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参加CLASS Bibs No. 競技者名 フリガナ 性別 所属 1st 2nd

G組 ⇒ 中学女子組 1 水尾 碧芭 ミズオ アオバ 女性 EMSCレーシング

G組 ⇒ 中学女子組 2 荻野 綾 オギノ アヤ 女性 名寄アルペンスキー少年団

G組 ⇒ 中学女子組 3 土屋 湖白 ツチヤ コハク 女性 寿スキー少年団

H組 ⇒ 中学男子組 4 髙橋 葉月 タカハシ ハヅキ 男性 長沼マオイレーシング

H組 ⇒ 中学男子組 5 金森 裕生 カナモリ ユウキ 男性 EMSCレーシング

H組 ⇒ 中学男子組 6 大東 啓 オオヒガシ ケイ 男性 北見JAR

H組 ⇒ 中学男子組 7 斉藤 旬 サイトウ シュン 男性 D'sスキーチーム和寒

H組 ⇒ 中学男子組 8 山下 陽大 ヤマシタ ヒナタ 男性 EMSCレーシング

E組 ⇒ 小学5,6年女子組 9 遠山 みるく トオヤマ ミルク 女性 D'sスキーチーム和寒

E組 ⇒ 小学5,6年女子組 10 水尾 珠唯 ミズオ シュイ 女性 枝幸小学校

E組 ⇒ 小学5,6年女子組 11 飯田 真央 イイダ マオ 女性 寿スキー少年団

F組 ⇒ 小学5,6年男子組 12 酒向 耶眞登 サコウ ヤマト 男性 D'sスキーチーム和寒

F組 ⇒ 小学5,6年男子組 13 村上 翔哉 ムラカミ ショウヤ 男性 寿スキー少年団

F組 ⇒ 小学5,6年男子組 14 齊藤 虎鉄 サイトウ コテツ 男性 ＥＭＳＣレーシング

F組 ⇒ 小学5,6年男子組 15 森岡 來衣夢 モリオカ ライム 男性 美深レーシング

C組 ⇒ 小学3,4年女子組 16 髙橋 杏菜 タカハシ アンナ 女性 長沼マオイレーシング

C組 ⇒ 小学3,4年女子組 17 根木 絢愛 ネキ アヤナ 女性 EMSCレーシング

D組 ⇒ 小学3,4年男子組 18 戸田 瑛大 トダ エイタ 男性 札幌アルペンスキースポーツ少年団

D組 ⇒ 小学3,4年男子組 19 齊藤 虎次郎 サイトウ コジロウ 男性 ＥＭＳＣレーシング

D組 ⇒ 小学3,4年男子組 20 塚崎 颯杜 ツカサキ ハヤト 男性 D'sスキーチーム和寒

D組 ⇒ 小学3,4年男子組 21 久保 創士郎 クボ ソウシロウ 男性 稚内アルペンスキー少年団

D組 ⇒ 小学3,4年男子組 22 田村 翼 タムラ ツバサ 男性 ＥＭＳＣレーシング

D組 ⇒ 小学3,4年男子組 23 石垣 蒼大 イシガキ ソウタ 男性 美深スキースポーツ少年団

D組 ⇒ 小学3,4年男子組 24 高橋 愁 タカハシ シュウ 男性 風烈布小学校

A組 ⇒ 小学2年以下女子組（3歳以上）25 高橋 楓 タカハシ フウ 女性 風烈布小学校

A組 ⇒ 小学2年以下女子組（3歳以上）26 齊藤 虎杏 サイトウ コアン 女性 ＥＭＳＣレーシング

A組 ⇒ 小学2年以下女子組（3歳以上）27 森岡 憂李來 モリオカ ユイラ 女性 美深レーシング

B組 ⇒ 小学2年以下男子組（3歳以上）28 久保 順士郎 クボ ジュンシロウ 男性 稚内港小学校

B組 ⇒ 小学2年以下男子組（3歳以上）29 白川 侍人 シラカワ シト 男性 名寄ピヤシリアルペンスキー少年団

B組 ⇒ 小学2年以下男子組（3歳以上）30 水尾 虎柱 ミズオ トラジ 男性 枝幸保育所

B組 ⇒ 小学2年以下男子組（3歳以上）31 藤田 葵斗 フジタ アオト 男性 D'sスキーチーム和寒

B組 ⇒ 小学2年以下男子組（3歳以上）32 石垣 嵐士 イシガキ アラシ 男性 美深町幼児センター

L組 ⇒ マスターズ組B（50歳以上～の男子）33 荻野 大助 オギノ ダイスケ 男性 NCU

L組 ⇒ マスターズ組B（50歳以上～の男子）34 矢部 智彦 ヤベ トモヒコ 男性 フィフスSC

L組 ⇒ マスターズ組B（50歳以上～の男子）35 東 竜一 アズマ リュウイチ 男性 ジャステムレーシング

L組 ⇒ マスターズ組B（50歳以上～の男子）36 細野 一史 ホソノ カズシ 男性 峠レーシング

L組 ⇒ マスターズ組B（50歳以上～の男子）37 大東 智 オオヒガシ サトシ 男性 網走市立中央小

L組 ⇒ マスターズ組B（50歳以上～の男子）38 中澤 秀嘉 ナカザワ ヒデカ 男性 中頓別スキー少年団

L組 ⇒ マスターズ組B（50歳以上～の男子）39 望月 豊 モチヅキ ユタカ 男性 美唄

L組 ⇒ マスターズ組B（50歳以上～の男子）40 中岡 健一 ナカオカ ケンイチ 男性 名寄レーシング

L組 ⇒ マスターズ組B（50歳以上～の男子）41 渡部 雅寿 ワタナベ マサトシ 男性 アダルトＢＣ

L組 ⇒ マスターズ組B（50歳以上～の男子）42 三浦 英輝 ミウラ ヒデキ 男性 芦別市役所

K組 ⇒ マスターズ組A（35歳以上～49歳未満の男子）43 松本 和憲 マツモト カズノリ 男性 ススキノむんむんクラブ

K組 ⇒ マスターズ組A（35歳以上～49歳未満の男子）44 藤田 仁 フジタ ヒトシ 男性 D'sスキーチーム和寒

J組 ⇒ 一般男子組（高校男子～35歳未満男子組）45 望月 雄太 モチヅキ ユウタ 男性 美唄

J組 ⇒ 一般男子組（高校男子～35歳未満男子組）46 川井 渓太 カワイ ケイタ 男性 赤い彗星


