


 
主 催 株式会社スポーツハウス 
後 援  ナスターレース協会 
運 営 朝里川温泉スキー場 

朝里川温泉スキークラブ 
朝里スキースクール 

協 力 株式会社ビー・エス・シー 
 旭川ジュニアアルペン少年団 
 八雲スキー協会/八雲ジュニアレーシング父母会 
 北見市スキー連盟 

登別スキー連盟 
 札幌スポーツ館 本店 
 
開催日 2021 年 3 月 7 日（日） 
会 場 朝里川温泉スキー場 
種 目 ジャイアントスラローム 
組 別 Ａコース       Ｂコース 
 (1)小学 1～2 年女子   (7)小学 5 年女子 
 (2)小学 1～2 年男子   (8)小学 5 年男子 
 (3)小学 3 年女子       (9)小学 6 年女子 
 (4)小学 3 年男子       (10)小学 6 年男子 
 (5)小学 4 年女子       (11)中学女子 
 (6)小学 4 年男子       (12)中学男子 
 
・予 選 ※今年度中止 
 
 
 
 
 
 
 

 
協 賛 アメアスポーツジャパン株式会社アトミック事業部 
 アメアスポーツジャパン株式会社サロモン事業部 
 株式会社ウベックススポーツジャパン 
 小賀坂スキー販売株式会社 
 オンヨネ株式会社 

株式会社ガリウム 
 株式会社ゴールドウイン 
 株式会社コロンビアスポーツウエアジャパン 
 スウィックススポーツジャパン株式会社 
 株式会社スワロースキー 
 デサントジャパン株式会社 
 有限会社トムカンパニー 
 有限会社 BMZ 
 HEAD Japan 株式会社 
 ヘルト株式会社 
 株式会社ホルメンコールジャパン 
 ミズノ株式会社 
 山本光学株式会社 
 グループ・ロシニョール株式会社 
 株式会社ロータスインターナショナル 
 株式会社サッポロ・スタジオ 
 （順不同） 
 
・【重要事項】を確認の上、出場選手は「健康チェックシート」
を記入し、大会当日朝必ず提出してください。 
 
・コース/タイムスケジュール/賞状配布 
 受付時に掲示予定ですのでご確認ください。 
 
 
 



【重要事項】 

 

＜大会における新型コロナウイルス感染症対策について＞ 

 

１） 参加するすべての人（選手・コーチ・スタッフ・保護者・観戦者・競技役員・メディア及び関係者）は、ＳＡＪ新

型コロナウイルス感染対策ガイドライン【最新版】及び、ＳＡＪアルペン委員会アルペン競技会ガイドライン【最

新版】、関係機関が定めたガイドラインに従って新型コロナウイルス感染症防止に努めてください。 

http://www.ski-japan.or.jp/general/35824/ 

 

２） 以下に該当する場合は参加できません。 

・体調が良くない場合（発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、息苦しさ、味覚嗅覚異常等） 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる者がいる場合 

 

３） 競技会関係者全員がマスクを着用してください。（競技中、選手の不着用は可とする） 

 

４） 手洗い、アルコールによる手指消毒の実施（マイタオルを持参とする）を心掛けてください。 

 

５） 他の人との距離を出来るだけ２ｍ以上を目安に確保し、大きな声でのコーチング、会話や応援等は行わな

いでください。 

 

６） 競技当日「健康状態チェックシート」を記入し、学校/チーム又は個人でガルチックハウス２Ｆ大会受付担当

者に提出してください。 

※未提出の選手は出場できません。  

※別紙「健康状態チェックシート」参照（競技関係者全員対象） 

 

７） 競技終了後、３日以内に大会参加者及び競技役員に体調不良者が出た場合及び、２週間以内に新型コロ

ナウイルス感染症を発症した場合は、大会の濃厚接触者も含めて、速やかに「スポーツハウスカップ事務局」

へ報告してください。 

 

８） 朝里川温泉スキー場内では、各施設ごとの新型コロナウイルス感染予防への取り組みに従ってください。 

 

９） 上記内容をご理解いただき、参加するすべての方が感染しない、広げない行動を意識してください。 



 大会当日必ず提出  



1． 競技規則

開催要領に定められた以外はSAJ競技規則を採用します。

但し、一部大会の運営の都合により特別ルールを採用します。

2． スタート方法について

イ．計測は電気時計装置を使用致します。

ロ．スタート合図はチャイム音で行います。

3． コースの下見について（インスペクション）

イ．ゼッケンを必ず着用して見えるようにする。

ロ．コピー滑走、旗門の中でのターンその他コースを傷める行為は禁止する。

ハ．選手、役員以外はコースの中に入らないこと。

ニ．インスペクションは横滑りでお願いします。

4．競技上の注意について

イ．スタート位置にて点呼を行います。

ロ．途中棄権者は旗門審判員にはっきり意思表示をし、ゼッケンを必ずはずし

　　 その後の旗門は通り抜けないこと。

ハ．スイッチバックは、今大会は認めておりません。
5．抗議について

抗議は公式掲示後15分以内に申し出ること。

6．再レースについて

再レースについては、ただちにジュリーに口頭で申し出ること。

ただし、フィニッシュラインを通過した場合は、認められません。

7．競技開始時間などの変更について

インスペクション時間、及び競技開始時間など変更があった場合は、放送等で連絡します。

選　手　注　意　事　項



7:00 3/6前日受付

　14：00～15：00　ガルチックハウス2階

3/7当日受付

　7:15～8:30　ガルチックハウス2階

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

Ａコース（リフト側） Ｂコース（林側）

インスペクション時フラッグ付き インスペクション時フラッグ無し

1 小学1・2年女子組 8 小学5年女子組

2 小学1・2年男子組 9 小学5年男子組

3 小学3年女子組 10 小学6年女子組

4 小学3年男子組 11 小学6年男子組

5 小学4年女子組 12 中学女子組

6 小学4年男子組 13 中学男子組

　3/6（土）　14：00～15：00　ガルチックハウス
　3/7（日）　6：45～7：30　リフト券売場

　通常時間外リフト券販売（上記時間帯に購入可能リフト券）
2200円
2700円
3800円
400円

　※3/6（土）は現金のみの取り扱いです。

小学生1日券
中学生1日券
大人1日券

1回券（大人）

リフト券販売について

2021　第46回スポーツハウスＣＵＰ争奪
全道ジュニアアルペン決勝記録会

TimeTable
2021/03/07   ＧＳ

リフト運行 07：30

（入場制限 08：40）

Ａコース
前走スタート 09：27

競技開始09：30 - 10:45

コースセット

07：40 -08:00

Ａコースインスペクション
08：20-09：00

Ｂコース
前走スタート11:07

競技開始11:10-11:50

Ｂコースインスペクション
08：40-09:10

（入場制限 09：00）

Ａコース
賞状・副賞配布予定

11：30～予定

Ｂコース
賞状・副賞配布予定

12：30～予定



1978　第　3　回　　大回転 1979　第　4　回　　大回転
組別 氏名 所属 組別 氏名 所属

小4～6 田端　夏葉 扇山小 小4～6 池永　志野 東川小
中1 米坂　聖子 藻岩中 中1 佐藤　幸恵 ⾧橋中
中2 花田　睦美 留萌中 中2 玉村　千尋 神居中
中3 小谷　真須美 富良野西中 中3 上田　靖恵 向陵中
小4 秋庭　将之 盤渓小 小4 柴　雄太 旭川ジュニアアルペン
小5 伊藤　敦 かもい岳レーシング 小5 押切　敬司 双葉小
小6 谷川　和久 小樽緑小 小6 横尾　志 最上小
中1 中島　賢晶 滝の上中 中1 五藤　伯文 かもい岳レーシング
中2 伊藤　昭彦 倶知安中 中2 樋坂　隆幸 かもい岳レーシング
中3 谷川　幸久 松ケ枝中 中3 中田　嘉範 北星中

1980　第　5　回　　大回転 1981　第　6　回　　大回転
組別 氏名 所属 組別 氏名 所属

小4～6 神　治美 札幌アルペン少年団 小4～6 伊部　幸子 札幌アルペン少年団
中1 関　治美 旭川ジュニアアルペン 中1 神　治美 札幌アルペン少年団
中2 佐野　美智代 向陵中 中2 関　治美 旭川ジュニアアルペン
中3 玉村　千尋 旭川ジュニアアルペン 中3 佐野　美智代 向陵中
小4 佐藤　友昭 旭川ジュニアアルペン 小4 寺島　裕美 豊滝中
小5 小川　英太 旭川ジュニアアルペン 小5 佐藤　友昭 旭川ジュニアアルペン
小6 後藤　伸昭 旭川ジュニアアルペン 小6 柴　雄太 旭川ジュニアアルペン
中1 横尾　志 小樽松ケ枝中 中1 後藤　伸昭 旭川ジュニアアルペン
中2 堀内　真 歌志内中 中2 小泉　淳一 士別中
中3 伊藤　政照 歌志内中 中3 辻　勇治 北山中

1982　第　7　回　　大回転 1983　第　8　回　　大回転
組別 氏名 所属 組別 氏名 所属

小4～6 川端　絵美 札幌幌西小 小4 木下　ルリ子 富良野小
中1 北嶋　真智恵 留萌中 小5 大沼　美奈子 比布JRレーシング
中2 黒木　智子 赤川中 小6 石黒　真紀 富良野小
中3 山中　歩 神楽中 中1～3 神　治美 札幌アルペン少年団
小4 大槻　克佳 中富良野小 小4 鷹西　章教 和寒小
小5 寺島　裕美 豊滝小 小5 金野　二郎 倶知安小
小6 江刺家　敦 豊滝小 小6 寺島　裕美 豊滝小
中1 小川　英太 旭川ジュニアアルペン 中1 山内　秀樹 富良野西中
中2 藤本　哉 稚内中 中2 金野　一郎 倶知安東陵中
中3 萩原　克人 十勝岳ダウンヒル 中3 木下　秀樹 留萌中

1984　第　9　回　　大回転 1985　第　10　回　　大回転
組別 氏名 所属 組別 氏名 所属

小4 上村　文代 旭川ジュニアアルペン 小4 瀬戸　亜希子 清水小
小5 桑名　いずみ 幌別小 小5 上村　文代 旭川ジュニアアルペン
小6 吉田　悦子 岩見沢南小 小6 佐藤　ひろみ ⾧橋小
中1～3 茂木　寛美 和寒中 中1～3 渕上　純子 神居中
小4 稲船　大介 北光小 小4 川口　城二 旭川ジュニアアルペン
小5 中村　譲 岩見沢美園小 小5 野村　伸幸 余市黒川小
小6 筑紫　孝一 北鎮小 小6 中村　譲 岩見沢美園小
中1 井山　真次 富良野西中 中1 畠中　克則 函館本通中
中2 佐藤　友昭 旭川緑ケ丘中 中2 水嶋　恵嗣 七飯中
中3 佐藤　浩章 富良野東中 中3 浅野　晃弘 神居中

男
子

男
子

男
子

男
子

男
子

女
子

女
子

ＹＡＭＡＨＡ　ＣＵＰ  決勝大会　歴代優勝者

男
子

男
子

女
子

女
子

女
子

男
子

女
子

女
子

女
子



1986　第　11　回　　大回転 1987　第　12　回　　大回転
組別 氏名 所属 組別 氏名 所属

小4 佐藤　有希子 旭川ジュニアアルペン 小4 内田　真希 南幌小
小5 森下　美奈 砂川空知太小 小5 亀倉　千恵子 虻田ＪＲＣ
小6 上村　文代 旭川ジュニアアルペン 小6 森下　美奈 砂川空知太小
中1～3 渕上　純子 神居中 中1～3 渕上　純子 神居中
小4 下村　泰則 旭川ジュニアアルペン 小4 堀田　清治 歌志内小
小5 石破　隆二 量徳小 小5 江花　光春 美瑛西美小
小6 稲船　大介 旭川ジュニアアルペン 小6 川口　城二 旭川ジュニアアルペン
中1 ⾧谷川　裕一 深川中 中1 稲船　大介 旭川ジュニアアルペン
中2 串崎　陽平 富良野西小 中2 渡辺　俊 富良野東中
中3 江花　一 美瑛中 中3 平山　信成 十勝岳ダウンヒル

1988　第　13　回　　大回転 1989　第　14　回　　大回転
組別 氏名 所属 組別 氏名 所属

小4 成田　啓子 小樽幸小 小4 野木　真実 歌志内小
小5 山内　愛 比布レーシング 小5 中西　貴子 扇山小
小6 佐藤　友美 小樽ＪＲ 小6 加藤　みか 函館中島小
中1～3 小谷　希美 富良野東中 中1～3 新岡　幸子 佐久小
小4 堀田　清治 歌志内小 小4 角瀬　真 北手宮小
小5 多留　信明 小樽最上小 小5 堀田　清治 歌志内西小
小6 三浦　義人 中頓別小 小6 船橋　琢磨 桂岡小
中1 佐藤　満久 虻田中 中1 下村　泰則 旭川ジュニアアルペン
中2 岡田　順貴 岩内第二中 中2 佐藤　満久 虻田中
中3 堀田　聡 音威子府中 中3 酒井　拓美 中富良野中

1990　第　15　回　　大回転 1990　第　15　回　　回転
組別 氏名 所属 組別 氏名 所属

小1・2 高橋　典子 北大雪スノーメイト 小5・6 野木　真実 かもい岳レーシング
小3・4 多田　聡美 旭川ジュニアアルペン 小1～3 梶浦　佳織 美瑛中
小5・6 野木　真実 かもい岳レーシング
中1～3 亀倉　千恵子 ＳＪＲ
小1・2 江刺　学 旭川ジュニアアルペン 小5 井山　敬介 富良野ＳＪ
小3・4 太田　英之 旭川ジュニアアルペン 小6 萱原　康弘 旭川ジュニアアルペン
小5 岡田　翼 朝里レーシング 中1 渋谷　智晃 風連ＲＣ
小6 萱原　康弘 旭川ジュニアアルペン 中2・3 江花　光春 旭川ジュニアアルペン
中1 島田　雅和 和寒ＳＳ
中2・3 江花　光春 旭川ジュニアアルペン

1991　第　16　回　　大回転 1991　第　16　回　　回転
組別 氏名 所属 組別 氏名 所属

小1・2 伊藤　祐吏子 玉越Ｒ 小5・6 村山　裕美 枝幸ＳＳ少年団
小3・4 五東　志保子 ＳＳプロダクツスキー 小1～3 国府　志濃 名寄ＡＳＳ
小5・6 野木　真実 かもい岳レーシング
中1～3 対馬　志佳 附属中
小1・2 江刺　学 旭川ジュニアアルペン 小5 玉川　謙介 朝里レーシング
小3・4 太田　英之 旭川ジュニアアルペン 小6 角瀬　真 朝里レーシング
小5 松本　大誠 枝幸ＳＳ少年団 中1 久保田　淳 厚沢部中
小6 井山　敬介 富良野ＳＪ 中2・3 安藤　和紀 士別中
中1 里　京司 富良野東中
中2・3 安藤　和紀 士別中
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1992　第　17　回　　大回転 1993　第　18　回　　大回転
組別 氏名 所属 組別 氏名 所属

小1・2 中嶋　史佳 留辺蘂少年団 小1～3 三浦　美里 小樽パルダスＲＣ
小3・4 高橋　典子 北大雪スノーメイト 小4 佐藤　未奈 札幌アルペン少年団
小5・6 鈴木　綾乃 かもい岳レーシング 小5 滝下　樹理 小平ＳＲＴ
中1～3 石塚　直美 岩内エキップＪＲ 小6 内海　宏美 旭川ジュニアアルペン
小1・2 下出　幸之介 真駒内Ｒ 中1～3 有末　智美 京極ＪＡＳＳ少年団
小3・4 江刺　学 旭川ジュニアアルペン 小1～3 武田　竜 小樽天狗山レーシング
小5・6 吉岡　大輔 ニセコモイワＪＲ 小4 櫛野　剛一 小樽天狗山レーシング
中1～3 佐藤　照之 稚内アルペン 小5 佐々木　明 仁山レーシング

小6 滝下　俊之 小平ＳＲＴ
中1 佐藤　学 稚内西中
中2 印鑰　淳 北見市立北中
中3 上野　英孝 京極ＪＡＳＳ少年団

1994　第　19　回　　大回転 1995　第　20　回　　大回転
組別 氏名 所属 組別 氏名 所属

小1～3 ⾧谷川　麻由 小樽天狗山レーシング 小1～3 吉村　和紗 エランＲＣ
小4 木村　奈月 増毛暑寒レーシング 小4 ⾧谷川　麻由 小樽エマーズＲＣ
小5 沖　聖子 朝里レーシング 小5 木村　奈月 増毛暑寒レーシング
小6 滝下　樹理 朝里レーシング 小6 岡島　さなえ 遠軽レーシング
中1～3 荒木　祐希子 仁山レーシング 中1～3 三浦　奈々 岩内ＪＲレーシング
小1～3 武田　竜 小樽天狗山レーシング 小1～3 関　昇太 旭川ジュニアアルペン
小4 塩田　光 喜茂別ＪＲ少年団 小4 武田　竜 小樽天狗山レーシング
小5 島野　祐一 小樽天狗山レーシング 小5 ⿁原　慎一 深川ジュニアアルペン
小6 青山　勇介 富良野ＳＪ 小6 田中　琢磨 赤平レーシングチーム
中1 太田　英之 旭川ジュニアアルペン 中1 竹内　達哉 八雲ジュニアレーシング
中2 佐藤　学 稚内南中 中2 今井　宏隆 音威子府ＳＳ
中3 伊藤　輝樹 喜茂別ＪＲ 中3 斉藤　賢志 喜茂別ＪＲアルペン

1996　第　21　回　　大回転 1997　第　22　回　　大回転
組別 氏名 所属 組別 氏名 所属

小1～3 寺田　雪華 ニセコ花園ＳＲＴ 小1～3 高岸　明日未 ニセコ花園ＳＲＴ
小4 今沢　久美 札幌アルペン少年団 小4 武田　薫 富良野ジュニア
小5 ⾧谷川　麻由 小樽エマーズレーシング 小5 本間　茜 遠軽レーシング
小6 服部　七穂 小樽天狗山レーシング 小6 塩田　沙織 ニセコ花園ＳＲＴ
中1～3 太田　久美子 旭川ジュニアアルペン 中1～3 太田　久美子 旭川ジュニアアルペン
小1～3 笹木　千載 旭川ジュニアアルペン 小1～3 佐々木　健太 留萌ＪｒＳ少年団
小4 内海　淳司 ノトロレーシング 小4 滝口　翔平 倶知安小
小5 武田　竜 小樽天狗山レーシング 小5 小林　和広 南ふらのＳＪＳ
小6 湯浅　直樹 ＳＳプロダクツスキー 小6 塚谷　亮介 留辺蘂ＳＳ少年団
中1 江刺　学 旭川ジュニアアルペン 中1 松井　康晴 赤平レーシング
中2 須河　岐文 訓子府ＪＡＳＳ 中2 石田　優 旭川ジュニアアルペン
中3 今井　宏隆 音威子府ＳＳ 中3 安倍　茂仁 喜茂別ＪＲアルペン

1998　第　23　回　　大回転 1999　第　24　回　　大回転
組別 氏名 所属 組別 氏名 所属

小1～3 嘉島　理奈 三笠レーシング 小1～3 小柴　早紀 南富良野ＳＪＳ
小4 石黒　亜実 三笠レーシング 小4 森岡　志織 美深レーシング
小5 高沢　優 滝川レーシング 小5 渡辺　智美 北見ＪＡＲ
小6 渡辺　千晶 旭川ジュニアアルペン 小6 高沢　優 滝川レーシング
中1～3 仲谷　紀美 札幌あいの里東中 中1～3 秋山　理奈 遠軽中学校
小1～3 村山　聖 旭川ジュニアアルペン 小1～3 小林　大都 玉越ストリームＲ
小4 佐々木　健太 留萌Ｊｒスキー少年団 小4 中村　大樹 虻田ＪＲＣ
小5 稲田　拓哉 かもい岳レーシング 小5 大井　岳 ニセコモイワＪＳＣ
小6 遠藤　昴 ＳＳプロダクツ 小6 花田　将司 留萌ジュニアスキー少年団
中1 高沢　靖志 比布レーシング 中1 小野寺　漸 ⾧沼マオイレーシング
中2 白田　謙一 豊富ＪＳＴ 中2 高橋　洋之 虻田ＪＲＣ
中3 栗城　政貴 豊富ＪＳＴ 中3 堀　祐司 稚内アルペン

男
子

男
子

女
子

女
子

男
子

男
子

女
子

女
子

男
子

男
子

女
子

女
子

スポーツハウスＣＵＰ  決勝大会　歴代優勝者

ＹＡＭＡＨＡ　ＣＵＰ  決勝大会　歴代優勝者

女
子

男
子

女
子

男
子



2000　第　25　回　　大回転 2001　第　26　回　　大回転
組別 氏名 所属 組別 氏名 所属

小1～3 千葉　あおい 芦別カナディアンＲ 小1～2 燕　なな子 玉越ストリームＲ
小4 武田　里江 富良野アルペンＪｒ 小3 井出　菜月 朝日ＡＳＳ
小5 西森　美帆 小樽天狗山スキーＲ 小4 千葉　あおい 芦別カナディアンＲ
小6 木田　江里乃 小樽稲穂小 小5 武田　里江 富良野ジュニア
中1～3 吉村　和紗 エランＲＣ 小6 嘉島　理奈 三笠レーシング
小1～3 塩見　昌大 名寄アルペン少年団 中1～3 小林　美香 エランＲＣ
小4 増井　勇也 玉越ストリームＲ 小1～2 宮本　慎矢 チームピヤシリＪｒ
小5 瀬尾　太樹 旭川ジュニアアルペン 小3 円山　一希 稚内アルペン少年団
小6 佐々木　健太 留萌Ｊｒスキー少年団 小4 安藤　啓佑 札幌アルペン少年団
中1 秋川　元良 豊富ＪＳＴ 小5 増井　勇也 玉越ストリームＲ
中2 寺島　滋準 虻田ジュニアＲ 小6 小鷹　正信 真駒内ＳＫＳジュニア
中3 中田　恭輔 登別ジュニアＲ 中1～3 池戸　達矢 網走第2中学校

2002　第　27　回　　大回転 2003　第　28　回　　大回転
組別 氏名 所属 組別 氏名 所属

小1～2 石塚　也未 芦別吉川スポーツレーシング 小1～2 石塚　也未 あしべつカナディアンレーシング
小3 燕　なな子 玉越ストリームＲ 小3 吉原　眞子 チームピヤシリＪｒ
小4 坂本　成美 ツィールスキークラブ 小4 寺井　えりか 紋別スキー少年団
小5 千葉　あおい あしべつカナディアンレーシング 小5 坂本　成美 ツィールスキークラブ
小6 武田　里江 富良野ジュニア 小6 千葉　あおい 芦別カナディアンレーシング
中1～3 小林　美香 エランＲＣ 中1～3 小林　美香 エランＲＣ
小1～2 新　賢範 虻田ジュニア 小1～2 伊与田　豪 芽室ＳＳ
小3 宮本　慎矢 チームピヤシリＪｒ 小3 氏家　将秀 芽室スキー少年団
小4 円山　一希 稚内アルペン少年団 小4 宮部　柊平 留辺蘂スキースポーツ少年団
小5 武田　昂幸 留萌Ｊｒスキー少年団 小5 坪川　侃 虻田ジュニア
小6 石井　智也 かもい岳レーシング 小6 星川　卓也 玉越ストリームＲ
中1～3 石谷　将士 名寄アルペンスキー少年団 中1～3 福原　勇司 蘭越ＳＲＣ

2004　第　29　回　　大回転 2005　第　30　回　　大回転
組別 氏名 所属 組別 氏名 所属

小1～2 安藤　麻 旭川ジュニアアルペン 小1～2 安藤　麻 旭川ジュニアアルペン
小3 向　美乃里 ティンカーベルレーシング 小3 小川　彩也香 留萌ジュニアスキー少年団
小4 藤田　奈巳 芽室ＳＳ 小4 山口　夏未 ＳＳプロダクツ
小5 須郷　紀乃 玉越ストリームＲ 小5 太田　好美 網走スキー少年団
小6 坂本　成美 朝里レーシング 小6 燕　なな子 玉越ストリームＲ
中1～3 田ケ谷　美奈 日高町アルペンスキー少年団 中1～3 関谷　沙也夏 オーンズジュニア
小1～2 伊与田　豪 芽室ＳＳ 小1～2 吉田　圭汰 遠軽ジュニアアルペン
小3 佐藤　優 富良野ジュニア 小3 進藤　秀亮 北見ＪＲＡ
小4 氏家　将秀 芽室スキー少年団 小4 山下　毅 玉越ストリームレーシングチーム
小5 斉藤　稜馬 ⾧沼マオイレーシング 小5 氏家　将秀 弟子屈スキー少年団
小6 山下　航平 士別南小学校 小6 宮本　慎矢 チームピヤシリジュニア
中1～3 中谷　友則 今金ＪＲＣ 中1～3 佐藤　成浩 風連中学校

2006　第　31　回　　大回転 2007　第　32　回　　大回転
組別 氏名 所属 組別 氏名 所属

小1～2 鴇田　真寿美 岩見沢レーシング 小1～2 木村　百華 留萌ジュニアスキー少年団
小3 安藤　麻 旭川ジュニアアルペン 小3 山北　鮎夏 エランＲＣ
小4 小川　彩也香 留萌ジュニアスキー少年団 小4 安藤　麻 旭川ジュニアアルペン
小5 押味　輝 Ｆｕ ｓアルペンチーム 小5 小川　彩也香 留萌ジュニアスキー少年団
小6 石栗　優 朝里レーシング 小6 向　美乃里 ニセコティンカーベル
中1～3 高羽　沙也乃 旭川ジュニアアルペン 中1～3 山北　優希 エランＲＣ
小1～2 酒本　永遠 ニセコティンカーベル 小1～2 小野寺　友 栗山ジュニアレーシング
小3 蔦　有輝 朝里レーシング 小3 廣瀬　大河 芽室ＳＳ
小4 伊与田　豪 芽室ＳＳ 小4 菅原　康守隆 Fu'sアルペンジャステムＲ
小5 羽田　聡志 玉越ストリームレーシング 小5 工藤　督宗 Ｋ２アスカレーシング
小6 宮本　慎矢 弟子屈スキー少年団 小6 佐藤　優 ふらのジュニア
中1～3 須藤　健 函館市立戸倉中学校 中1～3 山内　翔斗 京極アルペンスキー少年団
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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 2015　第　40　回　　大回転
組別 氏名 所属 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1～2 前田　英恋 名寄レーシング
小3 野口　実央梨 旭川ジュニアアルペン 小3 関口　愛摘実 札幌アルペンスキー少年団
小4 豊川　野乃花 ジャステムレーシング 小4 野口　実央梨 旭川ジュニアアルペン
小5 村田　ひかり ふらのアルペンジュニア 小5 布目　朱里 朝日ＡＳＳ
小6 小野崎　澪 伊の沢レーシング 小6 前田　理利 名寄レーシング
中1～3 稲本　葉月 ⾧沼マオイレーシング 中1～3 中山　理央 おおのＪｒレーシング
小1～2 桑江　常旗 旭川ジュニアアルペン 小1～2 土田　大地 オーンズレーシング
小3 内藤　裕平 旭川ジュニアアルペン 小3 桑江　常旗 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4 幸田　康義 オーンズレーシング
小5 三森　修自 札幌アルペン少年団 小5 遠藤　三四郎 ニセコジュニアスキー
小6 市橋　星弥 朝日ＡＳＳ 小6 三森　修自 札幌アルペンスキー少年団
中1～3 石倉　瑶太 伊の沢レーシング 中1～3 吉原　俊介 岩見沢レーシング
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2016　第　41　回　　大回転 2017　第　42　回　　大回転
組別 氏名 所属 組別 氏名 所属

小1～2 田野　双葉 滝川レーシング 小1～2 谷　柚子菜 旭川ジュニアアルペン
小3 竹内　りか 日高アルペンスキー少年団 小3 前田　英恋 名寄アルペンスキー少年団
小4 増田　さくら 旭川ジュニアアルペン 小4 加藤　もも子 忠類SS
小5 岡田　花梨 オーンズレーシング           小5 増田　さくら 旭川ジュニアアルペンチーム
小6 今村　心桜 芽室SS        小6 野口　実央梨 旭川ジュニアアルペン
中1～3 横山　明加 端野アルペンスキースポーツ少年団 中1～3 横山　明加 端野アルペンスキースポーツ少年団
小1～2 友兼　大騎 美深レーシング 小1～2 梅澤　月 滝川レーシング
小3 太田　岳 オーンズレーシング 小3 草野　隆之介 夕張TSOレーシング
小4 野澤　雪丸 ナヨロ藤ジュニアアルペン 小4 小山　大喜 玉越ストリームレーシング
小5 幸田　康義 オーンズレーシングチーム 小5 友兼　涼輔 名寄ピヤシリアルペンスキー少年団・美深レーシング
小6 小林　賢司 MSレーシング 小6 服部　誠也 紋別スキー少年団
中1～3 湯地　涼太 八雲ジュニアレーシング 中1～3 森江　幹太 玉越ストリームレーシング

2018　第　43　回　　大回転 2019　第　44　回　　大回転
組別 氏名 所属 組別 氏名 所属

小1～2 石水　ほたる 札幌アルペンスポーツ少年団 小1～2 島崎　叶望 旭川ジュニアアルペン
小3 谷　柚子菜 旭川ジュニアアルペンチーム 小3 吉澤　桃華 フェニックスメムロレーシング
小4 佐藤　杏那 紋別スキー少年団 小4 熊崎　莉子 占冠SJS
小5 加藤　もも子 忠類SS 小5 佐藤　杏那 紋別スキー少年団
小6 上利　美晴 栗山ジュニアレーシング 小6 加藤　もも子 忠類SS
中1～3 横畠　望香 岩見沢レーシング 中1～3 大西　藍生 札幌アルペンスキースポーツ少年団
小1～2 川久保　皇佑 札幌アルペンSS少年団 小1～2 金沢　拓 玉越ストリームレーシング
小3 関本　航大 日高アルペンスキー少年団 小3 内藤　駿太 旭川ジュニアアルペン
小4 横澤　宙 札幌アルペンスキースポーツ少年団 小4 伯谷　悠樹 北広島JAS
小5 太田　岳 ライジングアルペンスキーチーム 小5 草野　隆之介 夕張TSOレーシング
小6 佐藤　レオン 札幌SSプロダクツ 小6 森田　泰輔 上湧別スキー少年団競技部
中1～3 佐藤　奨悟 知内スキー少年団 中1～3 堀井　康矢 登別中学校

2020　第　45　回　　大回転
組別 氏名 所属

小1～2
小3
小4
小5
小6
中1～3
小1～2
小3
小4
小5
小6
中1～3
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子
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女
子

女
子

女
子

男
子

スポーツハウスＣＵＰ  決勝大会　歴代優勝者
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子
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子
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子

男
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順位 Bib 氏  名 所   属 所要タイム
1 大黒 眞優 札幌SSプロダクツ  秒
2 福士 縁 日高アルペンスキー少年団  秒
3 澤田 采諧 札幌SSプロダクツ  秒
4 佐々木 志穂子 ニセコJrスキーチーム  秒
5 玉川 こはる ライジング・アルペンスキーチーム  秒
6 小林 朝陽 玉越ストリームレーシング  秒
7 眞壁 渚 留辺蘂スキースポーツ少年団  秒
8 根木 絢愛 EMSCレーシング  秒
9 山口 りん 留萌ジュニアしじみＲＣ  秒
10 黒田 光咲 ⾧沼マオイレーシング  秒
11 山田 果瑛 由仁連盟競技部  秒
12 間所 笑理 ⾧沼マオイレーシング  秒

順位 Bib 氏  名 所   属 所要タイム
21 久保 創士郎 稚内アルペンスキー少年団  秒
22 林 結仁 北広島JAS  秒
23 井島 圭斗 札幌SSプロダクツ  秒
24 佐竹 昊正 札幌アルペンスキースポーツ少年団  秒
25 小林 慶大 南富良野SJS  秒
26 ⾧谷川 蓮 旭川ジュニアアルペンチーム  秒
27 森田 毅任 玉越ストリーム  秒
28 北山 裕樹 岩見沢レーシング  秒
29 南 弦之介 日高アルペンスキー少年団  秒
30 高梨 真有 玉越ストリームレーシング  秒
31 宮田 桜晴 洞爺湖ジュニア  秒
32 森田 櫻亮 上湧別スキー少年団競技部  秒
33 田村 翼 ＥＭＳＣレーシング  秒
34 戸田 健登 美幌Jrアルペンスキー少年団  秒
35 奥山 悠悟 フェニックスメムロレーシング  秒
36 竹田 結翔 ライジング・アルペンスキーチーム  秒
37 鈴木 瀬 ニセコジュニア  秒
38 北原 裕也 北見JAR  秒
39 江本 喜一 札幌アルペンスキースポーツ少年団  秒
40 石井 壮琉 岩見沢レーシング  秒
41 青山 桃李 紋別スキー少年団  秒
42 鶴見 瑠真 紋別スキー少年団  秒
43 甚伊 光彩 留萌ジュニアしじみＲＣ  秒
44 甚伊 宥李 留萌ジュニアしじみＲＣ  秒
45 宮本 俊洋 増毛暑寒しじみＲＣ  秒
46 阿部 勇斗 ライジングアルペンスキーチーム  秒
47 林崎 湊太 洞爺湖ジュニア  秒
48 夏井坂 樹 札幌SSプロダクツ  秒
49 羽石 晴空 斜里レーシング  秒

☆小学1年～2年女子☆　Aコース　赤ナンバー

☆小学1年～2年男子☆　Aコース　赤ナンバー



順位 Bib 氏  名 所   属 所要タイム
51 堤 柚葵 三笠レーシングチーム  秒
52 千葉 綾乃 日高アルペンスキー少年団  秒
53 ⾧谷川 凛 旭川ジュニアアルペンチーム  秒
54 岡室 結布 ニセコジュニアスキーチーム  秒
55 福本 寧々 日高アルペンスキー少年団  秒
56 押切 七瀬 ライジングアルペンスキーチーム  秒
57 勝見 友音 比布レーシングスキークラブ  秒
58 五十嵐 陽和 滝川レーシング  秒
59 ミークル シェルビー ニセコ花園スキーレーシングチーム  秒
60 忠永 帆加 ニセコジュニアスキーチーム  秒
61 小林 亜里沙 比布レーシングスキークラブ  秒
62 石川 蒼 南富良野SJS  秒
63 藤島 蓮菜 旭川ジュニアアルペンチーム  秒
64 三浦 菜央 北広島JAS  秒
65 浦山 直 登別ジュニアスキーチーム  秒
66 互 奏 ニセコジュニアスキーチーム  秒
67 土屋 祥愛 ⾧沼マオイレーシング  秒
68 角谷 柊采 留萌ジュニアしじみＲＣ  秒
69 八木橋 乙葉 Raumu.SC  秒
70 片倉 陽菜 八雲ジュニアレーシング  秒
71 土開 風音 倶知安アルペンスキー少年団  秒
72 川田 真凛 札幌アルペンスキースポーツ少年団  秒
73 川崎 希乃歌 増毛暑寒しじみＲＣ  秒

☆小学３年女子☆　Aコース　赤ナンバー



順位 Bib 氏  名 所   属 所要タイム
81 成田 悠隼 玉越ストリームレーシング  秒
82 佐藤 奨真 札幌アルペンスキースポーツ少年団  秒
83 太田 貢毅 フェニックスメムロレーシング  秒
84 伯谷 慶太 ライジング・アルペンスキーチーム  秒
85 木村 晟唯 上湧別スキー少年団競技部  秒
86 夏井坂 陽基 札幌SSプロダクツ  秒
87 畠山 悠 旭川ジュニアアルペンチーム  秒
88 下 尚希 ライジング・アルペンスキーチーム  秒
89 味戸 陽汰 遠軽Jrアルペン  秒
90 土田 千博 玉越ストリームレーシング  秒
91 小林 龍卯 玉越ストリームレーシング  秒
92 梅沢 泰楽 ニセコjr  秒
93 近藤 駈 ライジングアルペンスキーチーム  秒
94 釜井 嶺 ライジングアルペンスキーチーム  秒
95 倉本 隆之介 ライジングアルペンスキーチーム  秒
96 坂本 孝太 北広島JAS  秒
97 森田 匡 玉越ストリーム  秒
98 住吉 逞 留萌ジュニアしじみＲＣ  秒
99 久留宮 蓮 留萌ジュニアしじみＲＣ  秒
100 福井 颯斗 玉越ストリームレーシング  秒
101 清水目 陽翔 玉越ストリームレーシング  秒
102 鈴木 雄太 紋別スキー少年団  秒
103 夏目 宗和 札幌アルペンスキースポーツ少年団  秒
104 漆原 誉 フッツアルペン  秒

☆小学３年男子☆　Aコース　赤ナンバー



順位 Bib 氏  名 所   属 所要タイム
111 広田 紗良 朝日ＡＳＳ  秒
112 島崎 叶望 旭川ジュニアアルペンチーム  秒
113 尾崎 カンナ 留辺蘂スキースポーツ少年団  秒
114 田中 琉莉 三笠レーシングチーム  秒
115 澤野 粋 夕張TSOレーシング  秒
116 河崎 奈緒美 滝川レーシング  秒
117 石水 雫 札幌アルペンスキースポーツ少年団  秒
118 吉岡 ゆめ 滝川レーシング  秒
119 吉本 羽愛 ⾧沼マオイレーシング  秒
120 高垣 心 三笠レーシングチーム  秒
121 佐々木 里和子 ニセコJrスキーチーム  秒
122 坂上 実乃俐 今金ＪＲＣ  秒
123 田澤 李悦 夕張TSOレーシング  秒
124 宮本 結萌 栗山ジュニアレーシング  秒

順位 Bib 氏  名 所   属 所要タイム
131 金沢 拓 玉越ストリームレーシング  秒
132 川田 陸人 滝川レーシング  秒
133 佐藤 壱樹 上湧別スキー少年団競技部  秒
134 中西 希綱 ライジング・アルペンスキーチーム  秒
135 上松 拓実 遠軽ジュニアアルペン  秒
136 三浦 快斗 稚内アルペン ＳＳ  秒
137 工藤 啓太 上湧別スキー少年団競技部  秒
138 川住 駿介 札幌アルペンスキースポーツ少年団  秒
139 大黒 翔眞 札幌SSプロダクツ  秒
140 佐藤 太陽 上湧別スキー少年団競技部  秒
141 下川 碧大 滝川レーシング  秒
142 久松 駿斗 札幌アルペンスキースポーツ少年団  秒
143 佐々木 博基 玉越ストリームレーシング  秒
144 山口 響稀 遠軽Jrアルペン  秒
145 戸田 優虎 美幌Jrアルペンスキー少年団  秒
146 安孫子 晴真 ライジング・アルペンスキーチーム  秒
147 青山 獅音 紋別スキー少年団  秒
148 五十嵐 琥珀 札幌SSプロダクツ  秒
149 高田 凌輔 札幌SS プロダクツ  秒
150 鈴木 瑛太 Raumu.SRT  秒
151 南田 皇 サッポロモイワJSC  秒
152 佐藤 勝乃心 ライジング・アルペンスキーチーム  秒
153 池中 一徳 札幌アルペンスキースポーツ少年団  秒
154 黒田 一咲 ⾧沼マオイレーシング  秒
155 羽石 天馬 斜里レーシング  秒
156 神戸 勝翔 八雲ジュニアレーシング  秒
157 ﾋﾟｯｶﾘﾝｸﾞ 望有 Fu’s  秒

☆小学４年女子☆　Aコース　赤ナンバー

☆小学４年男子☆　Aコース　赤ナンバー



順位 Bib 氏  名 所   属 所要タイム
1 吉澤 桃華 フェニックスメムロレーシング  秒
2 高瀬 アリス 札幌アルペンスキースポーツ少年団  秒
3 竹内 悠夏 日高アルペンスキー少年団  秒
4 西山 愛倖 ライジングアルペンスキーチーム  秒
5 石川 楓 南富良野SJS  秒
6 福本 奈々 日高アルペンスキー少年団  秒
7 石岡 芽吹 登別ジュニアスキーチーム  秒
8 井島 柚希 札幌SSプロダクツ  秒
9 中本 帆香 占冠ＳＪＳ  秒
10 中鉢 望杏 遠軽Jｒアルペン  秒
11 浦山 夏帆 登別ジュニアスキーチーム  秒
12 倉本 風音 ライジングアルペンスキーチーム  秒
13 釜井 美和 ライジングアルペンスキーチーム  秒
14 黒田 陽咲 ⾧沼マオイレーシング  秒
15 富岡 万結 登別ジュニアスキーチーム  秒
16 土開 舞雪 倶知安アルペンスキー少年団  秒
17 赤松 花音 ニセコJST  秒
18 住吉 愛莉 留萌ジュニアしじみＲＣ  秒
19 信免 穂香 倶知安アルペンスキー少年団  秒

順位 Bib 氏  名 所   属 所要タイム
21 井上 創太 Raumu.SRT  秒
22 山田 悠貴 Raumu.SRT  秒
23 勝見 洸太 比布レーシングスキークラブ  秒
24 味戸 瑞稀 遠軽Jrアルペン  秒
25 山崎 絢 北見JAR  秒
26 今井 光晴 オーンズレーシングチーム  秒
27 松本 奏真 ふらのアルペンジュニアスキーチーム  秒
28 浜松 稜真 北広島ＪＡＳ  秒
29 新川 蒼一郎 倶知安アルペンスキー少年団  秒
30 林 遼仁 北広島JAS  秒
31 久保 煌士郎 稚内アルペンスキー少年団  秒
32 森田 毅 玉越ストリーム  秒
33 金子 泰輔 今金JRC  秒
34 荒木 颯介 札幌SSプロダクツ  秒
35 道添 恵太朗 増毛暑寒しじみＲＣ  秒
36 間所 大智 ⾧沼マオイレーシング  秒

☆小学５年女子☆　Bコース　黒ナンバー

☆小学５年男子☆　Bコース　黒ナンバー



順位 Bib 氏  名 所   属 所要タイム
41 坂本 寛奈 美幌ジュニアアルペンスキー少年団  秒
42 鈴木 真央 紋別スキー少年団  秒
43 三浦  輝 ⾧沼マオイレーシング  秒
44 杉本 くるみ SSプロダクツ  秒

順位 Bib 氏  名 所   属 所要タイム
51 大東 啓 北見ＪＡＲ  秒
52 原田 爽楽 遠軽ジュニアアルペン  秒
53 田中 理人 旭川ジュニアアルペンチーム  秒
54 村田 拓翔 MSレーシング  秒
55 森田 脩介 上湧別スキー少年団競技部  秒
56 山口 蔵壘 遠軽Jrアルペン  秒
57 佐竹 隼正 札幌アルペンスキースポーツ少年団  秒
58 岡村 岳流 遠軽ジュニアアルペンレーシング  秒
59 佐々木 十太 サッポロモイワJSC  秒
60 太田 渓 ライジング・アルペンスキーチーム  秒
61 坂本 隼祐 八雲ジュニアレーシング  秒
62 小林 真尋 夕張TSOレーシング  秒

順位 Bib 氏  名 所   属 所要タイム
71 上松 咲穂奈 遠軽ジュニアアルペン  秒
72 初瀬川 明璃 登別ジュニアレーシング  秒
73 大西 藍生 札幌アルペンスキースポーツ少年団  秒
74 杉森 愛弥 八雲ジュニアレーシング  秒

順位 Bib 氏  名 所   属 所要タイム
81 工藤 悠太 上湧別スキー少年団競技部  秒
82 勝見 颯斗 比布レーシングスキークラブ  秒
83 森田 泰輔 上湧別スキー少年団競技部  秒
84 ⾧屋 壮 恵庭市立恵明中学校  秒
85 福本 健太 日高アルペンスキー少年団  秒
86 大江 隼人 登別ジュニアスキーチーム  秒
87 谷 天晴 八雲ジュニアレーシング  秒
88 佐藤 耕平 八雲ジュニアレーシング  秒
89 佐藤 颯祐 上湧別スキー少年団競技部  秒
90 ⾧南 理大 札幌八条中学校  秒
91 松本 侑真 留萌ジュニアしじみＲＣ  秒

☆中学女子☆　Bコース　黒ナンバー

☆中学男子☆　Bコース　黒ナンバー

☆小学６年男子☆　Bコース　黒ナンバー

☆小学６年女子☆　Bコース　黒ナンバー
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