
【女子クラシカル競技】　５ｋｍ　競技開始１０：００
番号 組 高校 氏　　名 所　属 出発タイム 【男子Ａ組・Ｂ組・クラシカル競技】　１０ｋｍ　競技開始１１：００

1 高校のみ 南 木村　南緒 札幌稲雲高校 10:00:15 番号 組 高校 氏　　名 所　属 出発タイム

2 女A 畑中　志乃 麓郷育成会 10:00:30 41 成A 横田　明俊 2戦車上富良野 11:00:15

3 少女 南 伊藤　梨沙 遺愛女子高校 10:00:45 42
高校の

み
北 石原　怜甫 旭川東高校 11:00:30

4 少女 南 船場菜南子 恵庭南高校 10:01:00 43 成A 蛯名　貴徳 陸自冬戦教 11:00:45

5 高校のみ 北 伊藤　梨沙 美幌高校 10:01:15 44 成A 小林　　徹 2戦車上富良野 11:01:00

6 少女 北 窪井ゆかり 旭川農業高校 10:01:30 45 少男 北 宮田　　茂 おといねっぷ美術工芸高校 11:01:15

7 高校のみ 南 野田　恭花 札幌稲雲高校 10:01:45 46
高校の

み
南 星澤　　克 立命館慶祥高校 11:01:30

8 高校のみ 南 千葉　珠希 札幌稲雲高校 10:02:00 47
高校の

み
北 佐々木　翔 美幌高校 11:01:45

9 高校のみ 北 水野ひかる 旭川商業高校 10:02:15 48
高校の

み
北 藤原　健人 美幌高校 11:02:00

10高校のみ 北 前田　理沙 富良野緑峰高校 10:02:30 49 少男 伊藤　玲緒 鷹栖中学校 11:02:15

11 少女 南 原　きりん 恵庭南高校 10:02:45 50 少男 北 柿井　佑太 旭川農業高校 11:02:30

12 少女 大田喜日和 鷹栖中学校 10:03:00 51
高校の

み
北 小林　誠弥 美幌高校 11:02:45

13 少女 南 中村　安寿 東海大四高校 10:03:15 52 少男 北 鎌田　昴希 富良野高校 11:03:00

14 少女 北 八木　春奈 旭川大学高校 10:03:30 53 少男 南 十川　涼矢 恵庭南高校 11:03:15

15 少女 北 沢谷　潮音 おといねっぷ美術工芸高校 10:03:45 54 少男 吉田　理玖 東神楽中学校 11:03:30

16 少女 南 山石沙也加 恵庭南高校 10:04:00 55 少男 北 伊東　大輝 旭川大学高校 11:03:45

17 少女 北 福田　　光 おといねっぷ美術工芸高校 10:04:15 56 少男 北 佐藤　拓斗 おといねっぷ美術工芸高校 11:04:00

18 少女 北 渡辺恵理奈 旭川大学高校 10:04:30 57 成B 菊地　将悟 2戦車上富良野 11:04:15

19 少女 北 近田　実穂 旭川大学高校 10:04:45 58 少男 渡邉　虹希 鷹栖中学校 11:04:30

20 少女 南 米倉　寿里 恵庭南高校 10:05:00 59 成B 亀山　幸司 2戦車上富良野 11:04:45

21 少女 北 滝澤　空良 旭川大学高校 10:05:15 60 少男 小林　隆成 鷹栖中学校 11:05:00

22 少女 北 酒井　結衣 富良野高校 10:05:30 61 成A 山崎皓太郎 東海大学 11:05:15

23 女B 畔上　尚子 陸自冬戦教 10:05:45 62 少男 北 渡邉　大地 旭川農業高校 11:05:30

63 少男 北 三上　岳瑠 名寄高校 11:05:45

【男子Ｃ組クラシカル競技】　５ｋｍ　競技開始１０：１５ 64 成A 加藤　広大 東京農業大学 11:06:00
番号 組 高校 氏　　名 所　属 出発タイム 65 成B 野村　佳嗣 2戦車上富良野 11:06:15

31 成C 福士　鎮顕 陸自冬戦教 10:15:15 66 少男 北 加藤　正大 おといねっぷ美術工芸高校 11:06:30

32 成C 加藤　　準 下川町役場 10:15:30 67 少男 北 石川慎之介 旭川大学高校 11:06:45

33 成C 長谷川孝博 下川商業高校教諭 10:15:45 68 少男 北 小笠原歓吾 富良野高校 11:07:00

34 成C 成田　大助 2戦車上富良野 10:16:00 69 成A 安藤　　翼 中央大学 11:07:15

70 少男 北 松田　敦士 富良野高校 11:07:30

71 成B 宮間　章伍 2戦車上富良野 11:07:45

72 少男 北 三浦　壱成 旭川大学高校 11:08:00

73 少男 南 フィンドレー 登夢 恵庭南高校 11:08:15

74 少男 北 石山　健樹 おといねっぷ美術工芸高校 11:08:30

75 少男 北 佐々木亮祐 富良野高校 11:08:45

76 成A 福田　　旭 東海大学 11:09:00

77 少男 北 頓所　達也 富良野高校 11:09:15

78 少男 北 フィンドレー 咲夢 富良野高校 11:09:30

79 少男 北 田中　大輝 旭川大学高校 11:09:45

80 少男 北 佐藤　弘起 旭川大学高校 11:10:00

81 少男 北 小笠原航洋 おといねっぷ美術工芸高校 11:10:15

82 成A 小足　壮志 東海大学 11:10:30

83 成A 星野　壮生 日本大学 11:10:45

84 少男 北 大田喜日向 おといねっぷ美術工芸高校 11:11:00

85 少男 北 後藤　大成 おといねっぷ美術工芸高校 11:11:15

86 成A 松村亜斗夢 日本大学 11:11:30

87 成A 蜂須賀優駿 東海大学 11:11:45

88 成A 吉田　悠真 JR北海道スキー部 11:12:00

89 成B 田中富夢野 陸自冬戦教 11:12:15

90 成A 連　　　拓 東海大学 11:12:30

91 成A 小林　洋介 JR北海道スキー部 11:12:45

92 成A 石川　　潤 東海大学 11:13:00

93 成B 柏原　暢仁 陸自冬戦教 11:13:15

94 成B 清水　康平 陸自冬戦教 11:13:30

95 成B 吉田　圭伸 陸自冬戦教 11:13:45

第７１回北海道スキー選手権大会
第６８回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会

クロスカントリー　クラシカル競技　スタートリスト　1月16日(土)



【女子フリー競技】　１０ｋｍ　競技開始１０：００ 【男子Ａ組・Ｂ組・フリー競技】　１５ｋｍ　競技開始１１：００
番号 組 高校 氏　　名 所　属 出発タイム 番号 組 高校 氏　　名 所　属 出発タイム

1 少女 南 伊藤　梨沙 遺愛女子高校 10:00:15 35 高校のみ 北 佐々木　翔 美幌高校 11:01:15

2 高校のみ 南 木村　南緒 札幌稲雲高校 10:00:30 36 成B 浅利　嘉之 第18普通科連隊 11:01:30

3 少女 北 窪井ゆかり 旭川農業高校 10:00:45 37 高校のみ 南 作田昴士郎 立命館慶祥高校 11:01:45

4 高校のみ 北 伊藤　梨沙 美幌高校 10:01:00 38 高校のみ 南 柳迫晋太郎 札幌清田高校 11:02:00

5 少女 南 船場菜南子 恵庭南高校 10:01:15 39 成A 長澤　淳嗣 第18普通科連隊 11:02:15

6 高校のみ 南 野田　恭花 札幌稲雲高校 10:01:30 40 高校のみ 南 長尾　亮虎 立命館慶祥高校 11:02:30

7 高校のみ 南 千葉　珠希 札幌稲雲高校 10:01:45 41 高校のみ 南 星澤　　克 立命館慶祥高校 11:02:45

8 高校のみ 北 水野ひかる 旭川商業高校 10:02:00 42 成A 横田　明俊 2戦車上富良野 11:03:00

9 高校のみ 北 前田　理沙 富良野緑峰高校 10:02:15 43 少男 北 宮田　　茂 おといねっぷ美術工芸高校 11:03:15

10 少女 南 原　きりん 恵庭南高校 10:02:30 44 成C 加藤　　準 下川町役場 11:03:30

11 少女 大田喜日和 鷹栖中学校 10:02:45 45 高校のみ 北 藤原　健人 美幌高校 11:03:45

12 少女 南 中村　安寿 東海大四高校 10:03:00 46 少男 伊藤　玲緒 鷹栖中学校 11:04:00

13 少女 南 沢谷　亜海 余市紅志高校 10:03:15 47 少男 北 柿井　佑太 旭川農業高校 11:04:15

14 少女 北 八木　春奈 旭川大学高校 10:03:30 48 高校のみ 北 小林　誠弥 美幌高校 11:04:30

15 少女 北 沢谷　潮音 おといねっぷ美術工芸高校 10:03:45 49 少男 北 鎌田　昴希 富良野高校 11:04:45

16 少女 南 山石沙也加 恵庭南高校 10:04:00 50 少男 南 十川　涼矢 恵庭南高校 11:05:00

17 少女 北 福田　　光 おといねっぷ美術工芸高校 10:04:15 51 少男 北 伊東　大輝 旭川大学高校 11:05:15

18 少女 北 渡辺恵理奈 旭川大学高校 10:04:30 52 少男 北 佐藤　拓斗 おといねっぷ美術工芸高校 11:05:30

19 少女 北 近田　実穂 旭川大学高校 10:04:45 53 成B 菊地　将悟 2戦車上富良野 11:05:45

20 少女 南 米倉　寿里 恵庭南高校 10:05:00 54 少男 渡邉　虹希 鷹栖中学校 11:06:00

21 少女 北 滝澤　空良 旭川大学高校 10:05:15 55 成B 亀山　幸司 2戦車上富良野 11:06:15

22 少女 北 酒井　結衣 富良野高校 10:05:30 56 少男 小林　隆成 鷹栖中学校 11:06:30

23 女B 畔上　尚子 陸自冬戦教 10:05:45 57 成A 山崎皓太郎 東海大学 11:06:45

58 少男 北 渡邉　大地 旭川農業高校 11:07:00

【男子Ａ組・Ｂ組・フリー競技】　１５ｋｍ　競技開始１１：００ 59 少男 北 三上　岳瑠 名寄高校 11:07:15
番号 組 高校 氏　　名 所　属 出発タイム 60 成A 加藤　広大 東京農業大学 11:07:30

31 成A 蛯名　貴徳 陸自冬戦教 11:00:15 61 成B 野村　佳嗣 2戦車上富良野 11:07:45

32 成A 小林　　徹 2戦車上富良野 11:00:30 62 少男 北 加藤　正大 おといねっぷ美術工芸高校 11:08:00

33 高校のみ 北 石原　怜甫 旭川東高校 11:00:45 63 少男 北 石川慎之介 旭川大学高校 11:08:15

34 成C 吉川　正寛 第18普通科連隊 11:01:00 64 少男 北 小笠原歓吾 富良野高校 11:08:30

65 成A 安藤　　翼 中央大学 11:08:45

66 少男 北 松田　敦士 富良野高校 11:09:00

67 成B 宮間　章伍 2戦車上富良野 11:09:15

68 少男 北 三浦　壱成 旭川大学高校 11:09:30

69 成B 三好　孝文 第18普通科連隊 11:09:45

70 少男 南 フィンドレー登夢 恵庭南高校 11:10:00

71 少男 北 石山　健樹 おといねっぷ美術工芸高校 11:10:15

72 少男 北 佐々木亮祐 富良野高校 11:10:30

73 成A 福田　　旭 東海大学 11:10:45

74 少男 北 頓所　達也 富良野高校 11:11:00

75 少男 北 フィンドレー咲夢 富良野高校 11:11:15

76 成A 清水目　亮 第18普通科連隊 11:11:30

77 少男 北 田中　大輝 旭川大学高校 11:11:45

78 少男 北 佐藤　弘起 旭川大学高校 11:12:00

79 少男 北 小笠原航洋 おといねっぷ美術工芸高校 11:12:15

80 成C 成田　大助 2戦車上富良野 11:12:30

81 成A 小足　壮志 東海大学 11:12:45

82 成A 星野　壮生 日本大学 11:13:00

83 少男 北 大田喜日向 おといねっぷ美術工芸高校 11:13:15

84 少男 北 後藤　大成 おといねっぷ美術工芸高校 11:13:30

85 成A 松村亜斗夢 日本大学 11:13:45

86 成A 蜂須賀優駿 東海大学 11:14:00

87 成A 吉田　悠真 JR北海道スキー部 11:14:15

88 成B 田中富夢野 陸自冬戦教 11:14:30

89 成A 連　　　拓 東海大学 11:14:45

90 成A 小林　洋介 JR北海道スキー部 11:15:00

91 成A 石川　　潤 東海大学 11:15:15

92 成B 柏原　暢仁 陸自冬戦教 11:15:30

93 成B 清水　康平 陸自冬戦教 11:15:45

94 成B 吉田　圭伸 陸自冬戦教 11:16:00

第７１回北海道スキー選手権大会
第６８回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会

クロスカントリー　フリー競技　スタートリスト　1月17日(日)



一般男子組、高校男子組　競技開始１０：００

番号 組 高校 チ　ー　ム　名

1 一般男子 陸自冬戦教

2 高校男子 北 おといねっぷ美術工芸高校

3 一般男子 2戦車上富良野

4 高校男子 北 富良野高校

5 高校男子 北 旭川大学高校

6 一般男子 第18普通科連隊

7 一般男子 東海大学

女子組　競技開始　男子第2走者スタート後

番号 組 高校 チ　ー　ム　名

11 女子組 北 旭川大学高校

12 女子組 南 恵庭南高校

13 高校のみ 南 札幌稲雲高校

第７１回北海道スキー選手権大会

第６８回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会

クロスカントリー　リレー競技　スタートリスト　1月18日(月)


