
小学1・2年女子組(01)

1 佐々木　志穂子 ニセコJrスキーチーム２年ささき　しほこ1

2 間所　笑理 長沼マオイレーシング２年まどころ　えみり2

3 黒田　光咲 長沼マオイレーシング２年くろだ　ひより3

4 玉川　こはる ライジング・アルペンスキーチー２年たまがわ　こはる4

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5

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6

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7

8 大西　美如 日高アルペン２年おおにし　みゆき8

9 伊藤　千咲 滝川レーシング２年いとう　ちえみ9

10 山田　果瑛 由仁連盟競技部２年やまだ　かえ10

11 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11

12 鈴木　一夏 三笠レーシングチーム１年すずき　いちか12

13 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13

14 久留宮　凛 留萌ジュニアしじみＲＣ２年くるみや　りん14

15 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15

小学1・2年男子組(02)

21 長谷川　蓮 旭川ジュニアアルペンチーム２年はせがわ　れん1

22 夏井坂　樹 札幌SSプロダクツ２年なついざか　いつき2

23 甚伊　宥李 小平ＳＲＴ２年じんい　ゆうり3

24 石井　壮琉 岩見沢レーシング２年いしい　たける4

25 羽石　晴空 斜里レーシング２年はねいし　はく5

26 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6

27 宮田　桜晴 洞爺湖ジュニア２年みやた　おうせい7

28 鶴見　瑠真 紋別スキー少年団２年つるみ　りゅうしん8

29 矢口　佑真 北見JAR２年やぐち　ゆうま9

30 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10

31 尾花　和馬 滝川レーシング２年おばな　かずま11

32 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12

33 杉本　翔都 小平ＳＲＴ１年すぎもと　かなと13

34 田中　藤碁 ライジング・アルペンスキー１年たなか　とうご14

35 金谷　惟都 札幌SSプロダクツ２年かなや　ゆいと15

36 堤　結翔 由仁連盟競技部２年つつみ　まさみ16

37 青柳　珀 美唄レーシング２年あおやなぎ　はく17

38 角谷　一誓 留萌ジュニアしじみＲＣ１年かどや　いっせい18

39 小枝　彩太 留萌ジュニアしじみＲＣ１年こえだ　あやた19

40 外山　宙 留萌ジュニアしじみＲＣ１年そとやま　そら20

41 片倉　快地 八雲ジュニアレーシング１年かたくら　かいち21

42 漆原　旭 フッズアルペン１年うるしはら　あさひ22

43 山木　弥太郎 札幌SS　PRODUCTS　SKI　TEAM１年やまき　やたろう23

44 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24

小学3年女子組(03)

51 大黒　眞優 札幌SSプロダクツ３年おおくろ　まゆ1

52 福士　縁 日高アルペンスキー少年団３年ふくし　ちなみ2

53 澤田　采諧 スノードルフィン３年さわだ　ことか3

54 小原　菜月 MSR３年おばら　なつき4

55 小枝　りん 留萌ジュニアしじみＲＣ３年こえだ　りん5
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小学3年男子組(04)

61 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1

62 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2

63 甚伊　光彩 小平ＳＲＴ３年じんい　ひいろ3

64 小林　慶大 南富良野SJS３年こばやし　けいた4

65 林　結仁 北広島JAS３年はやし　ゆいと5

66 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6

67 北山　裕樹 岩見沢レーシング３年きたやま　ゆうき7

68 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8

69 宮本　俊洋 増毛暑寒しじみＲＣ３年みやもと　としひろ9

70 北原　裕也 北見JAR３年きたはら　ゆうや10

71 青山　桃李 紋別スキー少年団３年あおやま　とうり11

72 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12

73 能登　教嘉 三笠レーシングチーム３年のと　なりよし13

74 川瀬　聖尚 フェニックスメムロレーシング３年かわせ　せな14

75 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15

76 水野　太晴 MSR３年みずの　だいせい16

77 杉本　旺介 小平ＳＲＴ３年すぎもと　おうすけ17

78 澤田　蒼佑 ライジングアルペンスキーチーム３年さわだ　そうすけ18

79 竹田　結翔 ライジング・アルペンスキーチー３年たけだ　ゆいと19

80 森田　任 SSプロダクツ３年もりた　じん20

小学4年女子組(05)

1 堤　柚葵 三笠レーシングチーム４年つつみ　ゆずき1

2 岡室　結布 ニセコJrスキーチーム４年おかむろ　ゆう2

3 八木橋　乙葉 蘭越小学校４年やぎはし　おとは3

4 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4

5 長谷川　凛 旭川ジュニアアルペンチーム４年はせがわ　りん5

6 千葉　綾乃 日高アルペンスキー少年団４年ちば　あやの6

7 ﾐｰｸﾙ　ｼｪﾙﾋﾞｰ Raumu　SC４年みーくる　しぇるびー7

8 忠永　帆加 ニセコJST４年ただなが　ほのか8

9 五十嵐　陽和 滝川レーシング４年いがらし　ひより9

10 互　奏 ニセコJrスキーチーム４年たがい　かなえ10

11 土屋　祥愛 長沼マオイレーシング４年つちや　さえ11

12 浦山　直 登別ジュニアスキーチーム４年うらやま　なお12

13 角谷　柊采 留萌ジュニアしじみＲＣ４年かどや　とあ13

14 福本　寧々 日高アルペンスキー少年団４年ふくもと　ねね14

15 片倉　陽菜 八雲ジュニアレーシング４年かたくら　ひな15

16 三浦　菜央 北広島KJAS４年みうら　なお16

17 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17

18 川崎　希乃歌 増毛暑寒しじみＲＣ４年かわさき　ののか18

19 川田　真凜 札幌アルペンスキー　スポーツ少４年かわだ　まりん19

20 江田　こは 札幌SSプロダクツ４年ごうだ　こは20
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小学4年男子組(06)

31 成田　悠隼 玉越ストリームレーシング４年なりた　ゆうと1

32 夏井坂　陽基 札幌SSプロダクツ４年なついざか　はるき2

33 福井　颯斗 玉越ストリームレーシング４年ふくい　はやと3

34 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4

35 伯谷　慶太 ライジングアルペンスキーチーム４年はくたに　けいた5

36 畠山　悠 旭川ジュニアアルペンチーム４年はたけやま　はるか6

37 梅沢　泰楽 ニセコJST４年うめざわ　たいら7

38 坂本　孝太 北広島JAS４年さかもと　こうた8

39 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9

40 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10

41 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11

42 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12

43 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13

44 漆原　誉 フッズアルペン４年うるしはら　ほまれ14

45 住吉　逞 留萌ジュニアしじみＲＣ４年すみよし　たくま15

46 久留宮　蓮 留萌ジュニアしじみＲＣ４年くるみや　れん16

47 鈴木　雄太 紋別スキー少年団４年すずき　ゆうた17

48 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18

49 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19

50 小原　陽向 MSR４年おばら　ひなた20

51 長谷川　稜 キロロレーシング４年はせがわ　りょう21

52 早川　響人 Ms　SKI　TEAM４年はやかわ　ひびと22

53 尾花　泰成 滝川レーシング４年おばな　たいせい23

54 森山　琥羽 小平ＳＲＴ４年もりやま　こう24

55 神田　碧空 玉越ストリームレーシング４年かんだ　そら25

56 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26

57 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27

58 森田　匡 SSプロダクツ４年もりた　おみ28

小学5年女子組(07)

61 河崎　奈緒美 滝川レーシング５年かわさき　なおみ1

小学5年男子組(08)

71 川田　陸人 滝川レーシング５年かわた　りくと1

72 羽石　天馬 斜里レーシング５年はねいし　てんま2

73 青山　獅音 紋別スキー少年団５年あおやま　しおん3

74 中村　蒼太 Team　COMP５年なかむら　そうた4

小学6年女子組(09)

81 浦山　夏帆 登別ジュニアスキーチーム６年うらやま　かほ1

82 井島　柚希 スノードルフィン　SC６年いしま　ゆずき2

83 住吉　愛莉 留萌ジュニアしじみＲＣ６年すみよし　あいり3

84 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4

85 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5

86 福本　奈々 日高アルペンスキー少年団６年ふくもと　なな6

87 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7

88 澤田　ひなた ライジングアルペンスキーチーム６年さわだ　ひなた8

89 村上　采佳 美唄レーシング６年むらかみ　ことか9
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小学6年男子組(10)

91 山崎　絢 北見JAR６年やまざき　けん1

92 道添　恵太朗 増毛暑寒しじみＲＣ６年みちぞえ　けいたろう2

93 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3

94 岡室　志佑 ニセコJrスキーチーム６年おかむろ　しゅう4

95 小池　悠斗 マオイレーシング６年こいけ　ゆうと5

中学女子組(11)

96 鈴木　真央 紋別スキー少年団１年すずき　まお1

97 中村　彩乃 Team　COMP１年なかむら　あやの2

中学男子組(12)

101 松本　侑真 留萌ジュニアしじみＲＣ２年まつもと　ゆうま1

102 佐竹　隼正 札幌アルペンスキースポーツ少年１年さたけ　しゅんせい2

103 上野　桜輝 JAR北見２年うえの　おうき3

104 矢口　唯人 北見JAR２年やぐち　ゆいと4

105 高橋　直幹 サッポロモイワJSC１年たかはし　なおき5

106 尾花　煌太郎 滝川レーシング３年おばな　こうたろう6

107 下村　陽士 留萌ジュニアしじみＲＣ１年しもむら　はると7
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