
第63回　道新杯スキー大会　【スタートリスト】

2023/03/19

BIB 選　　手　　名 　ヨ　ミ　ガ　ナ 　　所　　　　　属

1 幼児組 山本　栞馳 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ 知内スキー少年団

2 幼児組 佐藤　愛咲 ｻﾄｳ ｱｻｷ サッポリーノアルペンスキークラブ

3 幼児組 川村　隼也人 ｶﾜﾑﾗ ﾊﾔﾄ あいの里せせらぎ保育園

4 幼児組 藤田　萌楓 ﾌｼﾞﾀ ﾓｶ Ｄ’ｓスキーチーム和寒

5 幼児組 伊澤　玲 ｲｻﾞﾜ ﾚｲ サッポリーノアルペンスキークラブ

6 幼児組 鈴木　秋仁 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ 三笠レーシング

7 幼児組 酒向　叶眞 ｻｺｳ ﾄｳﾏ Ｄ’ｓスキーチーム和寒

11 小学1-2年女子 鈴木　一夏 ｽｽﾞｷ ｲﾁｶ 三笠レーシング

12 小学1-2年女子 七原　乙女亜 ﾅﾅﾊﾗ ｵﾄｱ サッポリーノアルペンスキークラブ

13 小学1-2年女子 深澤　あこ ﾌｶｻﾞﾜ ｱｺ 美唄東小学校

14 小学1-2年女子 北田　美咲 ｷﾀﾀﾞ ﾐｻｷ ライジング・アルペンスキーチーム

15 小学1-2年女子 深澤　きこ ﾌｶｻﾞﾜ ｷｺ 美唄東小学校

17 小学1-2年男子 射守矢　刃 ｲﾓﾘﾔ ｼﾞﾝ ライジング・アルペンスキーチーム

18 小学1-2年男子 藤田　葵斗 ﾌｼﾞﾀ ｱｵﾄ Ｄ’ｓスキーチーム和寒

19 小学1-2年男子 竹田　望夢 ﾀｹﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ ライジング・アルペンスキーチーム

20 小学1-2年男子 早坂　瞬 ﾊﾔｻｶ ｼｭﾝ 由仁連盟競技部

21 小学1-2年男子 吉永　來生 ﾖｼﾅｶﾞﾗｲ サッポリーノアルペンスキークラブ

22 小学1-2年男子 山田　晴市 ﾔﾏﾀﾞﾊﾙｲﾁ 由仁連盟競技部

24 一般男子A 後藤　丈史 ｺﾞﾄｳ ﾀｹｼ HSC萩の山スキークラブ

25 一般男子A 佐々木　卓士 ｻｻｷ ﾀｸｼ NEH

26 一般男子A 川村　竜哉 ｶﾜﾑﾗ ﾀﾂﾔ 手稲スキー協会

27 一般男子A 橋爪　大介 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀﾞｲｽｹ NEH

28 一般男子A 今関　将人 ｲﾏｾﾞｷ ﾏｻﾄ 江別レーシング

29 一般男子A 新村　憲司 ｼﾝﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 江別レーシング親父会

30 一般男子A 大槻　宏明 ｵｵﾂｷ ﾋﾛｱｷ 江別レーシング

31 一般男子A 石上　孝太 ｲｼｶﾞﾐ ｺｳﾀ 無所属

33 一般男子B 宍戸　琉斗 ｼｼﾄﾞ ﾅｶﾞﾄ 長沼マオイレーシング

35 一般女子 高垣　鈴 ﾀｶｶﾞｷ ﾚｲ エレガントアルペンスキーチーム

37 小学3-4年女子 高橋　杏菜 ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ 長沼マオイレーシング

38 小学3-4年女子 泉　紗良 ｲｽﾞﾐ ｻﾗ 名寄ピヤシリアルペンスキー少年団

39 小学3-4年女子 山田　果瑛 ﾔﾏﾀﾞ ｶｴ 由仁連盟競技部

40 小学3-4年女子 間所　笑理 ﾏﾄﾞｺﾛ ｴﾐﾘ 長沼マオイレーシング

41 小学3-4年女子 北田　優花 ｷﾀﾀﾞ ﾕｳｶ ライジング・アルペンスキーチーム

42 小学3-4年女子 黒田　光咲 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾖﾘ 長沼マオイレーシング

組  　　   名
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44 小学3-4年男子 橋本　陽輝 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｷ 三笠レーシング

45 小学3-4年男子 竹田　結翔 ﾀｹﾀﾞ ﾕｲﾄ ライジング・アルペンスキーチーム

46 小学3-4年男子 藤田　健介 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｽｹ 朝日ＡＳＳ

47 小学3-4年男子 能登　教嘉 ﾉﾄ ﾅﾘﾖｼ チーム八百熊

48 小学3-4年男子 竹島　和豆 ﾀｹｼﾏ ﾜﾄ 由仁連盟競技部

49 小学3-4年男子 堤　結翔 ﾂﾂﾐ ﾕｳﾄ 由仁連盟競技部

50 小学3-4年男子 阿部　勇斗 ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ ライジングアルペンスキーチーム

51 小学3-4年男子 早坂　蓮 ﾊﾔｻｶ ﾚﾝ 由仁連盟競技部

52 小学3-4年男子 中山　橙磨 ﾅｶﾔﾏ ﾄｳﾏ 長沼マオイレーシング

53 小学3-4年男子 佐藤　雄心 ｻﾄｳ ﾕｳｼ ライジング・アルペンスキーチーム

54 小学3-4年男子 澤田　蒼佑 ｻﾜﾀﾞ ｿｳｽｹ ライジングアルペンスキーチーム

55 小学3-4年男子 塚崎　颯杜 ﾂｶｻﾞｷ ﾊﾔﾄ Ｄ’ｓスキーチーム和寒

57 小学5-6年女子 遠山　みるく ﾄｵﾔﾏ ﾐﾙｸ Ｄ’ｓスキーチーム和寒

58 小学5-6年女子 堤　柚葵 ﾂﾂﾐ ﾕｽﾞｷ 三笠レーシング

59 小学5-6年女子 田中　琉莉 ﾀﾅｶ ﾙﾘ 三笠レーシング

60 小学5-6年女子 澤野 粋 ｻﾜﾉ ｽｲ 夕張TSOレーシング

61 小学5-6年女子 押切　七瀬 ｵｼｷﾘ ﾅﾅｾ ライジング・アルペンスキーチーム

62 小学5-6年女子 土屋　祥愛 ﾂﾁﾔ ｻｴ 長沼マオイレーシング

64 小学5-6年男子 佐藤　勝乃心 ｻﾄｳ ｼｮｳﾉｼﾝ ライジング・アルペンスキーチーム

65 小学5-6年男子 新村　笑絃 ｼﾝﾑﾗ ｴｲﾄ 江別レーシング

66 小学5-6年男子 大槻　健太郎 ｵｵﾂｷ ｹﾝﾀﾛｳ 江別レーシング

67 小学5-6年男子 酒向　耶眞登 ｻｺｳ ﾔﾏﾄ Ｄ’ｓスキーチーム和寒

68 小学5-6年男子 黒田　一咲 ｸﾛﾀﾞ ｲｯｻ 長沼マオイレーシング

69 小学5-6年男子 成田　悠隼 ﾅﾘﾀ ﾕｳﾄ 玉越ストリームレーシング

70 小学5-6年男子 石上　慧将 ｲｼｶﾞﾐ ｹｲﾏ 岩見沢レーシング

71 小学5-6年男子 今関　悠力 ｲﾏｾﾞｷ ﾕｳﾘ 上江別小

73 中学女子 日野　真莉愛 ﾋﾉ ﾏﾘｱ エレガントアルペンスキーチーム

74 中学女子 早坂　愛音 ﾊﾔｻｶ ｱﾉﾝ M's SKIチーム

76 中学男子 斉藤　旬 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ Ｄ’ｓスキーチーム和寒

77 中学男子 村田　拓翔 ﾑﾗﾀ ﾀｸﾄ 屯田中央中学校

78 中学男子 高橋　葉月 ﾀｶﾊｼ ﾊﾂﾞｷ 長沼マオイレーシング

79 中学男子 加藤　宙 ｶﾄｳ ｿﾗ 由仁連盟競技部

80 中学男子 渡邊　孝介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｽｹ あぐり渡邊本家

組  　　   名


