
公 式 成 績 表

朝里川温泉レッドコー

小林　弘幸          

岩間　英二          

角谷　浩明          

コース名

主    審

競技委員長

セッター

美浪　秀行          技術代表

(前走者) -A-
-B-
-C-
-D-

東　竜一      
原田　剛      
小柴　卓      
住吉　逞      
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

ｍ
ｍ
ｍ

雪      質

旗門数

軟雪      

25(24)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 雪        
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 09:00
終了時間 11:00

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

石水　ほたる    札幌アルペンスポーツ1 2 旭川  43.03小２00031747
吉澤　桃華      フェニックスメムロレ2 4 道東  45.05小２00032106
青野　里々愛    稚内アルペンスキー少3 5 旭川  45.40小２00031871
草野　陽納      夕張TSOレーシング   4 1 登別  45.96小２00032328
竹内　悠夏      日高アルペンスキー少5 3 道南  47.01小２00031989
野坂　弥由      忠類ＳＳ            6 17 道東  47.78小２00000004
佐藤　まのあ    札幌SSプロダクツ    7 14 道央  48.73小２00032612
野澤　春夏      ナヨロ藤ジュニアアル8 9 旭川  49.90小２00031420
前田　恵都      留辺蘂スキースポーツ9 10 道東  49.99小２00031970
石水　雫        札幌アルペンスポーツ6 道央  49.99小１00031748
互　皐          ニセコジュニアスキー11 15 道南  51.30小２00032515
島崎　叶望      旭川ジュニアアルペン12 22 旭川  52.40小１00031956
中鉢　望杏      遠軽Jrアルペン      13 12 道東  53.31小２00032544
片山　結理      三笠レーシング      14 13 登別  53.97小２00032429
谷口　心都      札幌アルペンスキース15 16 道央  54.10小２00031918

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学1・2年女子組   -
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順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

赤松　花音      ニセコジュニアスキー16 11 道南  56.87小２00000003
高垣　心        三笠レーシング      17 19 道央  57.60小１00000006
河崎　奈緒美    滝川レーシング      18 20 旭川  58.13小１00032432
住吉　愛莉      留萌ジュニアスキー少19 18 旭川  1:02.21小２00000005
宮下　こころ    札幌アルペンSS少年団20 21 道央  1:04.36小１00000007

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学1・2年女子組   -
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順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START          [1st RUN]    1
石岡　芽吹      登別ジュニアスキーチ8 登別  DS   小２00000002

DID NOT FINISH         [1st RUN]    1
高内　結衣      留辺蘂スキースポーツ7 道東  DF   小２00000001

DISQUALIFIED           [1st RUN]    0
                                                          

NOT PERMITTED TO START [1st RUN]    0
                                                          

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学1・2年女子組   -
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公 式 成 績 表

朝里川温泉レッドコー

小林　弘幸          
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競技委員長
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-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

標高ｽﾀｰﾄ
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ｍ
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終了時間 11:00

開始時間
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ジュリー

順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

川久保　皇佑    札幌アルペンSS少年団1 33 道央  44.81小２00031920
佐々木　礼      札幌アルペンスキース2 50 道央  45.13小２00032082
遠藤　文志郎    ニセコジュニアスキー3 36 道南  45.14小２00030054
山田　悠貴      オーンズレーシング  4 48 道央  45.32小２00032563
沼田　嵐        ニセコJr.スキーチー・5 34 道南  45.46小２00000009
林　遼仁        北広島JAS           6 38 道央  45.57小２00000011
井上　創太      ニセコ花園SRT       7 53 道央  46.30小２00000020
増田　颯        旭川ジュニアアルペン31 旭川  46.30小２00000008
小林　瑛介      南富良野SJS         9 47 旭川  47.49小２00000017
石川　虎ノ介    網走スキー少年団    10 35 道東  47.59小２00032040
柏原　悠希      北広島ＪＡＳ        11 43 登別  47.69小２00000016
岡室　志佑      ニセコＪｒスキーチー12 41 道南  47.78小２00000014
安孫子　晴真    北広島ＪＡＳ        13 56 道央  47.89小１00032042
渡邉　瑛琉      留辺蘂スキースポーツ14 40 道東  48.10小２00000013
今井　光晴      オーンズレーシングチ15 45 道央  48.90小２00032332

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学1・2年男子組   -

1 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/02/25  /  朝里川温泉スキー場0106



順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

中越　歩夢      キロロレーシング    16 58 道央  49.77小２00000021
山崎　絢        北見JAR             42 道東  49.77小２00000015
藤川　楽土      MSレーシング        18 39 登別  49.92小２00000012
久松　駿斗      札幌アルペンスキース19 57 道央  50.02小１00032580
石丸　大十      札幌アルペンSS少年団20 59 道央  50.18小１00031662
中西　希綱      サッポロモイワジュニ21 49 登別  50.42小１00000018
金沢　拓        玉越ストリームレーシ22 60 道央  50.49小１00000022
砂川　翔夢      札幌アルペンスキー少23 63 道央  51.01小２00032614
佐藤　太陽      上湧別スキー少年団競24 54 道東  51.10小１00032424
川田　陸人      滝川レーシング      25 37 旭川  51.98小１00000010
上松　拓実      上湧別スキー少年団競26 44 旭川  53.34小１00032451
渡辺　理央      当別KIDレーシング   27 61 道央  53.58小２00000023
川住　駿介      札幌アルペンスキース28 64 道央  53.87小１00000025
佐藤　壱樹      上湧別スキー少年団競29 52 旭川  54.67小１00032346
井上　泰成      佐呂間スキー少年団  30 55 道東  1:01.29小１00032425

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学1・2年男子組   -
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順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START          [1st RUN]    0
                                                          

DID NOT FINISH         [1st RUN]    3
斎藤　友哉      ほのかスポーツクラブ32 登別  DF   小２00030800
味戸　瑞稀      遠軽Jrアルペン      46 道東  DF   小２00032650
五十嵐　琥珀    エスエスプロダクツ  62 道央  DF   小３00000024

DISQUALIFIED           [1st RUN]    1
神戸　勝翔      八雲ジュニアレーシン51 道南  GATE No 12小１00000019

NOT PERMITTED TO START [1st RUN]    0
                                                          

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学1・2年男子組   -
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公 式 成 績 表

朝里川温泉レッドコー

小林　弘幸          

岩間　英二          

角谷　浩明          

コース名
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競技委員長

セッター
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セッター
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                    公認No
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標高差

ｍ
ｍ
ｍ

雪      質

旗門数

軟雪      

25(24)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 雪        
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 09:00
終了時間 11:00

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

谷　柚子菜      旭川ジュニアアルペン1 73 旭川  41.93小３00031454
岡田　果穏      ニセコ花園SRT       2 71 道央  42.95小３00031917
上村　文乃      滝川レーシング      3 75 旭川  44.76小３00031687
丹場　遥音      オーンズレーシングチ4 77 道央  45.76小３00031924
布目　友理      留辺蘂スキースポーツ5 72 道東  46.04小３00031737
伊藤　未羽      北広島JAS           6 80 道央  46.08小３00032293
西槙　ゆい      京極アルペン少年団  7 83 登別  47.22小３00000101
蛯原　陽菜      忠類SS              8 79 道東  49.39小３00032535
相内　結衣      斜里スキースポーツ少9 81 道東  50.77小３00031904

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学3年女子組   -
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順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START          [1st RUN]    0
                                                          

DID NOT FINISH         [1st RUN]    3
熊崎　莉子      占冠SJS             76 道央  DF   小３00031429
工藤　心結      稚内アルペンスキー少78 旭川  DF   小３00032419
石井　怜莉      岩見沢レーシング    82 道央  DF   小３00032566

DISQUALIFIED           [1st RUN]    1
西村　緒琳香    サッポロモイワジュニ74 登別  GATE No 14小３00000026

NOT PERMITTED TO START [1st RUN]    0
                                                          

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学3年女子組   -
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公 式 成 績 表

朝里川温泉レッドコー

小林　弘幸          

岩間　英二          

角谷　浩明          

コース名

主    審

競技委員長

セッター

美浪　秀行          技術代表

(前走者) -A-
-B-
-C-
-D-

東　竜一      
原田　剛      
小柴　卓      
住吉　逞      
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

ｍ
ｍ
ｍ

雪      質

旗門数

軟雪      

25(24)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
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天      候 雪        
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 09:00
終了時間 11:00

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

関本　航大      日高アルペンスキー少1 94 道央  42.03小３00030280
駒津　太珂      チームピヤシリ      2 95 旭川  42.33小３00031418
梅澤　月        滝川レーシング      3 91 旭川  42.39小３00031414
石丸　太一      札幌アルペンSS少年団4 100 道央  42.60小３00031371
陳内　孝侑      TEAM　BG8           5 101 旭川  42.64小３00031948
菊池　奏汰      北広島ＫＪＡＳ      6 114 道央  42.75小３00000036
佐藤　満輝      遠軽Jrアルペン      7 93 道東  43.16小３00000027
伯谷　悠樹      北広島KJAS          8 92 道南  43.18小３00031438
石原　晴那      端野アルペンスキース9 97 道東  45.19小３00031667
土門　柊貴      登別ジュニアスキーチ10 98 登別  45.81小３00000029
植田　泰正      かもい岳レーシング  11 107 道央  45.95小３00031969
北村　陽幹      札幌市桜山小学校    12 111 道央  45.99小３00031354
佐々木　結平    ニセコJrスキーチーム13 99 道南  46.53小３00000030
村田　拓翔      当別KID             14 108 道央  46.84小３00031939
宮田　真采      名寄ピヤシリアルペン15 110 旭川  46.97小３00000035

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学3年男子組   -
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順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

宮田　惺匠      士別Jr.レーシング   16 112 旭川  47.56小３00031602
西迫　知希      留辺蘂スキースポーツ17 102 登別  47.63小３00031460
川田　眞寿      札幌アルペンスキース18 118 道央  48.18小３00000039
太田　渓        ライジングアルペンス19 113 道央  48.46小３00031658
大森　元太      知内スキー少年団    20 109 道南  49.18小３00000034
鈴木　瑛太      スノースクールピリカ21 104 道南  49.75小３00000032
丹場　祥平      美国小学校          22 117 道央  50.83小３00032163
宮下　永遠      札幌アルペンSS少年団23 115 道央  51.26小３00000037
神田　柊斗      占冠ＳＪＳ          24 105 道東  51.55小３00032636
森田　脩介      上湧別スキー少年団競25 106 登別  54.66小３00000033

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学3年男子組   -
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順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START          [1st RUN]    2
和田　剣真      斜里スキースポーツ少103 道東  DS   小３00000031
五十嵐　颯翼    エスエスプロダクツ  116 道央  DS   小３00000038

DID NOT FINISH         [1st RUN]    1
伊藤　瑠泉      北広島KJAS          96 道央  DF   小３00000028

DISQUALIFIED           [1st RUN]    0
                                                          

NOT PERMITTED TO START [1st RUN]    0
                                                          

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学3年男子組   -
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公 式 成 績 表

朝里川温泉レッドコー

小林　弘幸          

岩間　英二          

角谷　浩明          

コース名

主    審

競技委員長

セッター

美浪　秀行          技術代表

(前走者) -A-
-B-
-C-
-D-

東　竜一      
原田　剛      
小柴　卓      
住吉　逞      
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

ｍ
ｍ
ｍ

雪      質

旗門数

軟雪      

25(24)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 雪        
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 09:00
終了時間 11:00

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

佐藤　杏那      紋別スキー少年団    1 122 道東  41.77小４00031415
田野　双葉      滝川ﾚｰｼﾝｸﾞ          2 121 旭川  41.88小４00030047
石川　歌葉      網走スキー少年団    3 127 道東  43.19小４00031557
石栗　ゆず      北広島JAS           4 126 道央  43.31小４00031312
石丸　り子      札幌アルペンSS少年団5 124 道央  43.36小４00031370
青山　れみか    オーンズレーシングチ6 129 道央  43.76小４00000041
末澤　季歩      玉越ストリームレーシ7 139 道央  43.89小４00000046
池田　茉矢      ニセコジュニアスキー8 123 道南  44.22小４00031372
圓山　莉菜      札幌アルペンスキース9 133 道央  44.25小４00031955
石水　香梅      札幌アルペンスポーツ10 130 旭川  44.79小４00031746
黒田　妃織      ライジングアルペンス11 137 道央  45.71小４00000044
山田　愛音      北広島JAS           12 141 道央  45.91小４00000047
平田　花渚      網走スキー少年団    13 131 道東  46.17小４00031605
橋本　ひかる    三笠レーシング      14 140 道央  46.80小４00032235
茂泉　絢愛      三笠レーシング      15 142 道央  47.95小４00031798

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学4年女子組   -

1 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/02/25  /  朝里川温泉スキー場0106



順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

片山　千亜里    三笠レーシング      16 125 登別  48.27小４00031409
上松　咲穂奈    上湧別スキー少年団競17 136 旭川  49.20小４00031789
野呂田　稜子    サッポロモイワJSC   18 143 道央  49.38小４00000048
大野　心美      上湧別スキー少年団競19 134 道東  49.94小４00032098
中西　望緒      サッポロモイワジュニ20 138 登別  50.93小４00000045

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学4年女子組   -

2 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/02/25  /  朝里川温泉スキー場0106



順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START          [1st RUN]    0
                                                          

DID NOT FINISH         [1st RUN]    3
尾形　桃那      登別JST             128 登別  DF   小４00000040
中西　理緒      サッポロモイワジュニ132 登別  DF   小４00000042
佐藤　萌音      オーンズレーシングチ135 旭川  DF   小４00000043

DISQUALIFIED           [1st RUN]    0
                                                          

NOT PERMITTED TO START [1st RUN]    0
                                                          

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学4年女子組   -

3 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/02/25  /  朝里川温泉スキー場

美浪　秀行技術代表

0106



公 式 成 績 表

朝里川温泉レッドコー

小林　弘幸          

岩間　英二          

角谷　浩明          

コース名

主    審

競技委員長

セッター

美浪　秀行          技術代表

(前走者) -A-
-B-
-C-

原田　剛      
小柴　卓      
住吉　逞      
              
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

[      ]

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

ｍ
ｍ
ｍ

雪      質

旗門数

軟雪      

25(24)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 雪        
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 09:00
終了時間 11:00

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

横澤　宙        札幌アルペンスキース1 152 道央  40.78小４00000064
草野　隆之介    夕張TSOレーシング   2 153 登別  42.03小４00032327
ﾌﾞｲﾁｯｸ　龍馬    ニセコJrスキーチーム3 154 道南  42.23小４00000065
杉本　眞泰      北見JAR             4 155 道東  42.57小４00031000
梅澤　則仁      滝川レーシング      5 161 旭川  42.94小４00031413
山崎　涼太郎    滝上スキースポーツ少6 159 道東  42.96小４00030932
森江　渚早      玉越ストリームレーシ7 165 道央  43.06小４00030995
千葉　綾太      日高アルペンスキー少8 158 道南  43.40小４00032388
高　宏太        旭川ジュニアアルペン9 151 旭川  43.72小４00024115
上松　昌大      サッポロモイワジュニ10 163 道央  43.91小４00032422
林　滉人        玉越ストリームレーシ11 172 道央  43.96小４00000070
大井　雄慎      札幌アルペンスキース12 168 道央  44.49小４00030992
加茂　倖大      ふらのアルペンジュニ13 170 旭川  44.98小４00032461
藤島　諒哉      旭川ジュニアアルペン14 166 道東  45.00小４00032077
三野　賢伸      MSレーシング        15 167 登別  45.55小４00031437

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学4年男子組  -

1 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/02/25  /  朝里川温泉スキー場0106



順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

武田　慶永      アーミンsc          16 176 道央  45.68小４00000072
長船　莉空      MSレーシング        17 160 登別  45.99小４00000067
横山　祐汰      留辺蘂スキースポーツ18 169 道東  46.28小４00024473
谷　天晴        八雲ジュニアレーシン19 162 道南  46.64小４00000068
安孫子　秀真    北広島ＪＡＳ        20 179 道央  46.94小４00032147
山本　龍英      玉越ストリームレーシ21 175 道央  47.01小４00031810
山本　周平      士別ジュニアレーシン22 177 旭川  48.62小４00031530
吉原　大介      岩見沢レーシング    23 173 登別  50.58小４00000071

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学4年男子組  -

2 Page
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順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START          [1st RUN]    2
佐藤　可崇      玉越ストリームレーシ156 道央  DS   小４00000066
二宮　一斗      伊の沢レーシング    174 旭川  DS   小４00032470

DID NOT FINISH         [1st RUN]    5
渡辺　孝介      三笠レーシング      157 旭川  DF   小４00030052
冨樫　雅久人    藻岩山スキー学校スー164 登別  DF   小４00032276
佐伯　眞之介    MSレーシング        171 登別  DF   小４00000069
相内　亮汰      斜里スキースポーツ少178 道東  DF   小４00031903
佐原　絆里      オーンズジュニアスキ180 道央  DF   小４00032529

DISQUALIFIED           [1st RUN]    0
                                                          

NOT PERMITTED TO START [1st RUN]    0
                                                          

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学4年男子組  -

3 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/02/25  /  朝里川温泉スキー場

美浪　秀行技術代表

0106



公 式 成 績 表

朝里川温泉レッドコー

中山　祐希          

岩間　英二          

角谷　浩明          

コース名

主    審

競技委員長

セッター

美浪　秀行          技術代表

(前走者) -A-
-B-
-C-
-D-

東　竜一      
熊谷　賢一    
澤口　学      
佐藤　栄一    
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

[      ]

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

ｍ
ｍ
ｍ

雪      質

旗門数

軟雪      

25(24)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 雪        
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 11:25
終了時間 12:30

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

加藤　もも子    忠類SS              1 2 道央  40.61小５00022893
工藤　夏未      朝日ASS             2 4 旭川  40.87小５00031317
川田　千聖      滝川レーシング      3 5 旭川  40.91小５00000050
高垣　鈴        三笠レーシング      4 10 道央  41.26小５00000052
辻澤　花梨      南富良野ＳＪＳ      5 8 旭川  41.84小５00024113
寺嶋　乃愛      ライジングアルペンス6 6 道央  42.54小５00000051
田中　深愛      ニセコジュニアスキー7 7 道央  42.99小５00015688
関本　莉子      日高アルペンスキー少8 1 登別  43.72小５00030279
青野　珠里愛    稚内アルペンスキー少9 9 旭川  48.10小５00031870
佐々木　千尋    当別KIDスキーレーシ・10 12 道央  52.75小５00000053

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学5年女子組   -

1 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/02/25  /  朝里川温泉スキー場0106



順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START          [1st RUN]    0
                                                          

DID NOT FINISH         [1st RUN]    1
佐原　彩世      オーンズジュニアスキ11 道央  DF   小５00032528

DISQUALIFIED           [1st RUN]    1
吉田　朋花      おおのジュニアレーシ3 道南  D    小５00000049

NOT PERMITTED TO START [1st RUN]    0
                                                          

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学5年女子組   -

2 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/02/25  /  朝里川温泉スキー場

美浪　秀行技術代表

0106



公 式 成 績 表

朝里川温泉レッドコー

中山　祐希          

岩間　英二          

角谷　浩明          

コース名

主    審

競技委員長

セッター

美浪　秀行          技術代表

(前走者) -A-
-B-
-C-
-D-

東　竜一      
熊谷　賢一    
澤口　学      
佐藤　栄一    
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

[      ]

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

ｍ
ｍ
ｍ

雪      質

旗門数

軟雪      

25(24)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 雪        
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 11:25
終了時間 12:30

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

太田　岳        ライジングアルペンス1 21 道央  39.32小５00030200
土田　大地      玉越ストリームレーシ2 31 道央  40.48小５00030177
小林　駿太      ＭＳレーシング      3 22 登別  40.77小５00031421
佐藤　颯祐      上湧別スキー少年団競4 26 旭川  40.99小５00031332
石坂　穣        ライジングアルペンス5 39 道央  41.26小５00031038
赤松　諒侑      ニセコジュニアスキー6 28 道央  41.31小５00000074
山田　直弥      忠類ＳＳ            7 32 道東  42.11小５00000076
平井　翔太      ライジングアルペンス8 37 道央  42.22小５00000079
堤　琢登        北広島JAS           9 25 道央  42.30小５00031315
田中　琉翔      稚内アルペンスキー少10 24 旭川  42.70小５00031760
森田　泰輔      上湧別スキー少年団競11 27 登別  42.76小５00000073
足立　大騎      オーンズレーシングチ12 36 道央  43.50小５00000078
江守　捷玄      京極アルペン少年団  13 40 道南  43.53小５00000102
北村　航大      札幌市桜山小学校    14 34 道央  43.55小５00031353
井上　優成      佐呂間スキー少年団  15 29 道東  43.74小５00030897

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学5年男子組  -

1 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/02/25  /  朝里川温泉スキー場0106



順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

山川　遼真      紋別スキー少年団    16 23 道東  43.96小５00024109
伊藤　侑希      サッポロモイワジュニ17 38 道央  45.75小５00032237
宮田　耀        士別Jr.レーシング   18 33 旭川  49.29小５00031601
道林　滉翔      登別ジュニアチーム  19 30 道南  53.11小５00000075
安達　恵介      ナヨロ藤Jrアルペン  20 35 旭川  59.44小５00000077

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学5年男子組  -

2 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/02/25  /  朝里川温泉スキー場0106



順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START          [1st RUN]    0
                                                          

DID NOT FINISH         [1st RUN]    0
                                                          

DISQUALIFIED           [1st RUN]    0
                                                          

NOT PERMITTED TO START [1st RUN]    0
                                                          

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学5年男子組  -

3 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/02/25  /  朝里川温泉スキー場

美浪　秀行技術代表

0106



公 式 成 績 表

朝里川温泉レッドコー

中山　祐希          

岩間　英二          

角谷　浩明          

コース名

主    審

競技委員長

セッター

美浪　秀行          技術代表

(前走者) -A-
-B-
-C-
-D-

東　竜一      
熊谷　賢一    
澤口　学      
佐藤　栄一    
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

[      ]

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

ｍ
ｍ
ｍ

雪      質

旗門数

軟雪      

25(24)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 雪        
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 11:25
終了時間 12:30

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

上利　美晴      栗山ジュニアレーシン1 46 旭川  40.28小６00024281
増田　さくら    旭川ジュニアアルペン2 41 旭川  40.43小６00023851
大西　藍生      札幌アルペンスキース3 43 道央  40.85小６00000054
古野　紗奈      栗山ジュニアレーシン4 54 旭川  41.46小６00030298
谷　菜々美      旭川ジュニアアルペン5 52 旭川  41.57小６00030179
星久保　友里亜  忠類ＳＳ            6 44 道東  42.15小６00000055
鈴木　里実      由仁連盟競技部      7 45 道央  42.78小６00000056
大江　藍        フェニックスメムロレ8 56 旭川  42.98小６00030169
石栗　あみ      北広島JAS           9 49 道央  43.53小６00030656
利根川　泉希    伊の沢レーシング    10 55 旭川  43.90小６00031952
堀江　柚季      ニセコジュニア      11 47 道南  44.33小６00032519
福本　莉子      江別ジュニアレーシン12 57 旭川  44.65小６00031730
黒田　陽菜乃    ライジングアルペンス13 53 道央  44.72小６00000057
西槙　かな      京極アルペン少年団  14 59 道南  44.89小６00000103
中島　優里      北見ＪＡＲ          15 48 道東  45.03小６00030191

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学6年女子組 -
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Offcial Time By TAG HEUER 2018/02/25  /  朝里川温泉スキー場0106



順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

三野　愛歩      MSレーシング        16 42 登別  45.71小６00031476
板谷　芙美      阿寒ジュニアSC      17 50 道東  45.93小６00030245
長岡　あかり    今金ＪＲＣ          18 51 道南  47.19小６00023585

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学6年女子組 -

2 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/02/25  /  朝里川温泉スキー場0106



順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START          [1st RUN]    1
二宮　史帆      伊の沢レーシング    58 旭川  DS   小６00032471

DID NOT FINISH         [1st RUN]    0
                                                          

DISQUALIFIED           [1st RUN]    0
                                                          

NOT PERMITTED TO START [1st RUN]    0
                                                          

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学6年女子組 -

3 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/02/25  /  朝里川温泉スキー場

美浪　秀行技術代表

0106



公 式 成 績 表

朝里川温泉レッドコー

中山　祐希          

岩間　英二          

角谷　浩明          

コース名

主    審

競技委員長

セッター

美浪　秀行          技術代表

(前走者) -A-
-B-
-C-
-D-

東　竜一      
熊谷　賢一    
澤口　学      
佐藤　栄一    
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

[      ]

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

ｍ
ｍ
ｍ

雪      質

旗門数

軟雪      

25(24)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 雪        
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 11:25
終了時間 12:30

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

佐藤　レオン    札幌SSプロダクツ    1 65 道央  40.01小６00019670
川田　遥斗      滝川レーシング      2 69 旭川  40.17小６00000083
石川　大和      伊の沢レーシング    3 61 旭川  40.71小６00021991
佐藤　翔英      上湧別スキー少年団競4 82 道東  41.24小６00024107
渡辺　晴琉      当別KIDレーシング   5 66 道央  41.36小６00031738
畠山　健吾      南富良野SJS         6 62 道東  41.68小６00031673
石岡　凜太郎    登別ジュニアスキーチ7 68 登別  42.95小６00000082
北川　陽翔      ふらのアルペンジュニ8 75 旭川  43.03小６00023628
中橋　日向      紋別スキー少年団    9 67 道東  43.56小６00030081
高橋　大貴      忠類ＳＳ            10 79 道東  43.57小６00032634
及川　佳希      札幌アルペンスキース11 70 道央  43.62小６00000084
大江　隼人      登別JST             12 63 登別  43.70小６00000080
上松　聖弥      上湧別スキー少年団競13 77 旭川  44.00小６00031788
三好　颯斗      おおのジュニアレーシ14 73 道南  45.63小６00000086
水落　基恭      登別ＪST            15 72 登別  46.28小６00000085

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学6年男子組  -

1 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/02/25  /  朝里川温泉スキー場0106



順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

庄司　直輝      網走スキー少年団    16 80 道東  46.37小６00031957
新田　響        斜里スキースポーツ少17 76 道東  46.52小６00022451
宍戸　夢翔      上湧別スキー少年団競18 78 道東  46.66小６00000087
山崎　丈        北見JAR             19 81 道東  49.46小６00000088

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学6年男子組  -

2 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/02/25  /  朝里川温泉スキー場0106



順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START          [1st RUN]    0
                                                          

DID NOT FINISH         [1st RUN]    2
牧村　航太郎    上湧別スキー少年団競71 道東  DF   小６00032119
原田　侑京      斜里スキースポーツ少74 登別  DF   小６00031286

DISQUALIFIED           [1st RUN]    1
加藤　洋音      八雲ジュニアレーシン64 道南  D    小６00000081

NOT PERMITTED TO START [1st RUN]    0
                                                          

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 小学6年男子組  -

3 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/02/25  /  朝里川温泉スキー場

美浪　秀行技術代表

0106



公 式 成 績 表

朝里川温泉レッドコー

中山　祐希          

岩間　英二          

角谷　浩明          

コース名

主    審

競技委員長

セッター

美浪　秀行          技術代表

(前走者) -A-
-B-
-C-
-D-

東　竜一      
熊谷　賢一    
澤口　学      
佐藤　栄一    
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

[      ]

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

ｍ
ｍ
ｍ

雪      質

旗門数

軟雪      

25(24)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 雪        
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 11:25
終了時間 12:30

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

横畠　望香      岩見沢レーシング    1 91 道央  40.27中３00031387
稲場　心優      当別KIDスキーレーシ・2 95 道央  42.09中２00024249
金子　小夏      比布レーシングスキー3 98 道東  43.38中２00000061
鈴木　莉那      室蘭・登別JRT       4 96 登別  43.67中１00000060
初瀬川　葵依    登別スキーチーム    5 93 登別  45.40中２00000059
鈴木　結女      岩見沢レーシング    6 99 登別  45.59中１00032124
大森　千春      知内スキー少年団    7 92 道南  45.81中１00000058
安井　友珠      斜里スキースポーツ少8 100 登別  46.22中１00023619
増田　陽月      登別ジュニアスキーチ9 102 登別  46.45中１00000063
中山　茜理      端野アルペンスキース10 101 道東  54.78中２00000062

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 中学女子組 -

1 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/02/25  /  朝里川温泉スキー場0106



順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START          [1st RUN]    2
増田　あすか    旭川ジュニアアルペン94 旭川  DS   中２00023850
増田　あかね    旭川ジュニアアルペン97 旭川  DS   中２00023849

DID NOT FINISH         [1st RUN]    0
                                                          

DISQUALIFIED           [1st RUN]    0
                                                          

NOT PERMITTED TO START [1st RUN]    0
                                                          

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 中学女子組 -

2 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/02/25  /  朝里川温泉スキー場

美浪　秀行技術代表

0106



公 式 成 績 表

朝里川温泉レッドコー

中山　祐希          

岩間　英二          

角谷　浩明          

コース名

主    審

競技委員長

セッター

美浪　秀行          技術代表

(前走者) -A-
-B-
-C-
-D-

東　竜一      
熊谷　賢一    
澤口　学      
佐藤　栄一    
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

[      ]

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

ｍ
ｍ
ｍ

雪      質

旗門数

軟雪      

25(24)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 雪        
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 11:25
終了時間 12:30

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

佐藤　奨悟      知内スキー少年団    1 118 登別  39.48中３00000094
堀井　康矢      登別中学校          2 111 登別  39.83中２00000089
寺山　創稀      札幌ＳＳプロダクツ  3 116 道央  40.58中２00000093
小田　義暉      三笠レーシング      4 115 登別  40.91中１00000092
福本　祥大      江別ジュニアレーシン5 119 旭川  41.61中２00031729
小山内　海人    滝上ＳＳ            6 121 道東  41.78中２00023712
加藤　海音      八雲ジュニアレーシン7 112 道南  42.43中２00000090
齋藤　光        増毛暑寒レーシング  8 117 旭川  42.65中２00030261
大野　愛斗      上湧別スキー少年団競9 123 道東  44.88中１00032097
瀬川　翔貴      増毛暑寒レーシング  10 124 旭川  45.55中１00022949
井尻　宗佑      おおのジュニアレーシ11 114 道南  46.02中１00000091
谷口　奏太      札幌アルペンスキース12 125 道央  46.58中１00000096
神戸　雄冬      八雲ジュニアレーシン13 122 道南  46.85中２00000095

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 中学男子組   -

1 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/02/25  /  朝里川温泉スキー場0106



順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ学年ｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START          [1st RUN]    1
中川　太壱      当別KIDスキーレーシ・120 道央  DS   中２00032096

DID NOT FINISH         [1st RUN]    1
尾崎　光        岩見沢レーシング    113 道央  DF   中１00032210

DISQUALIFIED           [1st RUN]    1
金丸　理玖      おおのジュニアレーシ126 道南  D    中１00000097

NOT PERMITTED TO START [1st RUN]    0
                                                          

第43回全道ジュニアアルペン記録会 スポーツハウスカップ決勝大会

大回転  - 中学男子組   -

2 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/02/25  /  朝里川温泉スキー場

美浪　秀行技術代表

0106


