
①小学１・２年女子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 市原　照視 [北見市] コース名

Bコース
主審 新田　康二 [北見市] スタート地点 316m
副審 古賀　勝巳 [北見市] フィニッシュ地点 162m
競技委員長 杉山　重之 [北見市] 標高差 154m
コース係長 内海　淳司 [北見市] 全長 500m
スタート審判１ 大東　智 [北見市] 最大斜度 34%

最小斜度 9%
フィニッシュ審判 進藤　覚弥 [北見市] 平均斜度 23%

コースセッター 市原　照視 [北見市]
前走者 - A - 林　裕章 [北見市]
前走者 - B - 大東　翔 [北見市]
前走者 - C - 横山　倫花 [北見市]
前走者 - D - 中島　優里 [北見市]
前走者 - E - 小島　悠翔 [北見市]

旗門数 23(22) スタート時間 10:00
天候 くもり 雪質 ハード
スタート／フィニッシュ気温 -11.3℃ / -8.0℃

F=890
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 所　属　名 ポイント

1 2 00002 水尾　珠唯 枝幸 EMSCﾚｰｼﾝｸﾞ 48.49 0.00

2 6 00022 長谷川　凜 旭川 旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ 49.55 19.46

3 4 00004 藤原　くるみ 網走 網走ｽｷｰ少年団 56.08 139.31

4 1 00001 山田　来幸 帯広 ﾌｪﾆｯｸｽﾒﾑﾛﾚｰｼﾝｸﾞ 56.88 153.99

5 5 00005 出口　依桜 北見 北見JAR 58.18 177.85

6 3 00003 水野　七美 美幌 美幌ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年 58.42 182.26

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0
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DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

公式成績表

第45回全道ジュニアアルペン記録会

スポーツハウスカップ道東予選会

北海道北見市

混合 大回転



②小学１・２年男子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 市原　照視 [北見市] コース名

Bコース
主審 新田　康二 [北見市] スタート地点 316m
副審 古賀　勝巳 [北見市] フィニッシュ地点 162m
競技委員長 杉山　重之 [北見市] 標高差 154m
コース係長 内海　淳司 [北見市] 全長 500m
スタート審判１ 大東　智 [北見市] 最大斜度 34%

最小斜度 9%
フィニッシュ審判 進藤　覚弥 [北見市] 平均斜度 23%

コースセッター 市原　照視 [北見市]
前走者 - A - 林　裕章 [北見市]
前走者 - B - 大東　翔 [北見市]
前走者 - C - 横山　倫花 [北見市]
前走者 - D - 中島　優里 [北見市]
前走者 - E - 小島　悠翔 [北見市]

旗門数 23(22) スタート時間 10:00
天候 くもり 雪質 ハード
スタート／フィニッシュ気温 -11.3℃ / -8.0℃

F=890
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 所　属　名 ポイント

1 16 33385 松原　理 網走 網走ｽｷｰ少年団 46.57 0.00

2 12 33304 太田　貢毅 芽室 ﾌｪﾆｯｸｽﾒﾑﾛﾚｰｼﾝｸﾞ 48.10 29.24

3 13 00006 木村　晟唯 湧別 上湧別ｽｷｰ少年団 48.30 33.06

4 14 33428 川本　晃輔 士別 朝日ASS 50.65 77.97

5 11 32903 味戸　陽汰 遠軽 遠軽Jrｱﾙﾍﾟﾝ 52.94 121.74

6 15 00007 今泉　栄人 湧別 上湧別ｽｷｰ少年団 1:00.72 270.42

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 市原　照視 [北見市] 

26-01-2020 / 北見若松市民スキー場 G 8 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

公式成績表

第45回全道ジュニアアルペン記録会

スポーツハウスカップ道東予選会

北海道北見市

混合 大回転



③小学３年女子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 市原　照視 [北見市] コース名

Bコース
主審 新田　康二 [北見市] スタート地点 316m
副審 古賀　勝巳 [北見市] フィニッシュ地点 162m
競技委員長 杉山　重之 [北見市] 標高差 154m
コース係長 内海　淳司 [北見市] 全長 500m
スタート審判１ 大東　智 [北見市] 最大斜度 34%

最小斜度 9%
フィニッシュ審判 進藤　覚弥 [北見市] 平均斜度 23%

コースセッター 市原　照視 [北見市]
前走者 - A - 林　裕章 [北見市]
前走者 - B - 大東　翔 [北見市]
前走者 - C - 横山　倫花 [北見市]
前走者 - D - 中島　優里 [北見市]
前走者 - E - 小島　悠翔 [北見市]

旗門数 23(22) スタート時間 10:00
天候 くもり 雪質 ハード
スタート／フィニッシュ気温 -11.3℃ / -8.0℃

F=890
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 所　属　名 ポイント

1 24 32982 荒　なおり 北見 留辺蘂ｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 44.32 0.00

2 21 00008 尾崎　カンナ 置戸 留辺蘂ｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 45.60 25.70

3 22 33291 大澤　茉由 網走 網走ｽｷｰ少年団 51.57 145.59

4 23 00009 大村　美寧 北見 留辺蘂ｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 1:06.44 444.20

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 市原　照視 [北見市] 
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DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

公式成績表

第45回全道ジュニアアルペン記録会

スポーツハウスカップ道東予選会

北海道北見市

混合 大回転



④小学３年男子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 市原　照視 [北見市] コース名

Bコース
主審 新田　康二 [北見市] スタート地点 316m
副審 古賀　勝巳 [北見市] フィニッシュ地点 162m
競技委員長 杉山　重之 [北見市] 標高差 154m
コース係長 内海　淳司 [北見市] 全長 500m
スタート審判１ 大東　智 [北見市] 最大斜度 34%

最小斜度 9%
フィニッシュ審判 進藤　覚弥 [北見市] 平均斜度 23%

コースセッター 市原　照視 [北見市]
前走者 - A - 林　裕章 [北見市]
前走者 - B - 大東　翔 [北見市]
前走者 - C - 横山　倫花 [北見市]
前走者 - D - 中島　優里 [北見市]
前走者 - E - 小島　悠翔 [北見市]

旗門数 23(22) スタート時間 10:00
天候 くもり 雪質 ハード
スタート／フィニッシュ気温 -11.3℃ / -8.0℃

F=890
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 所　属　名 ポイント

1 31 32346 佐藤　壱樹 遠軽 上湧別ｽｷｰ少年団 44.21 0.00

2 35 32451 上松　拓実 湧別 上湧別ｽｷｰ少年団 44.97 15.30

3 33 32443 工藤　啓太 佐呂間 上湧別ｽｷｰ少年団 45.18 19.53

4 32 32424 佐藤　太陽 湧別 上湧別ｽｷｰ少年団 45.21 20.13

5 36 33308 長嶋　幸明 美幌 美幌ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年 47.19 59.99

6 34 32998 戸田　優虎 美幌 美幌ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年 48.60 88.38

DID NOT START 1
37 00010 羽石　天馬 斜里 斜里ｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 市原　照視 [北見市] 
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DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

公式成績表

第45回全道ジュニアアルペン記録会

スポーツハウスカップ道東予選会

北海道北見市

混合 大回転



⑤小学４年女子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 市原　照視 [北見市] コース名

Bコース
主審 新田　康二 [北見市] スタート地点 316m
副審 古賀　勝巳 [北見市] フィニッシュ地点 162m
競技委員長 杉山　重之 [北見市] 標高差 154m
コース係長 内海　淳司 [北見市] 全長 500m
スタート審判１ 大東　智 [北見市] 最大斜度 34%

最小斜度 9%
フィニッシュ審判 進藤　覚弥 [北見市] 平均斜度 23%

コースセッター 市原　照視 [北見市]
前走者 - A - 林　裕章 [北見市]
前走者 - B - 大東　翔 [北見市]
前走者 - C - 横山　倫花 [北見市]
前走者 - D - 中島　優里 [北見市]
前走者 - E - 小島　悠翔 [北見市]

旗門数 23(22) スタート時間 10:00
天候 くもり 雪質 ハード
スタート／フィニッシュ気温 -11.3℃ / -8.0℃

F=890
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 所　属　名 ポイント

1 41 32106 吉澤　桃華 帯広 ﾌｪﾆｯｸｽﾒﾑﾛﾚｰｼﾝｸﾞ 39.65 0.00

2 42 31970 前田　恵都 北見 留辺蘂ｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 40.69 23.34

3 44 33356 根木　悠愛 枝幸 EMSCﾚｰｼﾝｸﾞ 41.70 46.02

4 45 00011 水尾　碧芭 枝幸 EMSCﾚｰｼﾝｸﾞ 42.41 61.95

5 43 33404 高内　結衣 訓子府 留辺蘂ｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 42.58 65.77

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 市原　照視 [北見市] 

26-01-2020 / 北見若松市民スキー場 G 8 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

公式成績表

第45回全道ジュニアアルペン記録会

スポーツハウスカップ道東予選会

北海道北見市

混合 大回転



⑥小学４年男子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 市原　照視 [北見市] コース名

Bコース
主審 新田　康二 [北見市] スタート地点 316m
副審 古賀　勝巳 [北見市] フィニッシュ地点 162m
競技委員長 杉山　重之 [北見市] 標高差 154m
コース係長 内海　淳司 [北見市] 全長 500m
スタート審判１ 大東　智 [北見市] 最大斜度 34%

最小斜度 9%
フィニッシュ審判 進藤　覚弥 [北見市] 平均斜度 23%

コースセッター 市原　照視 [北見市]
前走者 - A - 林　裕章 [北見市]
前走者 - B - 大東　翔 [北見市]
前走者 - C - 横山　倫花 [北見市]
前走者 - D - 中島　優里 [北見市]
前走者 - E - 小島　悠翔 [北見市]

旗門数 23(22) スタート時間 10:00
天候 くもり 雪質 ハード
スタート／フィニッシュ気温 -11.3℃ / -8.0℃

F=890
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 所　属　名 ポイント

1 59 32450 川本　大翔 士別 朝日ASS 41.13 0.00

2 57 00014 山下　陽大 枝幸 EMSCﾚｰｼﾝｸﾞ 42.20 23.15

3 54 32040 石川　虎ノ介 網走 網走ｽｷｰ少年団 42.68 33.54

4 52 32650 味戸　瑞稀 遠軽 遠軽Jrｱﾙﾍﾟﾝ 42.73 34.62

5 51 00012 山崎　絢 北見 北見JAR 43.42 49.55

6 58 32654 岡田　俊星 釧路 阿寒ｼﾞｭﾆｱSC 54.72 294.07

7 56 00013 金森　裕生 枝幸 EMSCﾚｰｼﾝｸﾞ 1:06.75 554.38

DID NOT START 1
55 32350 川尻　泰晟 札幌 チームTSK

DID NOT FINISH 1
53 32896 渡邉　瑛琉 訓子府 留辺蘂ｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団

DISQUALIFIED 0

技術代表 市原　照視 [北見市] 
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DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

公式成績表

第45回全道ジュニアアルペン記録会

スポーツハウスカップ道東予選会

北海道北見市

混合 大回転



⑦小学５年女子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 市原　照視 [北見市] コース名

Bコース
主審 新田　康二 [北見市] スタート地点 316m
副審 古賀　勝巳 [北見市] フィニッシュ地点 162m
競技委員長 杉山　重之 [北見市] 標高差 154m
コース係長 内海　淳司 [北見市] 全長 500m
スタート審判１ 大東　智 [北見市] 最大斜度 34%

最小斜度 9%
フィニッシュ審判 進藤　覚弥 [北見市] 平均斜度 23%

コースセッター 市原　照視 [北見市]
前走者 - A - 林　裕章 [北見市]
前走者 - B - 大東　翔 [北見市]
前走者 - C - 横山　倫花 [北見市]
前走者 - D - 中島　優里 [北見市]
前走者 - E - 小島　悠翔 [北見市]

旗門数 23(22) スタート時間 10:00
天候 くもり 雪質 ハード
スタート／フィニッシュ気温 -11.3℃ / -8.0℃

F=890
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 所　属　名 ポイント

1 63 32419 工藤　心結 稚内 稚内ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団 40.23 0.00

2 61 31410 小島　穂野香 美幌 北見JAR 41.50 28.10

3 65 33450 坂本　寛奈 大空 美幌ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年 46.35 135.39

4 62 00015 松浦　莉子 北見 端野ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年 49.28 200.21

5 64 00016 中野　愛海 北見 端野ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年 54.01 304.85

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 市原　照視 [北見市] 
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DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

公式成績表

第45回全道ジュニアアルペン記録会

スポーツハウスカップ道東予選会

北海道北見市

混合 大回転



⑧小学５年男子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 市原　照視 [北見市] コース名

Bコース
主審 新田　康二 [北見市] スタート地点 316m
副審 古賀　勝巳 [北見市] フィニッシュ地点 162m
競技委員長 杉山　重之 [北見市] 標高差 154m
コース係長 内海　淳司 [北見市] 全長 500m
スタート審判１ 大東　智 [北見市] 最大斜度 34%

最小斜度 9%
フィニッシュ審判 進藤　覚弥 [北見市] 平均斜度 23%

コースセッター 市原　照視 [北見市]
前走者 - A - 林　裕章 [北見市]
前走者 - B - 大東　翔 [北見市]
前走者 - C - 横山　倫花 [北見市]
前走者 - D - 中島　優里 [北見市]
前走者 - E - 小島　悠翔 [北見市]

旗門数 23(22) スタート時間 10:00
天候 くもり 雪質 ハード
スタート／フィニッシュ気温 -11.3℃ / -8.0℃

F=890
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 所　属　名 ポイント

1 73 31494 大東　啓 北見 北見JAR 40.50 0.00

2 72 00018 原田　爽楽 遠軽 遠軽Jrｱﾙﾍﾟﾝ 41.25 16.48

3 74 31667 石原　晴那 北見 端野ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年 41.56 23.29

4 75 32780 森田　脩介 湧別 上湧別ｽｷｰ少年団 43.89 74.50

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 1
71 00017 佐藤　満輝 遠軽 遠軽Jrｱﾙﾍﾟﾝ

DISQUALIFIED 0

技術代表 市原　照視 [北見市] 
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DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

公式成績表

第45回全道ジュニアアルペン記録会

スポーツハウスカップ道東予選会

北海道北見市

混合 大回転



⑨小学６年女子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 市原　照視 [北見市] コース名

Bコース
主審 新田　康二 [北見市] スタート地点 316m
副審 古賀　勝巳 [北見市] フィニッシュ地点 162m
競技委員長 杉山　重之 [北見市] 標高差 154m
コース係長 内海　淳司 [北見市] 全長 500m
スタート審判１ 大東　智 [北見市] 最大斜度 34%

最小斜度 9%
フィニッシュ審判 進藤　覚弥 [北見市] 平均斜度 23%

コースセッター 市原　照視 [北見市]
前走者 - A - 林　裕章 [北見市]
前走者 - B - 大東　翔 [北見市]
前走者 - C - 横山　倫花 [北見市]
前走者 - D - 中島　優里 [北見市]
前走者 - E - 小島　悠翔 [北見市]

旗門数 23(22) スタート時間 10:00
天候 くもり 雪質 ハード
スタート／フィニッシュ気温 -11.3℃ / -8.0℃

F=890
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 所　属　名 ポイント

1 81 31557 石川　歌葉 網走 網走ｽｷｰ少年団 37.56 0.00

2 84 31726 松原　こころ 網走 網走ｽｷｰ少年団 41.18 85.78

3 82 31789 上松　咲穂奈 湧別 上湧別ｽｷｰ少年団 42.27 111.61

4 83 31142 金村　明依 釧路 阿寒ｼﾞｭﾆｱSC 46.52 212.31

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 市原　照視 [北見市] 
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DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

公式成績表

第45回全道ジュニアアルペン記録会

スポーツハウスカップ道東予選会

北海道北見市

混合 大回転



⑩小学６年男子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 市原　照視 [北見市] コース名

Bコース
主審 新田　康二 [北見市] スタート地点 316m
副審 古賀　勝巳 [北見市] フィニッシュ地点 162m
競技委員長 杉山　重之 [北見市] 標高差 154m
コース係長 内海　淳司 [北見市] 全長 500m
スタート審判１ 大東　智 [北見市] 最大斜度 34%

最小斜度 9%
フィニッシュ審判 進藤　覚弥 [北見市] 平均斜度 23%

コースセッター 市原　照視 [北見市]
前走者 - A - 林　裕章 [北見市]
前走者 - B - 大東　翔 [北見市]
前走者 - C - 横山　倫花 [北見市]
前走者 - D - 中島　優里 [北見市]
前走者 - E - 小島　悠翔 [北見市]

旗門数 23(22) スタート時間 10:00
天候 くもり 雪質 ハード
スタート／フィニッシュ気温 -11.3℃ / -8.0℃

F=890
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 所　属　名 ポイント

1 94 31000 杉本　眞泰 北見 北見JAR 36.85 0.00

2 91 30876 佐藤　琉稀 美幌 美幌ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年 39.93 74.39

3 92 32004 矢口　唯人 清里 北見JAR 40.33 84.05

4 95 00019 柴田　遥斗 枝幸 EMSCﾚｰｼﾝｸﾞ 42.13 127.52

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 1
93 30873 藤澤　汰希 北見 北見JAR

DISQUALIFIED 0

技術代表 市原　照視 [北見市] 
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公式成績表
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北海道北見市

混合 大回転



⑪中学女子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 市原　照視 [北見市] コース名

Bコース
主審 新田　康二 [北見市] スタート地点 316m
副審 古賀　勝巳 [北見市] フィニッシュ地点 162m
競技委員長 杉山　重之 [北見市] 標高差 154m
コース係長 内海　淳司 [北見市] 全長 500m
スタート審判１ 大東　智 [北見市] 最大斜度 34%

最小斜度 9%
フィニッシュ審判 進藤　覚弥 [北見市] 平均斜度 23%

コースセッター 市原　照視 [北見市]
前走者 - A - 林　裕章 [北見市]
前走者 - B - 大東　翔 [北見市]
前走者 - C - 横山　倫花 [北見市]
前走者 - D - 中島　優里 [北見市]
前走者 - E - 小島　悠翔 [北見市]

旗門数 23(22) スタート時間 10:00
天候 くもり 雪質 ハード
スタート／フィニッシュ気温 -11.3℃ / -8.0℃

F=890
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 所　属　名 ポイント

1 101 32067 柴田　純名 枝幸 EMSCﾚｰｼﾝｸﾞ 42.82 0.00

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 市原　照視 [北見市] 
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DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

公式成績表

第45回全道ジュニアアルペン記録会

スポーツハウスカップ道東予選会

北海道北見市

混合 大回転



⑫中学男子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 市原　照視 [北見市] コース名

Bコース
主審 新田　康二 [北見市] スタート地点 316m
副審 古賀　勝巳 [北見市] フィニッシュ地点 162m
競技委員長 杉山　重之 [北見市] 標高差 154m
コース係長 内海　淳司 [北見市] 全長 500m
スタート審判１ 大東　智 [北見市] 最大斜度 34%

最小斜度 9%
フィニッシュ審判 進藤　覚弥 [北見市] 平均斜度 23%

コースセッター 市原　照視 [北見市]
前走者 - A - 林　裕章 [北見市]
前走者 - B - 大東　翔 [北見市]
前走者 - C - 横山　倫花 [北見市]
前走者 - D - 中島　優里 [北見市]
前走者 - E - 小島　悠翔 [北見市]

旗門数 23(22) スタート時間 10:00
天候 くもり 雪質 ハード
スタート／フィニッシュ気温 -11.3℃ / -8.0℃

F=890
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 所　属　名 ポイント

1 111 31173 工藤　悠太 佐呂間 上湧別ｽｷｰ少年団 38.88 0.00

2 116 32779 森田　泰輔 湧別 上湧別ｽｷｰ少年団 40.70 41.66

3 117 31788 上松　聖弥 湧別 上湧別ｽｷｰ少年団 40.99 48.30

4 115 00021 宍戸　夢翔 湧別 上湧別ｽｷｰ少年団 41.02 48.99

5 113 30224 早川　柊人 釧路 阿寒ｼﾞｭﾆｱSC 46.06 164.36

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 2
112 24107 佐藤　翔英 湧別 上湧別ｽｷｰ少年団
114 32119 牧村　航太郎 湧別 上湧別ｽｷｰ少年団

DISQUALIFIED 0

技術代表 市原　照視 [北見市] 
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公式成績表

第45回全道ジュニアアルペン記録会

スポーツハウスカップ道東予選会

北海道北見市

混合 大回転


