
スタート順 bib 参加人員 スタート地点

1 1～12 12

2 21～30 10

3 31～39 9

4 41～48 8

5 51～62 12

6 71～75 5

7 81～89 9

8 91～93 3

9 101～105 5

10 111～123 13

11 131～133 3

89

優勝者氏名

菅　原　清十郎

青　野　里々愛

駒　津　太　珂

工　藤　夏　未

森　　　一　樹

岩　本　苑　子

玉　置　友　也

藤　田　真　子

片　山　龍　馬

古　木　哲　雄

中　岡　健　一

※本日の結果についてはホームページでご覧下さい。

http://asahiski.ec-net.jp

組　　　　別

幼児の部（男女混合）

リフト降場

小学生女子１・２年

小学生男子１・２年

小学生女子３・４年

小学生男子３・４年

スタート順及び参加人員一覧

前年度の優勝者

小学生女子５・６年

小学生男子５・６年

中学生男子

合　　　　　　計

一般男子Ｃ（６０歳以上）

一般男子A（４０歳未満）

頂　上

一般男子Ｂ（４０歳以上６０歳未満）

２０１８．２．４(sun) 　士別市あさひスキー場

小学生男子１～２年 チームピヤシリジュニア

組　　　　別 所　属

小学生女子１～２年 稚内アルペンスキー少年団

幼児の部 あさひ保育園

中学生男子 旭川ジュニアアルペン

小学生女子３～４年 朝日ＡＳＳ

小学生男子３～４年 稚内アルペンスキー少年団

小学生女子５～６年 稚内アルペン

小学生男子５～６年 朝日ＡＳＳ

中学生女子 朝日ＡＳＳ

一般男子Ｂ 下川AS

一般男子Ｃ 名寄レーシング

                トップアスリートと共に戦うジャパーナブランド

主催　朝日スキー連盟



☆小学生女子３．４年生の部
bib name team bib name team time bib name team time

1 畠　山　　　悠 深川幼稚園SC 41 上　松　咲穂奈 上湧別スキー少年団競技部 91 玉　置　友　也 朝日ＡＳＳ

2 駒　津　力　柊 チームピヤシリ 42 本　間　稀　衣 朝日ＡＳＳ 92 田　村　颯　彪 朝日ＡＳＳ

3 下　　　尚　希 留萌ジュニアしじみレーシング 43 新　井　　　侑 士別Ｊｒレーシング 93 小山内　海　人 滝上スキースポーツ少年団

4 森　岡　来衣夢 美深レーシング 44 田　村　実　夢 朝日ＡＳＳ

5 住　吉　　　逞 留萌ジュニアしじみレーシング 45 佐　藤　杏　那 紋別スキー少年団 ☆一般男子Ｃの部
6 角　谷　柊　采 留萌ジュニアしじみレーシング 46 下　　　沙　希 留萌ジュニアしじみレーシング bib name team

7 勝　見　友　音 比布レーシング 47 工　藤　心　結 稚内アルペンスポーツ少年団 101 二ノ宮　勝　行 北浪漫好キー士別

8 川　本　晃　輔 Team.K 48 塚　崎　陽　菜 和寒東山レーシング 102 古　木　哲　雄 名寄レーシング

9 植　松　歳　仁 あさひ保育園 103 川　口　修　示 ボンバレーシングチーム

10 藤　田　健　介 朝日ＡＳＳ ☆小学生男子３．４年生の部 104 菅　原　明　博 リハスタジオNEXT東光

11 松　本　一　太 あさひ保育園 bib name team time 105 高　倉　直　史 リハスタジオNEXT東光

12 加　藤　円　和 下川町幼児センター 51 山　﨑　涼太郎 滝上スキースポーツ少年団

52 池　田　　　凌 士別Ｊｒレーシング ☆一般男子Bの部
53 髙　嶋　星　吾 士別Ｊｒレーシング bib name team

bib name team 54 宮　田　惺　匠 士別Ｊｒレーシング 111 畠　山　尚　之 深川市スキーパトロール

21 住　吉　愛　莉 留萌ジュニアしじみレーシング 55 山　本　周　平 士別Ｊｒレーシング 112 水　野　英　樹 比布レーシング

22 野　澤　春　夏 ナヨロ藤Ｊｒアルペン 56 駒　津　太　珂 チームピヤシリ 113 中　岡　健　一 下川ＡＳ

23 青　野　里々愛 稚内アルペンスポーツ少年団 57 田　中　理　人 東川大雪スキー少年団 114 宮　田　　　悟 士別Ｊｒレーシング

24 植　松　花　伽 朝日ＡＳＳ 58 髙　本　健　司 朝日ASS 115 藤　原　正　浩 滝上スキースポーツ少年団

25 山　田　星　空 朝日ASS 59 山　賀　雄一朗 士別Ｊｒレーシング 116 森　谷　　　茂 旭川レーシング

26 塚　崎　彩　椰 和寒東山レーシング 60 斉　藤　　　旬 和寒東山レーシング 117 荻　野　大　助 NCU

27 広　田　紗　良 朝日ASS 61 佐和田　映　人 朝日ＡＳＳ 118 中　坪　政　則 旭川レーシング

28 島　崎　叶　望 滝上ＳＳ 62 奥　原　結　太 東川大雪スキー少年団 119 田　中　信　也 東川大雪スキー少年団

29 田　中　琉　莉 稚内アルペンスポーツ少年団 120 塚　崎　知　史 和寒東山レーシング

30 早　坂　愛　音 EMSCレーシング ☆小学生女子５．６年生の部 121 上　松　和　美 上湧別スキー少年団競技部

bib name team time 122 長谷川　寛　保 ボンバレーシングチーム

☆小学生男子１．２年生の部 71 森　田　陽　菜 朝日ＡＳＳ 123 坂　上　昭　彦 DDS

bib name team 72 青　野　珠里愛 稚内アルペンスポーツ少年団

31 川　本　大　翔 朝日ASS 73 今　泉　瑠　依 美深、名寄ピヤシリアルペン少年団 ☆一般男子Aの部
32 上　松　拓　実 上湧別スキー少年団競技部 74 工　藤　夏　未 朝日ＡＳＳ bib name team

33 木　村　伊　吹 朝日ＡＳＳ 75 奥　原　小　春 東川大雪スキー少年団 131 川　本　英　司 Team.K

34 菅　原　清十郎 朝日ＡＳＳ 132 佐　藤　　　優 アシストプランスキー部

35 山　本　佑　月 士別Ｊｒレーシング ☆小学生男子５．６年生の部 133 櫻　井　　　高 アシストプランスキー部

36 髙　嶋　悠　吾 士別Ｊｒレーシング bib name team

37 髙　本　雅　也 朝日ASS 81 上　松　聖　弥 上湧別スキー少年団競技部

38 勝　見　洸　太 比布レーシング 82 本　間　春　稀 朝日ＡＳＳ

39 梶　田　涼　介 士別Ｊｒレーシング 83 田　中　琉　翔 稚内アルペンスポーツ少年団

84 盛　　　飛雄斗 士別Ｊｒレーシング

85 宮　田　　　耀 士別Ｊｒレーシング

86 田　村　虎　鉄 朝日ＡＳＳ

87 森　　　一　樹 稚内ASS

88 安　達　恵　介 ナヨロ藤Ｊｒアルペン

89 勝　見　颯　斗 比布レーシング

☆中学生男子の部

time

time

time

スタートリスト

time

☆幼児の部
time

☆小学生女子１．２年生の部
time

time
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