
【コンバインドジャンプ】 スペシャルジャンプ スペシャルジャンプ スペシャルジャンプ

番号 組 全道高校 氏　　名 所　　　属 番号 組 氏　　名 所　　　属 番号 組 全道高校 氏　　名 所　　　属 番号 組 全道高校 氏　　名 所　　　属

101 成Ｂ 楓　　尚樹 ＮＳＣ札幌 1 少女 中村　安寿 東海大学付属札幌高校 21 少年 南 東澤　優輝 東海大学付属札幌高校 46 成A 渡辺　知也 東海大学

102 成Ｂ 中島　　甫 帯広厚生病院 2 少女 沢谷　亜美 余市紅志高校 22 少年 南 木下　椋登 双葉高校 47 成A 古賀　　極 東海大学

103 少年 南 山中　規暉 東海大学付属札幌高校 3 少女 松本　祐依 札幌日本大学高校 23 少年 日下　瑠基 下川ジャンプ少年団 48 成A 清水礼留飛 雪印メグミルク

104 少年 南 清水　建吾 札幌日本大学高校 4 少女 鴨田　鮎華 下川商業高校 24 少年 南 山根　和治 札幌日本大学高校 49 成A 渡部　陸太 日本大学

105 少年 千葉　悠希 札幌ジャンプ少年団 5 少女 御家瀬　恋 下川商業高校 25 成A 黒川　暁稀 札幌大学 50 成A 佐藤　慧一 雪印メグミルク

106 成A 清水　航太 早稲田大学 6 少女 勢藤　理桜 下川ジャンプ少年団 26 少年 工藤　漱太 下川ジャンプ少年団 51 成B 船木　和喜 FIT　SKI

107 少年 南 東澤　優輝 東海大学付属札幌高校 7 少女 大井　　栞 札幌日本大学高校 27 少年 千葉　悠希 札幌ジャンプ少年団 52 少年 二階堂　蓮 札幌ジャンプ少年団

108 少年 北 佐藤　友星 下川商業高校 8 少女 瀬川芙美佳 下川商業高校 28 成A 相生　啓佑 日本大学 53 成A 細田将太郎 北翔大学スキークラブ

109 成A 尾形　優也 東海大学 9 少女 五十嵐彩佳 下川商業高校 29 成A 網野　基輝 日本大学 54 成A 竹花　健汰 明円グループスキークラブ

110 成Ｂ 加藤　大平 サッポロノルディックＳＣ 10 成女 岩佐　明香 日本大学 30 少年 南 山中　規暉 東海大学付属札幌高校 55 少年 南 山川　太朗 東海大学付属札幌高校

11 成女 伊藤　有希 土屋ホーム 31 少年 楢木　遊太 札幌ジャンプ少年団 56 成A 駒場　信哉 日本大学

32 少年 南 清水　建吾 札幌日本大学高校 57 成A 原田　侑武 雪印メグミルク

33 少年 南 藤田慎之介 東海大学付属札幌高校 58 成A 伊藤　将充 土屋ホーム

34 少年 南 雪田　貢介 札幌山の手高校 59 成A 伊藤謙司郎 雪印メグミルク

35 少年 南 黒川　　龍 余市紅志高校 60 成A 佐藤　幸椰 雪印メグミルク

36 少年 大井　　駿 札幌ジャンプ少年団 61 成A 小林潤志郎 雪印メグミルク

37 成A 尾形　優也 東海大学 62 少年 南 岩佐　勇研 札幌日本大学高校

38 少年 北 佐藤　友星 下川商業高校 63 成A 中村　直幹 東海大学

39 成A 奈良　拓実 明治大学 64 成A 小林　陵侑 土屋ホーム

40 少年 北 西森　海翔 下川商業高校 65 成A 栃本　翔平 雪印メグミルク

41 少年 南 斉藤　祐輝 東海大学付属札幌高校 66 成B 葛西　紀明 土屋ホーム

42 成A 山田　将平 北海道メディカルスポーツ専門学校

43 成B 讃良　貴志 高翔会

44 少年 北 安澤　翔一 下川商業高校

45 成A 和田　全功 北海道メディカルスポーツ専門学校

女子組　競技開始予定10:00

第７２回北海道スキー選手権大会/第６９回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会

競技開始予定9:00 少年男子組、成年男子Ａ・Ｂ組（女子に引き続き） 少年男子組、成年男子Ａ・Ｂ組

コンバインドジャンプ競技・ジャンプ競技スタートリスト



【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 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 北女 盛多ゆづき 旭川農業高校 10:00:15 41 少男 北男 青野亜斗夢 富良野高校 11:00:15 74 少男 南男 十川　涼矢 恵庭南高校 11:08:30

2 高校のみ 南女 山﨑　由茉 札幌稲雲高校 10:00:30 42 少男 北男 西木　励仁 富良野高校 11:00:30 75 少男 北男 三浦　壱成 旭川大学高校 11:08:45

3 少女 北女 ダイヤー メイガン おといねっぷ美術工芸高校 10:00:45 43 高校のみ 北男 水間　惇平 美幌高校 11:00:45 76 少男 北男 池邊　刀那 おといねっぷ美術工芸高校 11:09:00

4 高校のみ 南女 奥山　穂香 札幌稲雲高校 10:01:00 44 少男 南男 渡瀬　晴斗 恵庭南高校 11:01:00 77 成A 小足　壮志 東海大学 11:09:15

5 女A 寺本こなみ 第18普通科連隊 10:01:15 45 成A ﾍﾟｯｼｰｼｬｲ ﾊﾟﾀﾗ 東川スキーアスリートクラブ 11:01:15 78 成A 佐藤　弘起 東海大学 11:09:30

6 少女 北女 畔上　夢花 美幌高校 10:01:30 46 少男 南男 金子　　巧 恵庭南高校 11:01:30 79 少男 北男 松田　敦士 富良野高校 11:09:45

7 高校のみ 南女 浦瀧　真弓 札幌稲雲高校 10:01:45 47 高校のみ 北男 石原　怜甫 旭川東高校 11:01:45 80 成A 安藤　　翼 中央大学 11:10:00

8 少女 北女 田中夢摘美 留萌高校 10:02:00 48 成B 野村　佳嗣 2戦車上富良野 11:02:00 81 少男 南男 フィンドレー 登夢 恵庭南高校 11:10:15

9 高校のみ 南女 伊藤　梨沙 遺愛女子高校 10:02:15 49 成A 福田　　旭 東海大学 11:02:15 82 少男 北男 田中　大輝 旭川大学高校 11:10:30

10 高校のみ 南女 木村　南緒 札幌稲雲高校 10:02:30 50 少男 北男 鎌田　昴希 富良野高校 11:02:30 83 成A 蜂須賀優駿 東海大学 11:10:45

11 少女 北女 髙山　綾子 旭川農業高校 10:02:45 51 成A 横田　明俊 2戦車上富良野 11:02:45 84 成A 小笠原航洋 近畿大学 11:11:00

12 少女 北女 高田ちさと 富良野高校 10:03:00 52 少男 北男 柿井　佑太 旭川農業高校 11:03:00 85 少男 北男 フィンドレー 咲夢 富良野高校 11:11:15

13 少女 北女 窪井ゆかり 旭川農業高校 10:03:15 53 少男 藤本　航平 札幌東白石中学校 11:03:15 86 成A 星野　壮生 日本大学 11:11:30

14 女A 矢萩　瑞奎 専修大学 10:03:30 54 成B 亀山　幸司 2戦車上富良野 11:03:30 87 成A 小林　洋介 JR北海道スキー部 11:11:45

15 少女 北女 髙橋実紗希 留萌高校 10:03:45 55 少男 北男 工藤　隼人 おといねっぷ美術工芸高校 11:03:45 88 成A 松村亜斗夢 日本大学 11:12:00

16 少女 北女 沢谷　潮音 おといねっぷ美術工芸高校 10:04:00 56 少男 北男 長岡　渓汰 おといねっぷ美術工芸高校 11:04:00 89 少男 北男 大田喜日向 おといねっぷ美術工芸高校 11:12:15

17 少女 照井　咲頼 鷹栖中学校 10:04:15 57 成B 菊地　将悟 2戦車上富良野 11:04:15 90 成A 後藤　大成 東海大学 11:12:30

18 少女 南女 船場菜南子 恵庭南高校 10:04:30 58 少男 北男 伊藤　玲緒 旭川大学高校 11:04:30 91 成A 蛯名　貴徳 自衛隊体育学校 11:12:45

19 少女 栃谷　　和 鷹栖中学校 10:04:45 59 成A 山崎皓太郎 東海大学 11:04:45 92 成A 連　　　拓 東海大学 11:13:00

20 少女 北女 福田　　光 おといねっぷ美術工芸高校 10:05:00 60 少男 北男 三上　岳瑠 名寄高校 11:05:00 93 成B 清水　康平 自衛隊体育学校 11:13:15

21 少女 南女 米倉　寿里 恵庭南高校 10:05:15 61 少男 北男 渡邉　虹希 旭川農業高校 11:05:15 94 成A 吉田　悠真 JR北海道スキー部 11:13:30

22 少女 南女 山石沙也加 恵庭南高校 10:05:30 62 成A 石川慎之介 日本体育大学 11:05:30 95 成A 石川　　潤 自衛隊体育学校 11:13:45

23 女A 酒井　結衣 早稲田大学 10:05:45 63 少男 北男 佐藤　拓斗 おといねっぷ美術工芸高校 11:05:45 96 成B 吉田　圭伸 自衛隊体育学校 11:14:00

24 女A 滝澤　空良 遠軽スキー連盟 10:06:00 64 成A 宗原　弘周 中央大学 11:06:00

25 少女 北女 近田　実穂 旭川大学高校 10:06:15 65 少男 南男 小林　隆成 恵庭南高校 11:06:15

26 女B 畔上　尚子 自衛隊体育学校 10:06:30 66 成A 小笠原歓吾 京都産業大学 11:06:30

【男子Ｃ組クラシカル競技】　５ｋｍ　女子に引き続きスタート 67 少男 北男 村上　伊吹 旭川農業高校 11:06:45

番号 組 高校 氏　　名 所　属 出発タイム 68 少男 北男 吉田　理玖 富良野高校 11:07:00

31 成C 多田　元希 2戦車上富良野 10:06:45 69 成A 菊地　　空 中央大学 11:07:15

32 成C 清水目　淳 自衛隊体育学校 10:06:50 70 成A 加藤　広大 東京農大農友会スキー部 11:07:30

33 成C 成田　大助 2戦車上富良野 10:06:55 71 少男 南男 長屋　圭悟 恵庭南高校 11:07:45

34 成C 加藤　　準 下川町役場 10:07:00 72 少男 北男 伊東　大輝 旭川大学高校 11:08:00

35 成C 長谷川孝博 下川商業高校教諭 10:07:05 73 成A 佐々木亮祐 東洋大学 11:08:15

第７2回北海道スキー選手権大会/第６9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(月)

【男子Ａ組・Ｂ組・クラシカル競技】　１０ｋｍ　競技開始１１：００ 【男子Ａ組・Ｂ組・クラシカル競技】　１０ｋｍ　競技開始１１：００



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

1 少年女子 北女 畔上　夢花 美幌高校 10:00:15 31 少年男子 南男 渡瀬　晴斗 恵庭南高校 11:00:15 66 少年男子 南男 小林　隆成 恵庭南高校 11:09:00

2 高校のみ 南女 神林　亜美 札幌稲雲高校 10:00:30 32 高校のみ 北男 水間　惇平 美幌高校 11:00:30 67 成年男子 小笠原歓吾 京都産業大学 11:09:15

3 少年女子 北女 田中夢摘美 留萌高校 10:00:45 33 成年男子 三田村　明 第18普通科連隊 11:00:45 68 少年男子 北男 村上　伊吹 旭川農業高校 11:09:30

4 少年女子 北女 ダイヤー メイガン おといねっぷ美術工芸高校 10:01:00 34 成年男子 角田　　稜 第18普通科連隊 11:01:00 69 少年男子 北男 吉田　理玖 富良野高校 11:09:45

5 高校のみ 南女 松田まりの 札幌稲雲高校 10:01:15 35 少年男子 大高　直樹 立命館慶祥高校 11:01:15 70 成年男子 菊地　　空 中央大学 11:10:00

6 高校のみ 南女 奥山　穂香 札幌稲雲高校 10:01:30 36 少年男子 北男 西木　励仁 富良野高校 11:01:30 71 成年男子 加藤　広大 東京農大農友会スキー部 11:10:15

7 高校のみ 南女 山﨑　由茉 札幌稲雲高校 10:01:45 37 高校のみ 南男 溝口　幸祐 札幌清田高校 11:01:45 72 少年男子 南男 長屋　圭悟 恵庭南高校 11:10:30

8 女子 寺本こなみ 第18普通科連隊 10:02:00 38 成年男子 藤井　　力 第18普通科連隊 11:02:00 73 少年男子 北男 伊東　大輝 旭川大学高校 11:10:45

9 高校のみ 南女 浦瀧　真弓 札幌稲雲高校 10:02:15 39 少年男子 北男 青野亜斗夢 富良野高校 11:02:15 74 成年男子 三好　孝文 第18普通科連隊 11:11:00

10 少年女子 北女 盛多ゆづき 旭川農業高校 10:02:30 40 成年男子 長澤　淳嗣 第18普通科連隊 11:02:30 75 少年男子 南男 十川　涼矢 恵庭南高校 11:11:15

11 少年女子 北女 髙山　綾子 旭川農業高校 10:02:45 41 成年男子 加藤　　準 下川町役場 11:02:45 76 少年男子 北男 三浦　壱成 旭川大学高校 11:11:30

12 少年女子 北女 高田ちさと 富良野高校 10:03:00 42 高校のみ 南男 柳迫晋太朗 札幌清田高校 11:03:00 77 少年男子 北男 池邊　刀那 おといねっぷ美術工芸高校 11:11:45

13 少年女子 北女 窪井ゆかり 旭川農業高校 10:03:15 43 成年男子 紫葉　健太 第18普通科連隊 11:03:15 78 成年男子 小足　壮志 東海大学 11:12:00

14 女子 矢萩　瑞奎 専修大学 10:03:30 44 成年男子 ﾍﾟｯｼｰｼｬｲ　ﾊﾟﾀﾗ 東川スキーアスリートクラブ 11:03:30 79 成年男子 佐藤　弘起 東海大学 11:12:15

15 少年女子 北女 髙橋実紗希 留萌高校 10:03:45 45 少年男子 南男 金子　　巧 恵庭南高校 11:03:45 80 少年男子 北男 松田　敦士 富良野高校 11:12:30

16 少年女子 北女 沢谷　潮音 おといねっぷ美術工芸高校 10:04:00 46 高校のみ 北男 石原　怜甫 旭川東高校 11:04:00 81 成年男子 安藤　　翼 中央大学 11:12:45

17 少年女子 照井　咲頼 鷹栖中学校 10:04:15 47 成年男子 野村　佳嗣 2戦車上富良野 11:04:15 82 少年男子 南男 フィンドレー 登夢 恵庭南高校 11:13:00

18 少年女子 南女 船場菜南子 恵庭南高校 10:04:30 48 成年男子 福田　　旭 東海大学 11:04:30 83 少年男子 北男 田中　大輝 旭川大学高校 11:13:15

19 少年女子 栃谷　　和 鷹栖中学校 10:04:45 49 少年男子 北男 鎌田　昴希 富良野高校 11:04:45 84 成年男子 蜂須賀優駿 東海大学 11:13:30

20 少年女子 北女 福田　　光 おといねっぷ美術工芸高校 10:05:00 50 成年男子 横田　明俊 2戦車上富良野 11:05:00 85 成年男子 小笠原航洋 近畿大学 11:13:45

21 少年女子 南女 米倉　寿里 恵庭南高校 10:05:15 51 少年男子 北男 柿井　佑太 旭川農業高校 11:05:15 86 少年男子 北男 フィンドレー 咲夢 富良野高校 11:14:00

22 少年女子 南女 山石沙也加 恵庭南高校 10:05:30 52 少年男子 藤本　航平 札幌東白石中学校 11:05:30 87 成年男子 星野　壮生 日本大学 11:14:15

23 女子 酒井　結衣 早稲田大学 10:05:45 53 成年男子 浅利　嘉之 第18普通科連隊 11:05:45 88 成年男子 小林　洋介 JR北海道スキー部 11:14:30

24 女子 滝澤　空良 遠軽スキー連盟 10:06:00 54 成年男子 亀山　幸司 2戦車上富良野 11:06:00 89 成年男子 松村亜斗夢 日本大学 11:14:45

25 少年女子 北女 近田　実穂 旭川大学高校 10:06:15 55 少年男子 北男 工藤　隼人 おといねっぷ美術工芸高校 11:06:15 90 少年男子 北男 大田喜日向 おといねっぷ美術工芸高校 11:15:00

26 女子 畔上　尚子 自衛隊体育学校 10:06:30 56 少年男子 北男 長岡　渓汰 おといねっぷ美術工芸高校 11:06:30 91 成年男子 後藤　大成 東海大学 11:15:15

57 成年男子 菊地　将悟 2戦車上富良野 11:06:45 92 成年男子 蛯名　貴徳 自衛隊体育学校 11:15:30

58 少年男子 北男 伊藤　玲緒 旭川大学高校 11:07:00 93 成年男子 連　　　拓 東海大学 11:15:45

59 成年男子 山崎皓太郎 東海大学 11:07:15 94 成年男子 清水　康平 自衛隊体育学校 11:16:00

60 成年男子 吉川　正寛 第18普通科連隊 11:07:30 95 成年男子 吉田　悠真 JR北海道スキー部 11:16:15

61 少年男子 北男 三上　岳瑠 名寄高校 11:07:45 96 成年男子 石川　　潤 自衛隊体育学校 11:16:30

62 少年男子 北男 渡邉　虹希 旭川農業高校 11:08:00 97 成年男子 吉田　圭伸 自衛隊体育学校 11:16:45

63 成年男子 石川慎之介 日本体育大学 11:08:15

64 少年男子 北男 佐藤　拓斗 おといねっぷ美術工芸高校 11:08:30

65 成年男子 宗原　弘周 中央大学 11:08:45

第７２回北海道スキー選手権大会/第６９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(火)



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 東海大学

2 高校男子 北 おといねっぷ美術工芸高校

3 高校男子 北 富良野高校

4 一般男子 第18普通科連隊

5 高校男子 北 旭川大学高校

6 一般男子 2戦車上富良野

7 高校男子 南 恵庭南高校

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 高校女子 南 恵庭南高校

12 高校のみ 南 札幌稲雲高校

13 高校のみ 北 おといねっぷ美術工芸高校

14 高校のみ 北 旭川農業高校

第７２回北海道スキー選手権大会

第６９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(水)


