
ビギナー男女(01)

1 清水　凛南 栗山小学校２年しみず　りんな1

2 五十嵐　涼海 栗山小学校２年いがらし　りょう2

小学１・２年（女子）(02)

3 太田　朱莉 フェニックスメムロレーシング２年おおた　あかり1

4 玉川　こはる ライジングアルペンスキーチーム２年たまがわ　こはる2

5 小林　朝陽 玉越ストリームレーシング２年こばやし　あさひ3

6 奥山　千紗 フェニックスメムロレーシング１年おくやま　ちさ4

7 吉井　蘭 札幌アルペンスキースポーツ少年１年よしい　らん5

8 川上　紗和 ライジング・アルペンスキーチー１年かわかみ　さわ6

9 山田　果瑛 由仁連盟競技部２年やまだ　かえ7

10 鈴木　一夏 三笠レーシングチーム１年すずき　いちか8

11 川村　愛莉 札幌アルペンスキースポーツ少年１年かわむら　あいり9

12 和田　陽葵 札幌アルペンスキースポーツ少年１年わだ　ひまり10

小学１・２年（男子）(03)

13 夏井坂　樹 札幌SSプロダクツ２年なついざか　いつき1

14 江本　喜一 札幌アルペンスキースポーツ少年２年えもと　きいち2

15 宮田　桜晴 洞爺湖ジュニア２年みやた　おうせい3

16 青柳　珀 美唄レーシング２年あおやなぎ　はく4

17 羽石　晴空 斜里レーシング２年はねいし　はく5

18 矢口　佑真 北見JAR２年やぐち　ゆうま6

19 射守矢　刃 ライジング・アルペンスキーチー１年いもりや　じん7

20 近藤　健志郎 ライジングアルペンスキーチーム１年こんどう　けんじろう8

21 山木　弥太郎 札幌SS　PRODUCTS　SKI　TEAM１年やまき　やたろう9

22 田中　涼介 札幌アルペンスキー少年団１年たなか　りょうすけ10

23 高崎　太佑 MSR２年たかさき　だいすけ11

24 片倉　快地 八雲ジュニアレーシング１年かたくら　かいち12

25 城島　十三 札幌アルペンスキー少年団１年じょうじま　じゅうぞう13

26 池中　慧太 札幌アルペンスキースポーツ少年１年いけなか　けいた14

27 漆原　旭 フッズアルペン１年うるしはら　あさひ15

28 進木　武嗣 マッカリスキーレーシング２年しんのき　たけし16

29 竹田　望夢 ライジング・アルペンスキーチー１年たけだ　のぞむ17

小学３・４年（女子）(04)

30 大黒　眞優 札幌SSプロダクツ３年おおくろ　まゆ1

31 堤　柚葵 三笠レーシングチーム４年つつみ　ゆずき2

32 福士　縁 日高アルペンスキー少年団３年ふくし　ちなみ3

33 小原　菜月 MSR３年おばら　なつき4

34 押切　七瀬 ライジングアルペンスキーチーム４年おしきり　ななせ5

35 片倉　陽菜 八雲ジュニアレーシング４年かたくら　ひな6

36 土開　風音 倶知安アルペンスキー少年団４年どかい　かのん7

37 八木橋　乙葉 蘭越小学校４年やぎはし　おとは8

38 岡部　芽生 当別KIDスキーレーシング３年おかべ　めい9

39 岡室　結布 ニセコJrスキーチーム４年おかむろ　ゆう10

40 三浦　菜央 北広島KJAS４年みうら　なお11

41 千葉　綾乃 日高アルペンスキー少年団４年ちば　あやの12
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小学３・４年（男子）(05)

42 林　結仁 北広島JAS３年はやし　ゆいと1

43 森田　匡 SSプロダクツ４年もりた　おみ2

44 佐藤　奨真 札幌アルペンスキースポーツ少年４年さとう　しょうま3

45 久保　創士郎 稚内アルペンスキー少年団３年くぼ　そうしろう4

46 水野　太晴 MSR３年みずの　だいせい5

47 夏井坂　陽基 札幌SSプロダクツ４年なついざか　はるき6

48 南　弦之介 日高アルペンスキー少年団３年みなみ　げんのすけ7

49 福井　颯斗 玉越ストリームレーシング４年ふくい　はやと8

50 森田　任 SSプロダクツ３年もりた　じん9

51 佐竹　昊正 札幌アルペンスキースポーツ少年３年さたけ　こうせい10

52 高梨　真有 玉越ストリームレーシング３年たかなし　しんゆう11

53 倉本　隆之介 ライジングアルペンスキーチーム４年くらもと　りゅうのすけ12

54 小原　陽向 MSR４年おばら　ひなた13

55 川瀬　聖尚 フェニックスメムロレーシングチ３年かわせ　せな14

56 奥山　悠悟 フェニックスメムロレーシング３年おくやま　ゆうご15

57 小林　龍卯 玉越ストリームレーシング４年こばやし　りゅう16

58 長谷川　稜 都小学校４年はせがわ　りょう17

59 長尾　友朗 ライジングアルペンスキーチーム４年ながお　ともろう18

60 太田　貢毅 フェニックスメムロレーシング４年おおた　こうき19

61 清水目　陽翔 玉越ストリームレーシング４年しみずめ　はると20

62 成田　悠隼 玉越ストリームレーシング４年なりた　ゆうと21

63 近藤　駈 ライジングアルペンスキーチーム４年こんどう　かける22

64 釜井　嶺 ライジングアルペンスキーチーム４年かまい　れい23

65 岡本　太陽 玉越ストリームレーシングチーム４年おかもと　たいよう24

66 早川　響人 Ms　SKI　TEAM４年はやかわ　ひびと25

67 吉井　問 札幌アルペンスキースポーツ少年３年よしい　もん26

68 神田　碧空 玉越ストリームレーシング４年かんだ　そら27

69 能登　教嘉 三笠レーシングチーム３年のと　なりよし28

70 漆原　誉 フッズアルペン４年うるしはら　ほまれ29

71 竹田　結翔 ライジング３年たけだ　ゆいと30

72 梅村　政宗 札幌SSプロダクツスキーチーム４年うめむら　まさむね31

小学５・６年（女子）(06)

73 倉本　風音 ライジングアルペンスキーチーム６年くらもと　かのん1

74 釜井　美和 ライジングアルペンスキーチーム６年かまい　みわ2

75 土開　舞雪 倶知安アルペンスキー少年団６年どかい　まゆき3

76 佐々木　陽香 二条小学校５年ささき　はるか4

77 玉川　朝彩 ライジングアルペンスキーチーム５年たまがわ　あさ5

78 本間　義子 藻岩山スキー学校スーパージュニ５年ほんま　よしこ6

79 清水　蘭南 栗山小学校５年しみず　らんな7

80 西山　愛倖 ライジングアルペンスキーチーム６年にしやま　あこ8

81 岡部　心悠 当別KIDスキーレーシング５年おかべ　みゆ9

82 村上　采佳 美唄レーシング６年むらかみ　ことか10
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小学５・６年（男子）(07)

83 久保　煌士郎 稚内アルペンスキー少年団６年くぼ　こうしろう1

84 新川　蒼一郎 じゃが太レーシング　６年しんかわ　そういちろう2

85 高木　幹太 当別KIDスキーレーシングチーム５年たかぎ　かんた3

86 羽石　天馬 斜里レーシング５年はねいし　てんま4

87 高崎　佑樹 MSR５年たかさき　ゆうき5

88 岡室　志佑 ニセコJrスキーチーム６年おかむろ　しゅう6

中学生以上（女子）(08)

89 鈴木　結女 すずき　ゆめ1

Ｓマスターズ(59歳～(09)

90 中井　啓介 ジャガーレーシングなかい　けいすけ1

91 寺岡　敏男 峠レーシングてらおか　としお2

92 星　真寿己 ほし　ますみ3

93 渡辺　俊二 わたなべ　しゅんじ4

94 阿部　秀雅 チーム炭王あべ　ひでまさ5

95 玉井　正志 たまい　まさし6

96 熊谷　俊孝 ＢＯＳＳくまがい　としたか7

97 犬伏　勲 夕張TSOいぬぶし　いさお8

98 鎌田　幹宏 ジャガーレーシングかまだ　みきひろ9

99 茂住　泰寛 茂住銀山レーシングもずみ　やすひろ10

100 吉冨　誠 スノーメイト名張よしとみ　まこと11

101 坂本　茂敏 Brainさかもと　しげとし12

102 森川　勝之 ルスツリゾートもりかわ　かつゆき13

マスターズ(51～58歳)(10)

103 柳谷　修治 ジャガーレーシングやなぎや　しゅうじ1

104 細田　勧 奥沢RCほそだ　けん2

105 土岐　直樹 Brain　どき　なおき3

106 石谷　雄一 ジャガーレーシングいしたに　ゆういち4

107 熊谷　賢一 ススキノむんむんクラブくまがい　けんいち5

108 東　竜一 ジャステムレーシングあずま　りゅういち6

109 古屋　正人 札幌アルペンスキースポーツ少年ふるや　まさと7

壮年２(43～50歳)(11)

110 松崎　孝弘 松崎ビル株式会社まつざき　たかひろ1

111 佐々木　信豪 佐々木造園ささき　しんごう2

112 釜井　裕介 ライジングアルペンスキーチームかまい　ゆうすけ3

113 小松　広樹 ジャステムレーシングこまつ　ひろき4

114 高崎　貴明 MSRたかさき　たかあき5

115 高橋　忍 たかはし　しのぶ6

中学生～31歳（男子）(13)

116 中安　晃琉 当別ＫＩＤスキーレーシングチーなかやす　ひかる1

117 太田　渓 ライジング・アルペンスキーチーおおた　けい2

118 佐竹　隼正 札幌アルペンスキースポーツ少年さたけ　しゅんせい3

119 青柳　空 美唄レーシングあおやなぎ　そら4

120 矢口　唯人 北見JARやぐち　ゆいと5

121 後藤　大己 旭川明成高校ごとう　だいき6

122 太田　岳 ライジング・アルペンスキーチーおおた　がく7
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