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第1回北海道キッズ選手権 in 朝里　アトミック・タキスポ CUP

受付
番号

スタート
連番

選　　手　　名 性別
完了
区分

　　ヨ　ミ　ガ　ナ 　　所　　　　　属

01 幼児組（女子）
290 1 寺島　杏 女 テラシマ　アン 名寄ピヤシリアルペンスキー少年団

358 2 伊澤　玲 女 イザワ　レイ REDZONE

275 3 高田　紗良 女 タカダ　サラ ライジング

397 4 池中　悠乃 女 イケナカ　ユノ 認定こども園はなぞの

416 5 川住　麻悠子 女 カワスミ　マユコ ばんけいスキー学校

478 6 久留宮　蘭 女 クルミヤ　ラン 留萌ジュニアしじみＲＣ

480 7 外山　華梛 女 ソトヤマ　カナ 留萌ジュニアしじみＲＣ

221 8 長尾　麗佳 女 ナガオ　レイカ ライジングアルペンスキーチーム

02 幼児組（男子）

203 9 川上　大智 男 カワカミ　ダイチ ライジング・アルペンスキーチーム

308 10 山木　武之介 男 ヤマキ　タケノスケ 札幌SS　PRODUCTS　SKI　TEAM

396 11 久保　順士郎 男 クボ　ジュンシロウ 稚内大谷幼稚園

465 12 安藤　丈流 男 アンドウ　タケル 宮の丘幼稚園

03 小学１年（女子）
227 13 石川　穂 女 イシカワ　ミノリ 南富良野SJS

265 14 川村　愛莉 女 カワムラ　ヒロシ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

204 15 川上　紗和 女 カワカミ　サワ ライジング・アルペンスキーチーム

349 16 和田　陽葵 女 ワダ　ヒマリ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

04 小学１年（男子）
241 17 近藤　健志郎 男 コンドウ　ケンジロウ ライジングアルペンスキーチーム

309 18 山木　弥太郎 男 ヤマキ　ヤタロウ 札幌SS　PRODUCTS　SKI　TEAM

320 19 射守矢　刃 男 イモリヤ　ジン ライジング・アルペンスキーチーム

253 20 寺島　蒼一郎 男 テラシマ　ソウイチロウ 名寄ピヤシリアルペンスキー少年団

276 21 田中　涼介 男 タナカ　涼介 札幌アルペンスキー少年団

279 22 小柴　奏琉 男 コシバ　ソウル 南富良野SJS

329 23 小林　大峨 男 コバヤシ　タイガ 比布レーシングスキークラブ

296 24 城島　十三 男 ジョウジマ　ジュウゾウ 札幌アルペンスキー少年団

398 25 池中　慧太 男 イケナカ　ケイタ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

202 26 竹田　望夢 男 タケダ　ノゾム ライジング・アルペンスキーチーム

431 27 田中　藤碁 男 タナカ　トウゴ ライジング

417 28 片倉　快地 男 カタクラ　カイチ 八雲ジュニアレーシング

479 29 外山　宙 男 ソトヤマ　ソラ 留萌ジュニアしじみＲＣ

482 30 角谷　一誓 男 カドヤ　イッセイ 留萌ジュニアしじみＲＣ

05 小学２年（女子）
278 31 間所　笑理 女 マドコロ　エミリ 長沼マオイレーシング

434 32 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

337 33 小林　朝陽 女 コバヤシ　アサヒ 玉越ストリームレーシング

353 34 黒田　光咲 女 クロダ　ヒヨリ 長沼マオイレーシング

273 35 高田　雪希 女 タカダ　ユキ サッポロモイワＪＳＣ

289 36 原野　七海 女 ハラノ　ナナミ サッポロモイワJSC

280 37 小柴　美空 女 コシバ　ミソラ 南富良野SJS

378 38 太田　朱莉 女 オオタ　アカリ フェニックスメムロレーシング

435 39 大西　美如 女 オオニシ　ミユキ 日高アルペン

477 40 久留宮　凛 女 クルミヤ　リン 留萌ジュニアしじみＲＣ
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06 小学２年（男子）
233 41 長谷川　蓮 男 ハセガワ　レン 旭川ジュニアアルペンチーム

347 42 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

371 43 夏井坂　樹 男 ナツイザカ　イツキ 札幌SSプロダクツ

436 44 甚伊　宥李 男 ジンイ　ユウリ 小平ＳＲＴ

230 45 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

266 46 宮田　桜晴 男 ミヤタ　オウセイ 洞爺湖ジュニア

323 47 金谷　惟都 男 カナヤ　ユイト 札幌SSプロダクツ

218 48 川尻　祥永 男 カワジリ　ショウエイ 玉越ストリームレーシング

385 49 青柳　珀 男 アオヤナギ　ハク 美唄レーシング

270 50 矢口　佑真 男 ヤグチ　ユウマ 北見JAR

463 51 川崎　利一朗 男 カワサキ　リイチロウ 増毛暑寒レーシング

468 52 佐藤　雄心 男 サトウ　ユウシ ライジング

485 53 保田　輝海 男 ヤスダ　テルウミ サッポロモイワＪＳＣ

07 小学３年（女子）
301 54 福士　縁 女 フクシ　チナミ 日高アルペンスキー少年団

457 55 三野　結愛 女 ミノ　ユア ＭＳＲ

304 56 根木　絢愛 女 ネキ　アヤナ EMSCレーシング

177 57 泉　紗良 女 イズミ　サラ 名寄ピヤシリアルペンスキー少年団

459 58 大黒　眞優 女 オオクロ マユ 札幌SSプロダクツ

334 59 高橋　杏菜 女 タカハシ　アンナ マオイレーシング

472 60 瀬戸　希成 女 セト　キナリ 当別KIDスキーレーシングチーム

487 61 小原　菜月 女 未入金 オバラ　ナツキ MSレーシング

08 小学３年（男子）
340 62 林　結仁 男 ハヤシ　ユイト 北広島JAS

394 63 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

272 64 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

321 65 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

437 66 甚伊　光彩 男 ジンイ　ヒイロ 小平ＳＲＴ

298 67 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

461 68 宮本　俊洋 男 ミヤモト　トシヒロ 増毛暑寒レーシング

214 69 田村　翼 男 タムラ　ツバサ ＥＭＳＣレーシング

201 70 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

249 71 森田　任 男 モリタ　ジン 玉越ストリーム

328 72 能登　教嘉 男 ノト　ナリヨシ 三笠レーシング

260 73 小林　眞蒼 男 コバヤシ　マソラ 夕張TSOレーシング

299 74 澤田　蒼佑 男 サワダ　ソ ライジングアルペンチーム

399 75 川瀬　聖尚 男 カワセ　セナ フェニックスメムロスキーレーシングチーム

430 76 芦野　心哉 男 アシノ　シンヤ SS　products

432 77 松岡　幸空 男 マツオカ　サク サッポロモイワJST

390 78 川本　晃輔 男 カワモト　コウスケ 朝日ASS

441 79 水野　太晴 男 ミズノ　ダイセイ MSR
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09 小学４年（女子）
471 80 八木橋　乙葉 女 ヤギハシ　オトハ 蘭越小学校

326 81 堤　柚葵 女 ツツミ　ユズキ 三笠レーシング

232 82 長谷川　凛 女 ハセガワ　リン 旭川ジュニアアルペンチーム

231 83 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

374 84 千葉　綾乃 女 チバ　アヤノ 日高アルペンスキー少年団

484 85 川田　真凜 女 カワタ　マリン 札幌アルペンスキー少年団

274 86 土屋　祥愛 女 ツチヤ　サエ 長沼マオイレーシング

388 87 三浦　菜央 女 ミウラ　ナオ 北広島JAS

242 88 勝見　友音 女 カツミ　ユノン 比布レーシングスキークラブ

481 89 角谷　柊采 女 カドヤ　トア 留萌ジュニアしじみＲＣ

426 90 水尾　珠唯 女 ミズオ　シュイ EMSCレーシング

464 91 川崎　希乃歌 女 カワサキ　ノノカ 増毛暑寒レーシング

228 92 石川　蒼 女 イシカワ　アオイ 南富良野SJS

384 93 江田　こは 女 ゴウダ　コハ 札幌SSプロダクツ

474 94 住吉　逞 女 スミヨシ　タクマ 留萌ジュニアしじみＲＣ

330 95 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

348 96 大森　みな美 女 オオモリ　ミナミ 教育大付属札幌小

418 97 片倉　陽菜 女 カタクラ　ヒナ 八雲ジュニアレーシング

475 98 久留宮　蓮 女 クルミヤ　レン 留萌ジュニアしじみＲＣ

466 99 土開　風音 女 ドカイ　カノン 倶知安アルペンスキー少年団

10 小学４年（男子）
219 100 成田　悠隼 男 ナリタ　ユウト 玉越ストリームレーシング

252 101 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

335 102 佐藤　奨真 男 ｻﾄｳ　ｼｮｳﾏ 札幌アルペンスキー少年団

240 103 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

370 104 夏井坂　陽基 男 ナツイザカ　ハルキ 札幌SSプロダクツ

343 105 坂本　孝太 男 サカモト　コウタ 北広島JAS

248 106 森田　匡 男 モリタ　オミ 玉越ストリーム

336 107 小林　龍卯 男 コバヤシ　リュウ 玉越ストリームレーシング

322 108 岡本　太陽 男 オカモト　タイヨウ 玉越ストリームレーシングチーム

222 109 早川　響人 男 ハヤカワ　ヒビト Ms SKI team

297 110 福井　颯斗 男 フクイ　ハヤト 玉越ストリームレーシング

287 111 釜井　嶺 男 カマイ　レイ ライジングアルペンスキーチーム

224 112 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

387 113 岩本　昇大 男 イワモト　ショウダイ 札幌SSプロダクツ

375 114 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

405 115 安藤　壮星 男 アンドウ　ソウセイ SS札幌プロダクツ

453 116 長谷川　稜 男 ハセガワ　リョウ キロロレーシング

438 117 森山　琥羽 男 モリヤマ　コウ 小平ＳＲＴ

262 118 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

271 119 渡辺　大輝 男 ワタナベ　ダイキ 夕張TSOレーシング

285 120 神田　碧空 男 カンダ　ソラ 玉越ストリームレーシング

415 121 梅村　政宗 男 ウメムラ　政宗 SSプロダクツスキーチーム

456 122 寿盛　心空 男 スモリ　シンクウ 美唄レーシング

220 123 長尾　友朗 男 ナガオ　トモロウ ライジングアルペンスキーチーム

486 124 小原　陽向 男 未入金 オバラ　ヒナタ MSレーシング

488 125 梅沢　泰楽 男 未入金 ウメザワ　タイラ ニセコjr

11 小学５年（女子）
407 126 佐藤　まのあ 女 サトウ　マノア 札幌SSプロダクツ

310 127 広田　紗良 女 ヒロタ　サラ 朝日ASS

327 128 田中　琉莉 女 タナカ　ルリ 三笠レーシング

319 129 島崎　叶望 女 シマザキ　カナミ 旭川ジュニアアルペン

433 130 玉川　朝彩 女 タマガワ　アサ ライジング・アルペンスキーチーム
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12 小学５年（男子）
293 131 金沢　拓 男 カナザワ　タク 玉越ストリームレーシング

412 132 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

148 133 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

489 134 佐々木　博基 男 ササキ　ヒロキ 玉越ストリームレーシング

421 135 神戸　勝翔 男 カンベ　ショウト 八雲ジュニアレーシング

288 136 原野　壮真 男 ハラノ　ソウマ サッポロモイワJSC

215 137 南田　皇 男 ミナミダ　コウ サッポロモイワJSC

460 138 大黒　翔眞 男 オオクロ ショウマ 札幌SSプロダクツ

351 139 黒田　一咲 男 クロダ　イッサ 長沼マオイレーシング

442 140 前田　伶王 男 マエダ　レオ 長沼マオイレーシング

344 141 梅田　朝陽 男 ウメダ　アサヒ 玉越ストリームレーシング

383 142 佐竹　聖也 男 未入金 サタケ　マサヤ 札幌SSプロダクツ

13 小学６年（女子）
452 143 石水　ほたる 女 イシミズ　ホタル Msスキーチーム

476 144 梶原　もな 女 カジハラ　モナ Msスキーチーム

286 145 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

302 146 中本　帆香 女 ナカモト　ホノカ 占冠ＳＪＳ

223 147 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

473 148 住吉　愛莉 女 スミヨシ　アイリ 留萌ジュニアしじみＲＣ

229 149 石川　楓 女 イシカワ　カエデ 南富良野SJS

350 150 黒田　陽咲 女 クロダ　ヒナタ 長沼マオイレーシング

303 151 根木　悠愛 女 ネキ　ユウナ EMSCレーシング

439 152 岡田　桃佳 女 オカダ　モモカ 札幌市立緑丘小学校

352 153 野坂　弥由 女 ノサカ　ミユ フェニックスメムロレーシング

300 154 澤田　ひなた 女 サワダ　ヒナタ ライジングアルペンチーム

467 155 土開　舞雪 女 ドカイ　マユキ 倶知安アルペンスキー少年団

14 小学６年（男子）
447 156 川久保　皇佑 男 カワクボ　コウスケ Msスキーチーム

259 157 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

395 158 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

247 159 森田　毅 男 モリタ　ゴウ 玉越ストリーム

267 160 清水　大嗣 男 シミズ　タイシ 玉越ストリームレーシング

389 161 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

391 162 川本　大翔 男 カワモト　ヒロト 朝日ASS

440 163 阿武　旺佑 男 アンノ　オウスケ MSR

386 164 岩本　凌青 男 イワモト　リョウセイ 札幌SSプロダクツ

333 165 高橋　葉月 男 タカハシ　ハヅキ マオイレーシング

429 166 荒木　颯介 男 アラキ　ソウスケ 札幌SSプロダクツ

359 167 山下　陽大 男 ヤマシタ　ヒナタ EMSCレーシング

406 168 中山　翔 男 ナカヤマ　ショウ 札幌SSプロダクツ

462 169 道添　恵太朗 男 ミチゾエ　ケイタロウ 増毛暑寒レーシング

277 170 間所　大智 男 マドコロ　タイチ 長沼マオイレーシング

307 171 小池　悠斗 男 コイケ　ユウト マオイレーシング

483 172 中村　心乃助 男 ナカムラ　シンノスケ 札幌SSプロダクツ

未入金  の選手は未入金です。


