
2008　第　33　回　　大回転 2009　第　34　回　　大回転

組別 氏名 所属 組別 氏名 所属
小1～2 片桐　麻海 旭川ジュニアアルペン 小1～2 武田　実咲 ノースヒーロー
小3 吉田　好 かもい岳レーシング 小3 片桐　麻海 旭川ジュニアアルペン
小4 和田　夏季 かもい岳レーシング 小4 飯塚　奈々 留辺蘂スキースポーツ少年団

小5 安藤　麻 旭川ジュニアアルペン 小5 片桐　成海 旭川ジュニアアルペン
小6 小川　彩也香 留萌ジュニアスキー少年団 小6 白府　美穂 比布レーシングスキークラブ

中1～3 練合　実里 エランＲＣ 中1～3 日原　美波 栗山ジュニアレーシング
小1～2 小林　大翔 玉越ストリームＲ 小1～2 瀧本　楓大 滝上スキースポーツ少年団

小3 相原　太郎 玉越ストリームＲ 小3 橋本　瞬次郎 岩見沢メープル小学校
小4 土岐　直生 おおのＪＲＣ 小4 工藤　優大 登別ジュニアレーシング
小5 笹川　俊哉 秩父別レーシング 小5 齋藤　友貴 忠類SS
小6 中村　舜 伊の沢レーシング 小6 高橋　健太郎 遠軽ジュニアアルペン
中1～3 小滝　直哉 比布レーシング 中1～3 池田　悠輔 由仁連盟競技部

2010　第　35　回　　大回転 2011　第　36　回　　大回転

組別 氏名 所属 組別 氏名 所属
小1～2 前田　理利 名寄レーシングSC 小1～2 前田 理利 名寄レーシングSC
小3 原山　桜 キロロレーシング 小3 宮崎 純奈 稚内アルペンスポーツ
小4 大越　沙耶 ニセコ花園SRT 小4 佐藤 汐里 増毛暑寒レーシング
小5 吉田　好 かもい岳レーシング 小5 片桐 麻海 旭川ジュニアアルペン
小6 里木　初帆 伊の沢レーシング 小6 吉田 雪那 滝川レーシング
中1～3 間島　桃 夕張TSOレーシング 中1～3 阿部 まなみ 三川中学校
小1～2 渡邉　太文 栗山ジュニアレーシング 小1～2 高 佑樹 旭川ジュニアアルペン
小3 原　啓太 キロロレーシング 小3 渡邉 太文 栗山ジュニアレーシング
小4 橋本　瞬次郎 三笠レーシング 小4 相原 史郎 ＳＫＳ・Ｊｒレーシング
小5 藤吉　廉 網走スキー少年団 小5 竹内 陽 月形小学校
小6 斉藤　友貴 忠類SS 小6 酒本 永遠 ニセコティンカーベル
中1～3 土岐　卓己 北海道教育大学附属中 中1～3 三分一　陸 三笠レーシング

2012　第　37　回　　大回転 2013　第　38　回　　大回転

組別 氏名 所属 組別 氏名 所属
小1～2 天野 ひかり 留辺蘂スキースポーツ少年団 小1～2 横山　心映 留辺蘂スキースポーツ少年団

小3 本田 陽菜 玉越ストリームレーシング 小3 豊川　野乃花 糠平レーシングチーム
小4 宮崎 純奈 稚内アルペン 小4 石丸　芽瑠萌 かもい岳レーシング
小5 小野崎 絢 伊の沢レーシング 小5 宮崎　純奈 稚内アルペンスポーツ少年団

小6 片桐　麻海 旭川ジュニアアルペン 小6 原山　桜 キロロレーシング
中1～3 石橋 怜奈 北見ＪＡＲ 中1～3 藤田　彩花 占冠ＳＪＳ
小1～2 遠 藤　三四郎 ニセコＪｒスキーチーム 小1～2 結城　圭也 士別スキー少年団
小3 原山　海 キロロレーシング 小3 片山　龍馬 旭川ジュニアアルペンチーム

小4 山田 健太 旭川ジュニアアルペン 小4 高 佑樹 旭川ジュニアアルペンチーム

小5 永瀬 由晟 稚内アルペン 小5 山田　健太 旭川ジュニアアルペンチーム

小6 中西 慧樹 旭川ジュニアアルペン 小6 原　啓太 キロロレーシング
中1～3 大村 聡太 札幌アルペンスキースポーツ少年団 中1～3 吉田　裕介 おおのジュニアレーシング

2014　第　39　回　　大回転

組別 氏名 所属
小1～2 増田　さくら 旭川ジュニアアルペン
小3 野口　実央梨 旭川ジュニアアルペン
小4 豊川　野乃花 ジャステムレーシング
小5 田村　ひかり ふらのアルペンジュニア
小6 小野崎　澪 伊の沢レーシング
中1～3 稲本　葉月 長沼マオイレーシング
小1～2 桑江　常旗 旭川ジュニアアルペン
小3 内藤　裕平 旭川ジュニアアルペン
小4 片山　龍馬 旭川ジュニアアルペン
小5 三森　修自 札幌アルペン少年団
小6 市橋　星弥 朝日ＡＳＳ
中1～3 石倉　瑶太 伊の沢レーシング

スポーツハウスＣＵＰ  決勝大会　歴代優勝者
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