
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 番号 組 高校 氏　　名 所　属 出発タイム

1 女B 竹原　雪絵 丹野塾 10:00:15 41 少男 南男 岡田　健太 倶知安高校 11:00:15 77 少男 北男 富田　紘生 富良野高校 11:09:15

2 女B 前田　沙理 札幌スキー連盟 10:00:30 42 成A 玉井　葵 2戦車上富良野 11:00:30 78 少男 南男 藤原　天聖 恵庭南高校 11:09:30

3 少女 新井　朝海 倶知安中学校 10:00:45 43 成A 水間　惇平 青森大学スキー部 11:00:45 79 少男 北男 松本　聖也 美幌高校 11:09:45

4 少女 北女 小林　花凛 おといねっぷ美術工芸高校 10:01:00 44 成A 片平　達也 2戦車上富良野 11:01:00 80 少男 北男 梅澤　聡嗣 東川高校 11:10:00

5 少女 北女 桐山　日向 美幌高校 10:01:15 45 成A 福士　誠也 2戦車上富良野 11:01:15 81 成A 小池　駿介 早稲田大学 11:10:15

6 少女 北女 上野　朝香 旭川東高校 10:01:30 46 成B 横田　明俊 2戦車上富良野 11:01:30 82 成B 児玉　宗史 JR北海道スキー部 11:10:30

7 少女 北女 小林　花音 おといねっぷ美術工芸高校 10:01:45 47 少男 北男 五十嵐　硫星 東川高校 11:01:45 83 成B 佐藤　友樹 JR北海道スキー部 11:10:45

8 少女 南女 篠島　渚紗 恵庭南高校 10:02:00 48 高校 北男 村上　楓人 旭川農業高校 11:02:00 84 少男 北男 前田　航希 富良野高校 11:11:00

9 女A 三橋　桃子 東海大学 10:02:15 49 成A 黒須　啓介 2戦車上富良野 11:02:15 85 成A 古田　歩 中央大学 11:11:15

10 少女 南女 窪田　さくら 恵庭南高校 10:02:30 50 少男 北男 金津　慶斗 おといねっぷ美術工芸高校 11:02:30 86 成A 川口　颯希 法政大学 11:11:30

11 少女 北女 堀　陽央里 東川高校 10:02:45 51 成B 内田　伸明 名寄3即機 11:02:45 87 成A 森口　翔太 日本大学 11:11:45

12 少女 北女 五十嵐　琴音 東川高校 10:03:00 52 少男 北男 永易　幸太 富良野高校 11:03:00 88 成A 松村　亜斗夢 JR北海道スキー部 11:12:00

13 少女 北女 松本　実優 おといねっぷ美術工芸高校 10:03:15 53 成A 青野　叶夢 中央大学 11:03:15 89 成A 大田喜　日向 自衛隊体育学校 11:12:15

14 少女 北女 藤田　心那 東川高校 10:03:30 54 成A 松田　敦士 JR北海道スキー部 11:03:30 90 少男 北男 神　幸太朗 留萌高校 11:12:30

15 少女 北女 矢野　美輝 おといねっぷ美術工芸高校 10:03:45 55 少男 北男 石川　竜太郎 美幌高校 11:03:45 91 成A 戸松　秀斗 法政大学 11:12:45

16 少女 南女 窪田　くるみ 恵庭南高校 10:04:00 56 少男 南男 佐々木　ひな太恵庭南高校 11:04:00 92 少男 南男 小上　楓真 恵庭南高校 11:13:00

17 少女 北女 宮崎　真衣 美幌高校 10:04:15 57 少男 南男 中村　光汰 恵庭南高校 11:04:15

18 少女 北女 菊池　凜花 留萌高校 10:04:30 58 少男 南男 細口　大翔 倶知安高校 11:04:30

19 女A 栃谷　和 日本大学 10:04:45 59 少男 北男 高木　慶大 留萌高校 11:04:45

20 少女 北女 小池　梓 富良野高校 10:05:00 60 少男 北男 工藤　匠生 東川高校 11:05:00

21 女A 山石　沙也加 飯山市スキークラブ 10:05:15 61 少男 北男 和久　斡希 富良野高校 11:05:15

22 少女 北女 金津　美雪 富良野高校 10:05:30 62 成B 吉田　悠真 JR北海道スキー部 11:05:30

23 女A 栃谷　天寧 日本大学 10:05:45 63 少男 北男 吉田　怜央 おといねっぷ美術工芸高校 11:05:45

24 少女 北女 岩佐　奏葉 留萌高校 10:06:00 64 少男 南男 田村　大幸 倶知安高校 11:06:00

65 成A 西木　励仁 青森大学スキー部 11:06:15

66 少男 北男 吉田　頼生 美幌高校 11:06:30

番号 氏　　名 所　属 出発タイム 67 成A 久保　颯大 東京農業大学 11:06:45

31 成田　大助 2戦車上富良野 10:06:15 68 少男 南男 安藤　功騎 倶知安高校 11:07:00

32 佐藤　健人 恵庭スキー連盟 10:06:30 69 成A 池邊　刀那 札幌大学 11:07:15

33 坂田　耕 Team宗方japan 10:06:45 70 少男 北男 中嶋　央二郎 富良野高校 11:07:30

34 長田　将幸 留萌ＸＣ 10:07:00 71 少男 北男 今関　新太郎 おといねっぷ美術工芸高校 11:07:45

35 北野　圭二 宗方ＪＡＰＡＮ 10:07:15 72 少男 北男 後藤　大志 おといねっぷ美術工芸高校 11:08:00

36 遠藤　大介 士別ＸＣ 10:07:30 73 成A 蜂須賀　優駿 JR北海道スキー部 11:08:15

37 亀山　幸司 2戦車上富良野 10:07:45 74 成A 長岡　歓平 専修大学 11:08:30

38 中島　徹也 名寄3即機 10:08:00 75 少男 北男 石原　徳 東川高校 11:08:45

39 山田　雄太 北海道エネルギーベストマンクラブスキー部 10:08:15 76 成A 上田　千春 東海大学 11:09:00成C
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【男子Ｃ組クラシカル競技】　５ｋｍ　女子に引き続きスタート

組

成C

成C

成C

第７8回北海道スキー選手権大会
第７5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1５日(日)

【女子クラシカル競技】　５ｋｍ　競技開始１０：００ 【男子クラシカル競技】　１０ｋｍ　競技開始１１：００ 【男子クラシカル競技】　１０ｋｍ　競技開始１１：００


