
ｽﾀーﾄ ｺーﾄ゙ 競技者 時　間
No No 氏名 県　名 所　属　名

1 布目 朱里 北海道 朝日ASS
2 藤森 爽 北海道 ﾌｪﾆｯｸｽﾒﾑﾛﾚーｼﾝｸ゙
3 今村 心桜 北海道 帯広森の里小学校
4 佐藤 まりん 北海道 札幌SSﾌ゚ﾛﾀ゙ｸﾂ
5 及川 潮乃 北海道 ｻｯﾎ゚ﾛﾓｲﾜJSC
6 豊川 野乃花 北海道 ｼ゙ｬｽﾃﾑ ﾚーｼﾝｸ゙
7 田本 結楓 北海道 東陽小学校
8 鈴木 菜摘 北海道 夕張TSOﾚーｼﾝｸ゙
9 安西 百々子 北海道 南富良野SJS
10 天野 ひかり 北海道 留辺蘂ｽｷー少年団
11 柿崎 亜衣 北海道 紋別スキー少年団
12 平地 佳奈子 北海道 札幌八軒西小学校
13 本田 陽菜 北海道 札幌平岸小学校
14 北越 舞 北海道 夕張TSOﾚーｼﾝｸ゙
15 前鼻 杏実 北海道 和寒小学校
16 鈴木 舞 北海道 留辺蘂ｽｷー少年団
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ｽﾀーﾄ ｺーﾄ゙ 競技者 時　間
No No 氏名 県　名 所　属　名

1 永田 大和 北海道 Team BG8
2 服部 慎也 北海道 紋別スキー少年団
3 高橋 強 北海道 札幌ｱﾙﾍ゚ﾝｽｷーｽﾎ゚ ﾂー少 
4 町田 雅仁 北海道 名寄中名寄小学校
5 三森 修自 北海道 札幌ｱﾙﾍ゚ﾝｽｷーｽﾎ゚ ﾂー少 
6 間澤 翔笙 北海道 洞爺湖ｼ゙ｭﾆｱ
7 原山 海 北海道 赤井川小学校
8 片岡 亜藍 北海道 札幌ｱﾙﾍ゚ﾝｽｷーｽﾎ゚ ﾂー少 
9 高 佑樹 北海道 旭川ｼ゙ｭﾆｱｱﾙﾍ゚ﾝﾁーﾑ
10 松浦 柊太 北海道 旭川ｼ゙ｭﾆｱｱﾙﾍ゚ﾝﾁーﾑ
11 曽田 響 北海道 小樽桂岡小学校
12 古屋 佑人 北海道 札幌ｱﾙﾍ゚ﾝｽｷーｽﾎ゚ ﾂー少 
13 髙嶋 一矢 北海道 Team BG8
14 村瀬 裕矢 北海道 Fu's snow area SC
15 三浦 大空 北海道 倶知安北陽小学校
16 森江 幹太 北海道 玉越ｽﾄﾘーﾑﾚーｼﾝｸ゙
17 斎藤 宇哉 北海道 札幌盤渓小学校
18 山中 新汰 北海道 都小学校
19 小林 賢司 北海道 御保内小学校
20 秋田 亘敬 北海道 夕張TSOﾚーｼﾝｸ゙
21 髙内 宣希 北海道 留辺蘂ｽｷー少年団
22 溝口 雄陽 北海道 深川小学校
23 荒谷 里玖 北海道 留辺蘂ｽｷー少年団
24 竹内 一 北海道 日高ｱﾙﾍ゚ﾝｽｷー少年団
25 吉本 永愛 北海道 Fu's snow area SC
26 岩谷 叶晟 北海道 留萌ｼ゙ｭﾆｱｽｷー少年団
27 岡本 築玖 北海道 札幌ｱﾙﾍ゚ﾝｽｷーｽﾎ゚ ﾂー少 
28 高橋 光聖 北海道 ｻﾝﾀﾌ゚ﾚｾ゙ﾝﾄﾊ゚ ｸーSSJrｱｽ
29 疋田 大雅 北海道 小樽銭函小学校
30 我満 龍治 北海道 玉越ｽﾄﾘーﾑﾚーｼﾝｸ゙
31 髙内 凱斗 北海道 留辺蘂ｽｷー少年団
32 進藤 拓海 北海道 三笠ﾚーｼﾝｸ゙
33 後藤 大己 北海道 玉越ｽﾄﾘーﾑﾚーｼﾝｸ゙
34 浦井 駿太朗 北海道 札幌ｱﾙﾍ゚ﾝｽｷーｽﾎ゚ ﾂー少 
35 村瀬 大我 北海道 ﾌｪﾆｯｸｽﾒﾑﾛﾚーｼﾝｸ゙
36 天野 絢登 北海道 紋別スキー少年団
37 内藤 蓮 北海道 札幌西小学校
38 前鼻 弥優 北海道 和寒小学校
39 山中 健士朗 北海道 ｻｯﾎ゚ﾛﾓｲﾜJSC
40 遠藤 三四郎 北海道 ﾆｾｺ JST
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ｽﾀーﾄ ｺーﾄ゙ 競技者 時　間
No No 氏名 県　名 所　属　名

41 髙橋 優 北海道 留辺蘂ｽｷー少年団
42 加藤 雄希 北海道 忠類SS
43 堰代 大貴 北海道 留辺蘂ｽｷー少年団
44 酒井 龍介 北海道 南富良野SJS
45 寺嶋 莉輝 北海道 札幌稲積小学校
46 佐藤 大輝 北海道 遠軽ｽｷー連盟
47 土田 大和 北海道 札幌山の手小学校
48 溝口 陽斗 北海道 深川小学校
49 辻澤 皓生 北海道 南富良野SJS
50 細谷 創多 北海道 玉越ｽﾄﾘーﾑﾚーｼﾝｸ゙
51 片山 龍馬 北海道 旭川ｼ゙ｭﾆｱｱﾙﾍ゚ﾝﾁーﾑ
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ｽﾀーﾄ ｺーﾄ゙ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

31 小南 綾 北海道 札幌琴似中学校
32 畠中 悠生乃 北海道 玉越ｽﾄﾘーﾑﾚーｼﾝｸ゙
33 北嶋 千遠 北海道 留萌中学校
34 髙羽 素直 北海道 北海道教育大学附属旭
35 舩越 文代 北海道 留辺蘂ｽｷー少年団
36 稲元 菜月 北海道 南幌中学校
37 松田 楓加 北海道 美幌北中学校
38 佐藤 麻里奈 北海道 朝日中学校
39 山水 明依 北海道 浦臼中学校
40 桑江 知衿 北海道 北海道教育大学附属旭
41 佐々木 美佑 北海道 恵庭恵北中学校
42 片桐 麻海 北海道 神居東中学校
43 久恒 梨音 北海道 北星中学校
44 黒木 莉央 北海道 千歳中学校
45 松井 芽 北海道 東川中学校
46 山崎 葵 北海道 砂川中学校
47 押切 葵 北海道 札幌清田中学校
48 川崎 環 北海道 札幌向陵中学校
49 尾﨑 有咲 北海道 北見北光中学校
50 佐藤 梨華 北海道 留萌中学校
51 竹之内 ももこ 北海道 ｻｯﾎ゚ﾛﾓｲﾜJSC
52 江守 美佑 北海道 京極中学校
53 飛世 紗由妃 北海道 玉越ｽﾄﾘーﾑﾚーｼﾝｸ゙
54 吉野 百合子 北海道 Fu's ｱﾙﾍ゚ﾝ
55 若井 莉奈 北海道 Team BG8
56 川崎 日南子 北海道 札幌SSﾌ゚ﾛﾀ゙ｸﾂ
57 高原 里歩 東京 小松川第二中学校
58 渡辺 梨香 北海道 美唄中学校
59 高橋 真帆 北海道 ｻﾝﾀﾌ゚ﾚｾ゙ﾝﾄﾊ゚ ｸーSSJrｱｽ
60 城 亜衣華 北海道 美幌中学校
61 柴本 神楽 北海道 札幌ｱﾙﾍ゚ﾝｽｷーｽﾎ゚ ﾂー少 
62 深江 桃 北海道 札幌啓明中学校
63 中里 有希 北海道 札幌ｱﾙﾍ゚ﾝｽｷーｽﾎ゚ ﾂー少 
64 小竹 星海 北海道 夕張TSOﾚーｼﾝｸ゙
65 廣川 花音 北海道 ﾆｾｺ花園SRT
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ｽﾀーﾄ ｺーﾄ゙ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

61 中島 悠祐 北海道 富良野東中学校
62 佐藤 竜馬 北海道 札幌SSﾌ゚ﾛﾀ゙ｸﾂ
63 今 颯人 北海道 朝日中学校
64 相原 史郎 北海道 東海大付第四高中等部
65 嶋 隆成 北海道 立命館慶祥中学校
66 瀧本 楓大 北海道 滝上中学校
67 渡邉 唯翔 北海道 留辺蘂ｽｷー少年団
68 小林 大翔 北海道 立命館慶祥中学校
69 髙山 慎太郎 北海道 菁園中学校
70 今野 主税 北海道 東中学校
71 林 竜旭 北海道 東中学校
72 笠羽 竜平 北海道 多寄中学校
73 髙田 智哉 北海道 留辺蘂ｽｷー少年団
74 竹内 力音 北海道 札幌SSﾌ゚ﾛﾀ゙ｸﾂ
75 竹内 陽 北海道 月形中学校
76 千葉 直弥 北海道 夕張TSOﾚーｼﾝｸ゙
77 平岡 秀哉 北海道 占冠中学校
78 尾池 諄海 北海道 ｻｯﾎ゚ﾛﾓｲﾜJSC
79 永瀬 由晟 北海道 幌延町ｽｷー協会
80 吉田 隼汰 北海道 遠軽ｽｷー連盟
81 奥原 駿之介 北海道 小樽銭函中学校
82 亀渕 隼平 北海道 富良野東中学校
83 池田 拡矢 北海道 札幌市立藤野中学校
84 伴 竜馬 北海道 滝上中学校
85 尾崎 翔汰 北海道 富良野西中学校
86 佐藤 大虎 北海道 札幌SSﾌ゚ﾛﾀ゙ｸﾂ
87 市橋 星弥 北海道 朝日中学校
88 浜辺 大夢 北海道 札幌啓明中学校
89 三分一 旭 北海道 三笠中学校
90 矢萩 俊 北海道 留辺蘂ｽｷー少年団
91 澁谷 昻大 北海道 夕張TSOﾚーｼﾝｸ゙
92 大山 諒 北海道 東部中学校
93 湯地 涼太 北海道 八雲ｼ゙ｭﾆｱﾚーｼﾝｸ゙ｽｷー少
94 髙橋 遼河 北海道 名寄東中学校
95 中西 慧樹 北海道 旭川愛宕中学校
96 小泉 星太 北海道 ﾆｾｺ花園SRT
97 寺澤 岳人 北海道 由仁中学校
98 鹿野 海人 北海道 札幌ｱﾙﾍ゚ﾝｽｷーｽﾎ゚ ﾂー少 
99 髙本 悠太 北海道 名寄中学校
100 中村 俊介 北海道 倶知安中学校
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ｽﾀーﾄ ｺーﾄ゙ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

101 大友 詠斗 北海道 由仁中学校
102 森河 千陽 北海道 枝幸中学校
103 前田 裕夢 北海道 ｻｯﾎ゚ﾛﾓｲﾜJSC
104 村上 勇輝 北海道 札幌中学校
105 齊藤 蓮 北海道 忠類中学校
106 川野名 大樹 北海道 Team BG8
107 鈴木 章平 北海道 札幌中央中学校
108 平口 泰輔 北海道 洞爺湖ｼ゙ｭﾆｱ
109 泉 涼風 北海道 由仁中学校
110 渡邉 明哉 北海道 留辺蘂ｽｷー少年団
111 原 啓太 北海道 赤井川中学校
112 加藤 太一 北海道 忠類SS
113 飯塚 巨樹 北海道 留辺蘂ｽｷー少年団
114 渡辺 風雅 北海道 枝幸中学校
115 寺井 千暁 北海道 紋別スキー少年団
116 山本 寛大 北海道 札幌ｱﾙﾍ゚ﾝｽｷーｽﾎ゚ ﾂー少 
117 平田 大知 北海道 夕張TSOﾚーｼﾝｸ゙
118 相木 流斗 北海道 八雲ｼ゙ｭﾆｱﾚーｼﾝｸ゙ｽｷー少
119 中山 海風 北海道 遠軽ｽｷー連盟
120 久保 幸輝 北海道 Team BG8
121 西川 遥人 北海道 忠類SS
122 宮崎 佑馬 北海道 東海大付第四高中等部
123 村上 合 北海道 八雲ｼ゙ｭﾆｱﾚーｼﾝｸ゙ｽｷー少
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