
第２回 北海道キッズ選手権大会
スタートリスト

受
付

ＢＩＢ 選　　手　　名 性別 　　ヨ　ミ　ガ　ナ 　　所　　　　　属

01 幼稚園・保育園（女）

202 01 幼稚園・保育園（女） 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

321 01 幼稚園・保育園（女） 2 外山　華梛 女 ソトヤマ　ハナ 留萌ジュニアしじみＲＣ

246 01 幼稚園・保育園（女） 3 川住　麻悠子 女 カワスミ　マユコ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

197 01 幼稚園・保育園（女） 4 伊澤　玲 女 イザワ　レイ サッポリーノアルペンスキークラブ

057 01 幼稚園・保育園（女） 5 池中　悠乃 女 イケナカ　ユノ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

328 01 幼稚園・保育園（女） 6 久留宮　蘭 女 クルミヤ　ラン 留萌ジュニアしじみＲＣ

194 01 幼稚園・保育園（女） 7 佐藤　愛咲 女 サトウ　アサキ サッポリーノアルペンスキークラブ

270 01 幼稚園・保育園（女） 8 大和田　よう 女 オオワダ　ヨウ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

322 01 幼稚園・保育園（女） 9 谷藤　沙咲 女 タニフジ　サラ 留萌ジュニアしじみＲＣ

323 01 幼稚園・保育園（女） 10 澤　歩花 女 サワ　ホノカ 留萌ジュニアしじみＲＣ

294 01 幼稚園・保育園（女） 11 藤田　萌楓 女 フジタ　モカ 和寒保育所

308 01 幼稚園・保育園（女） 12 伊藤　美織 女 イトウ　ミオリ ときわみなみのこども園

02 幼稚園・保育園（男）

100 02 幼稚園・保育園（男） 13 羽石　颯心 男 ハネイシ　ソウシ 斜里レーシング

205 02 幼稚園・保育園（男） 14 山本　栞馳 男 ヤマモト　カンタ 知内スキー少年団

216 02 幼稚園・保育園（男） 15 北川　春徳 男 キタガワ　ハルト 西野札幌幼稚園

229 02 幼稚園・保育園（男） 16 松井　慧生 男 マツイ　エオ 剣淵町保育所

296 02 幼稚園・保育園（男） 17 中根　龍希 男 ナカネ　タツキ 留辺蘂スキー少年団

297 02 幼稚園・保育園（男） 18 大村　碧音 男 オオムラ　アオト 留辺蘂スキー少年団

314 02 幼稚園・保育園（男） 19 大村　一颯 男 オオムラ　イブキ 島松幼稚園

311 02 幼稚園・保育園（男） 20 坂上　惟緒利 男 サカガミ　イオリ 認定こども園いまかね

317 02 幼稚園・保育園（男） 21 島村　樹 男 シマムラ　イツキ ALPINE TEAM

329 02 幼稚園・保育園（男） 22 松下　拓郎 男 マツシタ　タクロウ 富丘つくし幼稚園

03 小学１年（女）

044 03 小学１年（女） 23 高田　紗良 女 タカダ　サラ ライジングアルペンスキーチーム

191 03 小学１年（女） 24 北田　美咲 女 キタダ　ミサキ ライジングアルペンスキーチーム

324 03 小学１年（女） 25 網谷　結心 女 アミヤ　ユコ 留萌ジュニアしじみＲＣ

04 小学１年（男）

187 04 小学１年（男） 26 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

288 04 小学１年（男） 27 久保　順士郎 男 クボ　ジュンシロウ 稚内アルペンスキー少年団

291 04 小学１年（男） 28 安藤　丈流 男 アンドウ　タケル 宮の丘幼稚園

264 04 小学１年（男） 29 伊藤　悠鷹 男 イトウ　ヒサタカ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

209 04 小学１年（男） 30 髙梨　兼有 男 タカナシ　ケンユウ 玉越ストリームレーシング

225 04 小学１年（男） 31 山田　晴市 男 ヤマダ　ハルイチ 由仁連盟競技部

281 04 小学１年（男） 32 早坂　瞬 男 ハヤサカ　シュン 由仁連盟競技部

325 04 小学１年（男） 33 安井　誠悟 男 ヤスイ　セイゴ 留萌ジュニアしじみＲＣ

298 04 小学１年（男） 34 作田　來輝 男 サクタ　ライキ 留辺蘂スキー少年団

299 04 小学１年（男） 35 大村　優吾 男 オオムラ　ユウゴ 留辺蘂スキー少年団

306 04 小学１年（男） 36 西村　勇之介 男 ニシムラ　ユウノスケ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

309 04 小学１年（男） 37 吉永　來生 男 ヨシナガ　ライ サッポリーノアルペンスキークラブ

316 04 小学１年（男） 38 日置　笙 男 ヒオキ　ジョウ 今金JRC
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0112
2023/01/29

　　　組  　　   名
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05 小学２年（女）

112 05 小学２年（女） 39 石川　穂 女 イシカワ　ミノリ 南富良野SJS

212 05 小学２年（女） 40 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

206 05 小学２年（女） 41 川村　愛莉 女 カワムラ　アイリ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

188 05 小学２年（女） 42 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

133 05 小学２年（女） 43 吉井　蘭 女 ヨシイ　ラン 札幌アルペンスキースポーツ少年団

217 05 小学２年（女） 44 七原　乙女亜 女 ナナハラ　オトア サッポリーノスキークラブ

204 05 小学２年（女） 45 尾崎　スミレ 女 オザキ　スミレ 留辺蘂スキースポーツ少年団

240 05 小学２年（女） 46 黒澤　七海 女 クロサワ　ナナミ 小平ＳＲＴ

247 05 小学２年（女） 47 大澤　芽瑠 女 オオサワ　メル 網走スキー少年団

286 05 小学２年（女） 48 張　愛佳 女 チョウ　アイカ ライジングアルペンスキーチーム

295 05 小学２年（女） 49 奥山　千紗 女 オクヤマ　チサ フェニックスメムロレーシング

300 05 小学２年（女） 50 中根　希心 女 ナカネ　キコ 留辺蘂スキー少年団

301 05 小学２年（女） 51 中井　稚子 女 ナカイ　ワカコ 留辺蘂スキー少年団

06 小学２年（男）

201 06 小学２年（男） 52 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

038 06 小学２年（男） 53 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

320 06 小学２年（男） 54 外山　宙 男 ソトヤマ　ソラ 留萌ジュニアしじみＲＣ

069 06 小学２年（男） 55 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

257 06 小学２年（男） 56 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

056 06 小学２年（男） 57 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

261 06 小学２年（男） 58 小柴　奏琉 男 コシバ　ソウル 南富良野SJS

158 06 小学２年（男） 59 田中　藤碁 男 タナカ　トウゴ ライジング・アルペンスキー

273 06 小学２年（男） 60 片倉　快地 男 カタクラ　カイチ 八雲ジュニアレーシング

319 06 小学２年（男） 61 角谷　一誓 男 カドヤ　イッセイ 留萌ジュニアしじみＲＣ

041 06 小学２年（男） 62 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

244 06 小学２年（男） 63 城島　十三 男 ジョウジマ　ジュウゾウ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

190 06 小学２年（男） 64 吉永　朔 男 ヨシナガ　サク ライジング・アルペンスキーチーム

221 06 小学２年（男） 65 石山　丈尊 男 イシヤマ　タケル 置賜スキークラブ

227 06 小学２年（男） 66 根津　一颯 男 ネツ　イッサ 置賜スキークラブ

228 06 小学２年（男） 67 稲葉　瑛隆 男 イナバ　アキタカ 置賜スキークラブ

231 06 小学２年（男） 68 岩井　亮太 男 イワイ　リョウタ 名寄ピヤシリアルペンスキー少年団

239 06 小学２年（男） 69 杉本　翔都 男 スギモト　カナト 小平ＳＲＴ

259 06 小学２年（男） 70 白川　侍人 男 シラカワ　シト 名寄アルペン少年団

274 06 小学２年（男） 71 佐藤　啓太郎 男 サトウ　ケイタロウ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

279 06 小学２年（男） 72 石田　柊太 男 イシダ　シュウタ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

293 06 小学２年（男） 73 藤田　葵斗 男 フジタ　アオト 和寒SS

302 06 小学２年（男） 74 澤田　逢乙 男 サワダ　アオト 留辺蘂スキー少年団



第２回 北海道キッズ選手権大会
スタートリスト

受
付

ＢＩＢ 選　　手　　名 性別 　　ヨ　ミ　ガ　ナ 　　所　　　　　属

2023

0112
2023/01/29

　　　組  　　   名

07 小学３年（女）

104 07 小学３年（女） 75 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

263 07 小学３年（女） 76 黒田　光咲 女 クロダ　ヒヨリ 長沼マオイレーシング

267 07 小学３年（女） 77 間所　笑理 女 マドコロ　エミリ 長沼マオイレーシング

327 07 小学３年（女） 78 久留宮　凛 女 クルミヤ　リン 留萌ジュニアしじみＲＣ

260 07 小学３年（女） 79 小柴　美空 女 コシバ　ミソラ 南富良野SJS

278 07 小学３年（女） 80 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

224 07 小学３年（女） 81 小林　朝陽 女 コバヤシ　アサヒ 玉越ストリームレーシング

211 07 小学３年（女） 82 高田　雪希 女 タカダ　ユキ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

226 07 小学３年（女） 83 山田　果瑛 女 ヤマダ　カエ 由仁連盟競技部

070 07 小学３年（女） 84 清水目　妃葵 女 シミズメ　ヒマリ 玉越ストリームレーシング

182 07 小学３年（女） 85 青山　かれん 女 アオヤマ　カレン Ｒａｕｍｕ．ＳＲＴ

192 07 小学３年（女） 86 北田　優花 女 キタダ　ユウカ ライジングアルペンスキーチーム

215 07 小学３年（女） 87 北川　楓夏 女 キタガワ　フウカ 札幌アルペンスキー少年団

230 07 小学３年（女） 88 森　真楓 女 モリ　マナカ 玉越ストリームレーシング

271 07 小学３年（女） 89 大和田　めい 女 オオワダ　メイ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

303 07 小学３年（女） 90 眞壁　渚 女 マカベ　ナギサ 留辺蘂スキー少年団

304 07 小学３年（女） 91 澤田　実乙季 女 サワダ　ミオソ 留辺蘂スキー少年団

310 07 小学３年（女） 92 坂上　志穂理 女 サカガミ　シオリ 今金JRC

08 小学３年（男）

003 08 小学３年（男） 93 長谷川　蓮 男 ハセガワ　レン M’sスキーチーム

199 08 小学３年（男） 94 夏井坂　樹 男 ナツイザカ　イツキ 札幌SSプロダクツ

189 08 小学３年（男） 95 宮田　桜晴 男 ミヤタ　オウセイ 洞爺湖ジュニア

218 08 小学３年（男） 96 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

269 08 小学３年（男） 97 矢口　佑真 男 ヤグチ　ユウマ 北見JAR

195 08 小学３年（男） 98 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

238 08 小学３年（男） 99 甚伊　宥李 男 ジンイ　ユウリ 小平ＳＲＴ

119 08 小学３年（男） 100 青柳　珀 男 アオヤナギ　ハク 美唄レーシング

193 08 小学３年（男） 101 佐藤　雄心 男 サトウ　ユウシ ライジング・アルペンスキーチーム

284 08 小学３年（男） 102 川崎　利一朗 男 カワサキ　リイチロウ 増毛暑寒しじみレーシング

099 08 小学３年（男） 103 羽石　晴空 男 ハネイシ　ハク 斜里レーシング

185 08 小学３年（男） 104 鶴見　瑠真 男 ツルミ　リュウシン 札幌アルペンスキースポーツ少年団

210 08 小学３年（男） 105 安田　煉輝 男 ヤスダ　レンキ 名寄ピヤシリアルペンスキー少年団

241 08 小学３年（男） 106 戸田　健登 男 トダ　ケント 北見JAR

249 08 小学３年（男） 107 高崎　太佑 男 タカサキ　ダイスケ MSR

254 08 小学３年（男） 108 進木　武嗣 男 シンノキ　タケシ MSR

256 08 小学３年（男） 109 中山　燈磨 男 ナカヤマ　トウマ 長沼マオイレーシング

268 08 小学３年（男） 110 遠藤　彩世 男 エンドウ　アヤセ ふらのアルペンジュニア

282 08 小学３年（男） 111 早坂　蓮 男 ハヤサカ　レン 由仁連盟競技部

290 08 小学３年（男） 112 堤　結翔 男 ツツミ　ユウト 由仁連盟競技部
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09 小学４年（女）

167 10 小学４年（女） 113 大黒　眞優 女 オオクロ　マユ 札幌SSプロダクツ

265 09 小学４年（女） 114 福士　縁 女 フクシ　チナミ 日高アルペンスキー少年団

252 09 小学４年（女） 115 小原　菜月 女 オバラ　ナツキ MSR

021 09 小学４年（女） 116 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

276 09 小学４年（女） 117 瀬戸　希成 女 セト　キナリ 当別KIDスキーレーシングチーム

253 09 小学４年（女） 118 三野　結愛 女 ミノ　ユア MSR

220 09 小学４年（女） 119 髙橋　杏菜 女 タカハシ　アンナ マオイレーシング

10 小学４年（男）

313 10 小学４年（男） 120 林　結仁 男 ハヤシ　ユイト 北広島JAS

287 10 小学４年（男） 121 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

145 10 小学４年（男） 122 森田　任 男 モリタ　ジン SSプロダクツ

235 10 小学４年（男） 123 甚伊　光彩 男 ジンイ　ヒイロ 小平ＳＲＴ

255 10 小学４年（男） 124 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

196 10 小学４年（男） 125 水野　太晴 男 ミズノ　ダイセイ MSR

315 10 小学４年（男） 126 川本　晃輔 男 カワモト　コウスケ 朝日ASS

243 10 小学４年（男） 127 能登　教嘉 男 ノト　ナリヨシ 三笠レーシング

219 10 小学４年（男） 128 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

020 10 小学４年（男） 129 小林　眞蒼 男 コバヤシ　マソラ 夕張TSOレーシング

200 10 小学４年（男） 130 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

283 10 小学４年（男） 131 宮本　俊洋 男 ミヤモト　トシヒロ 増毛暑寒しじみレーシング

040 10 小学４年（男） 132 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

132 10 小学４年（男） 133 吉井　問 男 ヨシイ　モン 札幌アルペンスキースポーツ少年団

186 10 小学４年（男） 134 藤田　健介 男 フジタ　ケンスケ 朝日ASS

208 10 小学４年（男） 135 髙梨　真有 男 タカナシ　シンユウ 玉越ストリームレーシング

214 10 小学４年（男） 136 戸邉　龍英 男 トベ　リュエイ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

236 10 小学４年（男） 137 杉本　旺介 男 スギモト　オウスケ 小平ＳＲＴ

237 10 小学４年（男） 138 黒澤　悠真 男 クロサワ　ハルマ 小平ＳＲＴ

242 10 小学４年（男） 139 橋本　陽輝 男 ハシモト　ハルキ 三笠レーシング

275 10 小学４年（男） 140 佐藤　浩太郎 男 サトウ　コウタロウ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

307 10 小学４年（男） 141 塚崎　颯杜 男 ツカサキ　ハヤト 和寒SS

11 小学５年（女）

245 11 小学５年（女） 142 川田　真凜 女 カワダ　マリン 札幌アルペンスキースポーツ少年団

222 11 小学５年（女） 143 土屋　祥愛 女 ツチヤ　サエ 長沼マオイレーシング

004 11 小学５年（女） 144 長谷川　凛 女 ハセガワ　リン M’sスキーチーム

258 11 小学５年（女） 145 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

272 11 小学５年（女） 146 片倉　陽菜 女 カタクラ　ヒナ 八雲ジュニアレーシング

111 11 小学５年（女） 147 石川　蒼 女 イシカワ　アオイ 南富良野SJS

318 11 小学５年（女） 148 角谷　柊采 女 カドヤ　トア 留萌ジュニアしじみＲＣ

285 11 小学５年（女） 149 川崎　希乃歌 女 カワサキ　ノノカ 増毛暑寒しじみレーシング
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12 小学５年（男）

097 12 小学５年（男） 150 成田　悠隼 男 ナリタ　ユウト 玉越ストリームレーシング

060 12 小学５年（男） 151 福井　颯斗 男 フクイ　ハヤト 玉越ストリームレーシング

251 12 小学５年（男） 152 小原　陽向 男 オバラ　ヒナタ MSR

223 12 小学５年（男） 153 小林　龍卯 男 コバヤシ　リュウ 玉越ストリームレーシング

144 12 小学５年（男） 154 森田　匡 男 モリタ　オミ SSプロダクツ

198 12 小学５年（男） 155 夏井坂　陽基 男 ナツイザカ　ハルキ 札幌SSプロダクツ

115 12 小学５年（男） 156 早川　響人 男 ハヤカワ　ヒビト Ｍ’ｓスキーチーム

071 12 小学５年（男） 157 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

207 12 小学５年（男） 158 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

039 12 小学５年（男） 159 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

178 12 小学５年（男） 160 安藤　壮星 男 アンドウ　ソウセイ SS札幌プロダクツ

277 12 小学５年（男） 161 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

266 12 小学５年（男） 162 長谷川　稜 男 ハセガワ　リョウ キロロレーシング

118 12 小学５年（男） 163 神田　碧空 男 カンダ　ソラ 玉越ストリームレーシング

234 12 小学５年（男） 164 森山　琥羽 男 モリヤマ　コウ 小平ＳＲＴ

326 12 小学５年（男） 165 久留宮　蓮 男 クルミヤ　レン 留萌ジュニアしじみＲＣ

292 12 小学５年（男） 166 山田　侑波 男 ヤマダ　ユウハ 札幌SS PRODUCTS

13 小学６年（女）

103 13 小学６年（女） 167 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

305 13 小学６年（女） 168 大村　美寧 女 オオムラ　ミネ 留辺蘂スキー少年団

248 13 小学６年（女） 169 大澤　茉由 女 オオサワ　マユ 網走スキー少年団

280 13 小学６年（女） 170 石田　柚葉 女 イシダ　ユズハ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

312 13 小学６年（女） 171 坂上　実乃俐 女 サカガミ　ミオリ 今金JRC

14 小学６年（男）

063 14 小学６年（男） 172 金沢　拓 男 カナザワ　タク 玉越ストリームレーシング

017 14 小学６年（男） 173 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

213 14 小学６年（男） 174 大黒　翔眞 男 オオクロ　ショウマ 札幌SSプロダクツ

262 14 小学６年（男） 175 黒田　一咲 男 クロダ　イッサ 長沼マオイレーシング

084 14 小学６年（男） 176 梅田　朝陽 男 ウメダ　アサヒ 玉越ストリームレーシング

289 14 小学６年（男） 177 神戸　勝翔 男 カンベ　ショウト 八雲ジュニアレーシング

203 14 小学６年（男） 178 中西　希綱 男 ナカニシ　キヅナ ライジングアルペン

055 14 小学６年（男） 179 池中　一徳 男 イケナカ　カズノリ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

098 14 小学６年（男） 180 羽石　天馬 男 ハネイシ　テンマ 斜里レーシング

250 14 小学６年（男） 181 高崎　佑樹 男 タカサキ　ユウキ MSR


