等学校107.285226 120

2005(03020134) 野澤 雪丸 札幌第一高校118.895327 122

2004(03018584) 笹森 虎 北照高校122.535428 123

2005(03019037) 木村 颯汰 小樽双葉高校126.015529 124

2004(03018816) 小山 真輝 北海学園札幌高校133.665630 125

2004(03018667) 内田 大晴 旭川明成高校134.645731 126

2006(03020147) 今村 心温 旭川明成高校144.255832 128

2005(03020298) 相澤 蓮 東海大学付属札幌高校144.515933 129

2005(03020286) 岡本 侑 札幌第一高校154.556034 130

2004(03016882) 渡辺 翔輝 旭川明成高校159.736135 131

2005(03020145) 山本 遥 北海学園札幌高校163.126236 132

2003(03020421) 橋本 祐輝 名寄高校166.186337 133

2006(03019937) 石川 大和 旭川明成高校167.916438 134

2005(03020290) 中川 顕 北海学園札幌高校168.896539 135

2005(03020168) 西原 孝俊 北照高校173.506640 136

2007(03021555) 石坂 穣 夕張TSOレーシング177.096741 137

2004(03021809) 西辻 翔平 札幌工業高校223.856842 138

2005(03020149) 髙橋 大貴 東海大学付属札幌高校236.336943 139

2005(03020130) 川田 遥斗 滝川西高校236.967044 140

2006(03020293) 松岡 青空 北照高校248.217145 141

2005(03023151) 吉川 龍希 北海学園札幌高校301.197246 142

2006(03023432) 関本 雪也 AkiraTopTeam372.597347 143

2005(03024534) 小島 悠翔 旭川明成高校7448 145
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少年男子(05)
2005(03024533) 織田　楽文 日高高校7549 144
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