
2022/03/26
第1回　アトミックカップ　ＧＳ大会

受付
番号 仮BIB 選　　手　　名 性別

完了
区分

　よ　み　が　な 　　所　　　　　属

01 小学生1～3年女子 9 名

874 1 大黒　眞優 女 オオクロ　マユ 札幌SSプロダクツ

898 2 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

881 3 黒田　光咲 女 クロダ　ヒヨリ 長沼マオイレーシング

883 4 福士　縁 女 フクシ　チナミ 日高アルペンスキー少年団

832 5 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

878 6 高橋　杏菜 女 タカハシ　アンナ 長沼マオイレーシング

839 7 井澗　葵月 女 イタニ　ハヅキ 栄東小学校

845 8 山田　果瑛 女 ヤマダ　カエ 由仁連盟競技部

866 9 下川　莉央 女 シモカワ　リオ 滝川レーシング

02 小学生1～3年男子 16 名

837 10 寺島　蒼一郎 男 テラシマ　シュンスケ 名寄ピヤシリアルペンスキー少年団

895 11 林　結仁 男 ハヤシ　ユイト 北広島JAS

838 12 金谷　惟都 男 カナヤ　ユイト 札幌SSプロダクツ

870 13 外山　宙 男 ソトヤマ　ソラ 留萌ジュニアしじみＲＣ

848 14 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

899 15 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

892 16 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

834 17 青柳　珀 男 アオヤナギ　ハク 美唄レーシング

840 18 澤田　蒼佑 男 サワダ　ソウスケ ライジングアルペンスキーチーム

886 19 小林　眞蒼 男 コバヤシ　マソラ 夕張TSOレーシング

854 20 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

855 21 竹田　望夢 男 タケダ　タダシ ライジング・アルペンスキーチーム

843 22 羽石　晴空 男 ハネイシ　ハク 斜里レーシング

846 23 堤　結翔 男 ツツミ　ユウト 由仁連盟競技部

864 24 青木　遼太 男 アオキ　リョウタ 手稲スキー協会

872 25 北山　裕樹 男 キタヤマ　ユウキ 岩見沢レーシング
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受付
番号 仮BIB 選　　手　　名 性別
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　よ　み　が　な 　　所　　　　　属

03 小学生4～6年女子 10 名

889 26 堤　柚葵 女 ツツミ　ユズキ 三笠レーシング

897 27 玉川　朝彩 女 タマガワユウスケ ライジング・アルペンスキーチーム

879 28 土屋　祥愛 女 ツチヤ　サエ 長沼マオイレーシング

890 29 田中　琉莉 女 タナカ　ルリ 三笠レーシング

869 30 中本　帆香 女 ナカモト　ホノカ 占冠ＳＪＳ

841 31 澤田　ひなた 女 サワダ　ヒナタ ライジングアルペンスキーチーム

836 32 勝見　友音 女 カツミ　ユノン 比布レーシングスキークラブ

852 33 河崎　奈緒美 女 カワサキ　ナオミ 滝川レーシング

859 34 中鉢　望杏 女 チュウバチ　ノア 遠軽ジュニアアルペン

871 35 村上　采佳 女 ムラカミ　コトカ 美唄レーシング

04 小学生4～6年男子 15 名

873 36 大黒　翔眞 男 オオクロ　ショウマ 札幌SSプロダクツ

896 37 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

880 38 黒田　一咲 男 クロダ　イッサ 長沼マオイレーシング

856 39 中山　翔 男 ナカヤマ　ショウ 札幌SSプロダクツ

847 40 早川　響人 男 ハヤカワ　ヒビト Ms　　SKI　TEAM

862 41 佐竹　聖也 男 サタケ　マサヤ 札幌SSプロダクツ

877 42 高橋　葉月 男 タカハシ　ハヅキ 長沼マオイレーシング

867 43 安藤　壮星 男 アンドウ　ソウセイ SS札幌プロダクツ

894 44 梅村　政宗 男 ウメムラ　マサムネ SSプロダクツスキーチーム

882 45 小池　悠斗 男 コイケ　ユウト 長沼マオイレーシング

842 46 羽石　天馬 男 ハネイシ　テンマ 斜里レーシング

863 47 青木　友佑 男 アオキ　ユウスケ 手稲スキー協会

865 48 下川　碧大 男 シモカワ　アオト 滝川レーシング

893 49 岩城　憲史朗 男 不足 イワキ　ケンシロウ 比布レーシングクラブ

849 50 南田　皇 男 未入 ミナミダ　コウ サッポロモイワJSC
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番号 仮BIB 選　　手　　名 性別
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05 中学高校生女子 2 名

853 51 下　沙希 女 シモ　サキ ライジング・アルペンスキーチーム

868 52 日野　真莉愛 女 ヒノ　マリア 栗山ジュニアレーシング

06 中学高校生男子 5 名

861 53 須藤　琉心 男 ストウ　ルイ 札幌SSプロダクツ

876 54 藤井　春杜 男 フジイ　ハルト 比布レーシング

885 55 小林　真尋 男 コバヤシ　マヒロ 夕張TSOレーシング

887 56 堤　琢登 男 ツツミ　タクト 三笠レーシング

888 57 渡邊　孝介 男 ワタナベ　コウスケ 三笠レーシング

09 18歳～39歳女子 1 名

851 58 谷口　史夏 女 タニグチ　フミカ 北海道大学体育会競技スキー部

10 60歳以上男子 5 名

860 59 渡辺　俊二 男 ワタナベ　シュンジ 無所属

857 60 熊谷　俊孝 男 クマガイ　トシタカ ＢＯＳＳ

844 61 秋元　洋一 男 アキモト　ヨウイチ 手稲スキー協会

833 62 中嶋　克幸 男 ナカジマ　カツユキ 芽室スキー連盟

875 63 中岡　健一 男 ナカオカ　ケンイチ 名寄レーシングSC

11 40歳～59歳男子 3 名

891 64 山本　陽一郎 男 ヤマモト　ヨウイチロウ ジャガーレーシング

884 65 松崎　孝弘 男 マツザキ　タカヒロ 玉越ストリームレーシング

835 66 橋本　武彦 男 未入 ハシモト　タケヒコ 比布レーシングスキークラブ

12 18歳～39歳男子 2 名

850 67 田崎　陽大 男 タザキ　ハルト 北海道大学体育会競技スキー部

858 68 山口　竜矢 男 ヤマグチ　タツヤ 北海道大学体育会競技スキー部

※BIBは仮です。　２３日確定後再度お知らせしますのでご確認ください。

 入金不足/未入金の選手は２２日中に対応をお願いします。
 ２３日０時をもってドロップしますので了承ください。

 よみがな/氏名など修正がある場合、２２日中にご一報ください。


