
No ゼッケン 種　　　別 名　　　前 ふ　り　が　な 所　　　属
1 1 小学1・2年男子 山田　陽遂 やまだ　ひより 福沢小学校
2 2 小学1・2年男子 谷口　稜樹 たにぐち　いづき ラピスレーシング
3 3 小学1・2年男子 細川　陽介 ほそかわ ようすけ 五箇山スキースポーツ少年団

4 4 小学1・2年男子 朝野　琳太郎 あさの　りんたろう 猿倉Jr.S.C

5 5 小学1・2年男子 野呂　琉也 のろ　りゅうや 妙高高原南小学校
6 6 小学1・2年男子 吉田　雄章 よしだ　ゆたか 猿倉Jr.S.C

7 7 小学1・2年男子 西畑　　哲芯 にしはた　てっしん 猿倉Jr.S.C

8 8 小学1・2年女子 山本　麗心 やまもと　れこ 白嶺小学校
9 9 小学1・2年女子 宮下　幸那 みやした　ゆきな 妙高高原南小学校

10 10 小学1・2年女子 中田　彩恵 なかだ　さえ 猿倉Jr.S.C

11 11 小学1・2年女子 辻　世通 つじ　みよ 猿倉Jr.S.C

12 12 小学1・2年女子 荒川　唯 あらかわ 　ゆい 猿倉Jr.S.C

13 13 小学1・2年女子 山本　萌々奈 やまもと　ももな 猿倉Jr.S.C

14 14 小学1・2年女子 小室　夏穂 こむろ　かほ 猿倉Jr.S.C

15 15 小学1・2年女子 丸山　千菜実 まるやま　ちなみ 猿倉Jr.S.C

No ゼッケン 種　　　別 名　　　前 ふ　り　が　な 所　　　属

1 16 小学3・4年男子 三橋　昂生 みつはし　こうせい 朝日Jr.XC

2 17 小学3・4年男子 野呂　悠惺 のろ　ゆうせい 妙高高原南小学校

3 18 小学3・4年男子 丸山　瑛仁 まるやま　えいと 猿倉Jr.S.C

4 19 小学3・4年男子 山本　怜旺 やまもと　れお 白嶺小学校

5 20 小学3・4年男子 森下　陽斗 もりした　はると 朝日Jr.XC

6 21 小学3・4年男子 辻　泰三 つじ　たいぞう 猿倉Jr.S.C

No ゼッケン 種　　　別 名　　　前 ふ　り　が　な 所　　　属

1 22 小学3・4年女子 駒村　幸　 こまむら　みゆき 妙高高原南小学校

2 23 小学3・4年女子 森　あん もり　あん 木島平小スキー部

3 24 小学3・4年女子 石井　陽菜乃 いしい　ひなの ラピスレーシング

4 25 小学3・4年女子 増田　奈那 ますだ　なな 白嶺小学校

5 26 小学3・4年女子 青木　祐奈 あおき　ゆうな 小川小学校

6 27 小学3・4年女子 平澤　李來 ひらさわ　りこ 猿倉Jr.S.C

7 28 小学3・4年女子 朝野　莉央 あさの　りお 猿倉Jr.S.C

8 29 小学3・4年女子 西畑　　奈々 にしはた　なな 猿倉Jr.S.C

第34回猿倉ローラースキー大会　スタートリスト

【種別：小学1・2年生男女】 【スタート時間　8：30】

【種別：小学3・4年生男子】 【スタート時間　8：45】

【種別：小学3・4年生女子】 【スタート時間　8：50】



No ゼッケン 種　　　別 名　　　前 ふ　り　が　な 所　　　属

1 30 小学5・6年男子 松沢　迅 まつざわ　じん 白馬北小学校

2 31 小学5・6年男子 桑山　尭 くわやま　たかし 妙高高原南小学校

3 32 小学5・6年男子 村松　徹郎 むらまつ　てつろう 和泉小学校

4 33 小学5・6年男子 近藤　絆 こんどう　きずな 牧ＸＣ

5 34 小学5・6年男子 森下　大翔 もりした　ひろと 朝日Jr.XC

6 35 小学5・6年男子 柳瀬　秋成 やなせ　あきなり 猿倉Jr.S.C

7 36 小学5・6年男子 辻　悠心 つじ　ゆうしん 白嶺小学校

8 37 小学5・6年男子 野間　陽斗 のま　はると おおやまノルディックスキークラブ

9 38 小学5・6年男子 山中　朝陽 やまなか　あさひ 雪団五十鈴

10 39 小学5・6年男子 水本　晴貴 みずもと　はるき 猿倉Jr.S.C

11 40 小学5・6年男子 木浪　玲維 きなみ れい アルコピアジュニアクロス

12 41 小学5・6年男子 山田　朝陽 やまだ　あさひ 福沢小学校

13 42 小学5・6年男子 南雲　晴陽 なぐも　はるひ 牧ＸＣ

14 43 小学5・6年男子 川久保　敢太 かわくぼ　かんた 妙高高原南小学校

15 44 小学5・6年男子 南雲　朝陽 なぐも　あさひ 牧ＸＣ

16 45 小学5・6年男子 辻　慶 つじ　けい 猿倉Jr.S.C

17 46 小学5・6年男子 宮下　幸大 みやした　こうだい 妙高高原南小学校

18 47 小学5・6年男子 飯田　奏夢 いいだ　かなむ 牧ＸＣ

19 48 小学5・6年男子 柳瀬　冬芽 やなせ　とうが 猿倉Jr.S.C

20 49 小学5・6年男子 平澤　恢斗 ひらさわ　かいと 猿倉Jr.S.C

21 50 小学5・6年男子 梨本　柊羽 なしもと　しゅう 牧ＸＣ

22 51 小学5・6年男子 田口　遥登 たぐち　はると 猿倉Jr.S.C

No ゼッケン 種　　　別 名　　　前 ふ　り　が　な 所　　　属

1 52 小学5・6年女子 池田　咲希 いけだ　さき 妙高高原北小学校

2 53 小学5・6年女子 木内　絢花 きうち　あやか 常盤小学校

3 54 小学5・6年女子 岡田　雫 おかだ　しずく 妙高高原南小学校

4 55 小学5・6年女子 佐々木　陽 ささき はる ユーカリスキークラブ

5 56 小学5・6年女子 清水　理乃 しみず　りの 鳥越小学校

6 57 小学5・6年女子 岩本　花恋 いわもと　かれん 朝日Jr.XC

7 58 小学5・6年女子 細川　芽吹 ほそかわ　めぶき 五箇山スキースポーツ少年団

8 59 小学5・6年女子 橘　咲良 たちばな　さくら ユーカリスキークラブ

9 60 小学5・6年女子 後藤　　ゆいか ごとう　ゆいか 妙高高原北小学校

10 61 小学5・6年女子 三橋　心音 みつはし　みお 朝日Jr.XC

11 62 小学5・6年女子 野尻　明日風 のじり　あすか 猿倉Jr.S.C

12 63 小学5・6年女子 山本　歩実 やまもと　あゆみ 五箇山スキースポーツ少年団

13 64 小学5・6年女子 鉢蝋　ひかり はちろう　ひかり 五箇山スキースポーツ少年団

【種別：小学5・6年生男子】 【スタート時間　9：05】

【種別：小学5・6年女子】 【スタート時間　9：10】



No ゼッケン 種　　　別 名　　　前 ふ　り　が　な 所　　　属

1 65 中学生女子 松沢　意 まつざわ　こころ 白馬中学校

2 66 中学生女子 髙橋　実楽 たかはし　みら 木島平中学校

3 67 中学生女子 柏原　桜花 かしはら さくら 芸北中学校

4 68 中学生女子 山崎　彩羽 やまざき　いろは 城端中学校

5 69 中学生女子 山本　蓮 やまもと　れん 白嶺中学校

6 70 中学生女子 安保　希泉 あんぼ　のぞみ 十和田中学校

7 71 中学生女子 野中　菜南 のなか　ななみ 野沢温泉中学校

8 72 中学生女子 三橋　真歩 みつはし　まほ 朝日中学校

9 73 中学生女子 小島　弥星 こじま　みほし 新井中学校

10 74 中学生女子 羽深　沙彩 はふか さあや 牧ＸＣ

11 75 中学生女子 佐々木　和椛 ささき わか ユーカリスキークラブ

12 76 中学生女子 水本　百香 みずもと　ももか 大沢野中学校

13 77 中学生女子 浦田　かなん うらた　かなん 平中学校

14 78 中学生女子 池田　彩乃 いけだ　あやの 愛工大名電中学校

15 79 中学生女子 中村　涼乃 なかむら　りの 白嶺中学校

16 80 中学生女子 堀川　ひかり ほりかわ　ひかり 城端中学校

17 81 中学生女子 近藤　きよら こんどう　きよら 牧ＸＣ

18 82 中学生女子 川村　美沙都 かわむら　みさと 野沢温泉中学校

19 83 中学生女子 湯本　美園 ゆいもと　みその 木島平中学校スキー部

20 84 中学生女子 柳瀬　千夏 やなせ　ちなつ 大沢野中学校

21 85 中学生女子 三宅　優衣 みやけ　ゆい 城端中学校

22 86 中学生女子 和田　亜海 わだ　あみ 木島平中学校スキー部

23 87 中学生女子 富井　和歩子 とみい　わほこ 野沢温泉中学校

24 88 中学生女子 森　美心 もり　みこ 木島平中学校スキー部

25 89 中学生女子 青能　由奈 あおの　ゆな 城端中学校

26 90 中学生女子 河野　若穂 こうの　わかほ 野沢温泉中学校

27 91 中学生女子 安藤　雪姫 あんどう　ゆき 愛工大名電中学校

28 92 中学生女子 山田　桃子 やまだ　ももこ 木島平中学校スキー部

29 93 中学生女子 牧野　三娘 まきの　みこ 城端中学校

【種別：中学女子】 【スタート時間　9：30】



No ゼッケン 種　　　別 名　　　前 ふ　り　が　な 所　　　属

1 94 高校・一般女子 児玉　美希 こだま　みき 太平洋建設SC

2 95 高校・一般女子 渡邉　祐佳 わたなべ　ゆか 太平洋建設SC

3 96 高校・一般女子 栃谷　天寧 とちたに　たかね おといねっぷ美術工芸高校

4 97 高校・一般女子 鎌倉　春音 かまくら　はるね 白馬高校

5 98 高校・一般女子 祢津　利宝 ねつ　りほ 日本体育大学

6 99 高校・一般女子 中島　果歩 なかじま　かほ 飯山高校

7 100 高校・一般女子 笠原　ひな かさはら　ひな 日本体育大学

8 101 高校・一般女子 山﨑　優風 やまざき　ゆうか 飯山高校

9 102 高校・一般女子 柏原　明華 かしはら　あいか 加計高校芸北分校

10 103 高校・一般女子 芳川　千恵 よしかわ　ちえ 日本体育大学

11 104 高校・一般女子 宮木　真帆 みやき　まほ 日本大学

12 105 高校・一般女子 須賀　愛依 すが　あい 日本体育大学

13 106 高校・一般女子 宮﨑　美樹 みやざき　みき 南砺平高校

14 107 高校・一般女子 河野　千春 こうの　ちはる 日本体育大学

15 108 高校・一般女子 宮下　美幸 みやした　みゆき 新井高校

16 109 高校・一般女子 立田　詩乃 たつた しの 京都産業大学

17 110 高校・一般女子 藤井　美緒 ふじい　みお 加計高校芸北分校

18 111 高校・一般女子 細川　 千咲喜 ほそかわ　ちさき 南砺平高校

19 112 高校・一般女子 中村　由菜 なかむら　ゆな 星稜高校

20 113 高校・一般女子 野原　こより のはら　こより 南砺平高校

21 114 高校・一般女子 大瀬　千恵美 おおせ　ちえみ 南砺平高校

22 115 高校・一般女子 広崎　妙恵 ひろさき　たえ 石川県スキー連盟

23 116 高校・一般女子 山本　茉那 やまもと　まな 暁高等学校

24 117 高校・一般女子 岩本　美歌 いわもと　みか 雄山高校

25 118 高校・一般女子 山腰　華奈 やまこし　かな アルコピアSC

26 119 高校・一般女子 安保　真紀子 あんぼ　まきこ かづの厚生病院

27 120 高校・一般女子 中澤　恵 なかざわ　けい 長岡クロスカントリースキースポーツ少年団

28 121 高校・一般女子 石田　恵 いしだ　けい 京都産業大学

29 122 高校・一般女子 加藤　萌 かとう　もえ 日本体育大学

30 123 高校・一般女子 西山　愛莉 にしやま　あいり 京都産業大学

31 124 高校・一般女子 髙橋　歩実 たかはし　あゆみ はぐれ雲

【種別：高校・一般女子】 【スタート時間　9：35】



No ゼッケン 種　　　別 名　　　前 ふ　り　が　な 所　　　属

1 125 中学生男子 蛯沢　瑠来 えびさわ　るーく 附属長岡中学校

2 126 中学生男子 大宮　魁和 おおみや かいと 新井中学校

3 127 中学生男子 山口　二源 やまぐち　じげん 白嶺中学校

4 128 中学生男子 木内　暢浩 きうち　のぶひろ 飯山城北中学校

5 129 中学生男子 坂詰　真吾 さかつめ　しんご 長岡クロスカントリースキースポーツ少年団

6 130 中学生男子 山本　真輝 やまもと　まさき 平中学校

7 131 中学生男子 長瀬　有輝 ながせ　あき 朝日中学校

8 132 中学生男子 米川　昊輝 よねかわ こうき 牧ＸＣ

9 133 中学生男子 島崎　陽一朗　 しまざき　よういちろう 木島平中学校スキー部

10 134 中学生男子 畔上蒼野 あぜがみ　そうや 野沢温泉中学校

11 135 中学生男子 三島　大橙 みしま　やまと 城端中学校

12 136 中学生男子 村松　吉郎 むらまつ　よしろう 和泉中学校

13 137 中学生男子 青木　颯汰 あおき　そうた 富士市スキー協会

14 138 中学生男子 清水　太一 しみず　たいち 太平洋建設SC

15 139 中学生男子 長瀬　歩歌朗 なかせ　ふうたろう アルコピアジュニアクロス

16 140 中学生男子 池田　陽介 いけだ　ようすけ 妙高高原中学校

17 141 中学生男子 長瀬　比呂 ながせ　ひろ 朝日中学校

18 142 中学生男子 中村　恭也 なかむら　たかや 牧ＸＣ

19 143 中学生男子 井上　泰我 いのうえ　たいが 愛工大名電中学校

20 144 中学生男子 大瀬　優貴 おおせ　ゆうき 平中学校

21 145 中学生男子 富井　福太 とみい　ふくた 野沢温泉中学校

22 146 中学生男子 岩崎　瑛斗 いわさき　えいと 牧ＸＣ

23 147 中学生男子 中道　陽人 なかみち　はると 城端中学校

24 148 中学生男子 久保田　咲羽 くぼた　さくは 野沢温泉中学校

25 149 中学生男子 志波　茉拓 しば　まひろ 愛工大名電中学校

26 150 中学生男子 山本　生吹 やまもと　いぶき 木島平中学校スキー部

27 151 中学生男子 青木　大翔　 あおき　ひろと 富士市スキー協会

28 152 中学生男子 織田　康生 おだ　こうき 愛工大名電中学校

29 153 中学生男子 宮﨑　大輔 みやざき　だいすけ 平中学校

30 154 中学生男子 米川　颯真 よねかわ　そうま 牧ＸＣ

31 155 中学生男子 山本　隆太 やまもと　りゅうた 木島平中学校

32 156 中学生男子 池田　旭陽 いけだ　あさひ 野沢温泉中学校

33 157 中学生男子 宮田 　敦生 みやだ  あつき 城端中学校

34 158 中学生男子 森　星七 もり　せな 野沢温泉中学校

35 159 中学生男子 中村　柊太 なかむら　しゅうた 平中学校

36 160 中学生男子 山田　諭司 やまだ　さとし 城端中学校

37 161 中学生男子 大和屋　蒼太 やまとや　そうた 愛工大名電中学校

38 162 中学生男子 杉谷　灯弥 すぎたに　とうや 城端中学校

【種別：中学男子】 【スタート時間　10：00】



No ゼッケン 種　　　別 名　　　前 ふ　り　が　な 所　　　属

1 163 高校・一般男子 宇田　彬人 うだ　あきひと T.A.C Ski Team

2 164 高校・一般男子 宇田　崇ニ うだ　たかつぐ 福井県スキー連盟

3 165 高校・一般男子 藤ノ木　光 ふじのき　りかり 東京美装グループスキー部

4 166 高校・一般男子 宮尾　祐司 みやお　ゆうじ 高田自衛隊スキー部

5 167 高校・一般男子 坂井　冠太 さかい　かんた 専修大学

6 168 高校・一般男子 大堰　徳 おおぜき　ちから 早稲田大学

7 169 高校・一般男子 池田　遼一 いけだ　りょういち 飯山高校

8 170 高校・一般男子 関　綜一郎 せき　そういちろう 明治大学

9 171 高校・一般男子 滝沢　育矢 たきざわ　いくや 十日町高校

10 172 高校・一般男子 笠原　将 かさはらし　ょう 日本体育大学

11 173 高校・一般男子 上村　祐輔 かみむら　ゆうすけ 日本体育大学

12 174 高校・一般男子 山川　走 やまかわ　かける 東洋大学

13 175 高校・一般男子 小島　宙輝 こじま　ひろき 東洋大学

14 176 高校・一般男子 竹原　義之 たけはらよ　しゆき T.A.C Ski Team

15 177 高校・一般男子 小笠原　舜 おがさわら　しゅん 飯山高校

16 178 高校・一般男子 太田　光平 おおた　こうへい 高田自衛隊スキー部

17 179 高校・一般男子 宮木　凌 みやき　りょう T.A.C Ski Team

18 180 高校・一般男子 清水　康平 しみずこ　うへい T.A.C Ski Team

19 181 高校・一般男子 川除　大輝 かわよけ　たいき 日本大学

20 182 高校・一般男子 小野塚　敢太 おのづか　かんた 日本体育大学

21 183 高校・一般男子 島田　正叡 しまだ　まさとし 立野ヶ原SC

22 184 高校・一般男子 袮津　利空 ねつ　りくう 中野立志館高校

23 185 高校・一般男子 西本　みずき にしもと　みずき 加計高校芸北分校

24 186 高校・一般男子 橋本　大德 はしもと　だいと 石川県スキー連盟

25 187 高校・一般男子 小鮒　響暉 こぶな　ひびき 日本体育大学

26 188 高校・一般男子 河本　龍 かわもとり　ゅう 日本体育大学

27 189 高校・一般男子 山口　蓮太 やまぐち　れんた 石川県スキー連盟

28 190 高校・一般男子 高橋　幸也 たかはし　こうや 高田自衛隊スキー部

29 191 高校・一般男子 岩本　翔 いわもと　かける 京都産業大学

30 192 高校・一般男子 松田　凜 まつだ　りん 京都産業大学

31 193 高校・一般男子 中村　大輝 なかむら　だいき 勝山高校

32 194 高校・一般男子 竹田　晴紀 たけだ　はるき 日本体育大学

33 195 高校・一般男子 今村　航大 いまむら　こうた 高田自衛隊スキー部

34 196 高校・一般男子 鹿野　海人 しかの　かいと 京都産業大学

35 197 高校・一般男子 野﨑　豪 のさぎ　ごう 高島高校

36 198 高校・一般男子 藤田　紘基 ふじた　ひろき 立野ヶ原SC

37 199 高校・一般男子 村松　太郎 むらまつ　たろう 勝山高校

38 200 高校・一般男子 水口　皓仁 みずくち　こうじん 南砺平高校

39 201 高校・一般男子 串橋　祐次郎 くしはし　ゆうじろう 飯山高校

40 202 高校・一般男子 内藤　蒼 ないとう　あお 京都産業大学

41 203 高校・一般男子 小島　海翔 こじま　かいと 飯山高校

42 204 高校・一般男子 森　稟桜 もり　りお 中野立志館スキー部

43 205 高校・一般男子 山本　恵大 やまもと　けいた 南砺平高校

44 206 高校・一般男子 大瀬　丈翔 おおせ たける 南砺平高校

45 207 高校・一般男子 竹内　享汰 たけうち　きょうた 勝山高校

46 208 高校・一般男子 岸　侃弥 きし　なおや 京都産業大学

47 209 高校・一般男子 川口　海瑠 かわぐち　かいる 愛工大名電高校

48 210 高校・一般男子 河本　海 かわも　とかい 京都産業大学

49 211 高校・一般男子 西川　拓斗 にしかわ　たくと 石川県スキー連盟

50 212 高校・一般男子 杉本　槙作 すぎもと　しんさく 愛工大名電高校

【種別：高校・一般男子】 【スタート時間　10：15】



51 213 高校・一般男子 関　暁人 せき　あきと 水戸葵陵高校

52 214 高校・一般男子 柳瀬　有希 やなせ　ゆうき イースト・クロススキークラブ

53 215 高校・一般男子 松本　高志 まつもと　たかし 福井県スキー連盟

54 216 高校・一般男子 松沢　斉 まつざわ　ひとし HG

55 217 高校・一般男子 桜田　孝 さくらだ　たかし オフィスミブラ

56 218 高校・一般男子 姫野　大地 ひめの　だいち 金森スポーツRT

57 219 高校・一般男子 大石　旬哉 おおいし　しゅんや 愛工大名電高校

58 220 高校・一般男子 江畑　邦明 えばた くにあき 金森スポーツRT

59 221 高校・一般男子 小島　諄大 こじま　あつひろ 愛工大名電高校

60 222 高校・一般男子 西村　潤一 にしむら　じゅんいち 石川XCD

61 223 高校・一般男子 山村　卓裕 やまむら　たかひろ 石川XCD

62 224 高校・一般男子 川高　慎之輔 かわたか　しんのすけ 暁高等学校

63 225 高校・一般男子 村越　裕太郎 むらこし　ゆうたろう 十日町アクティブスポーツ

64 226 高校・一般男子 早川　元希 はやかわ　げんき 海星高校

65 227 高校・一般男子 渡邊　大輝 わたなべ　だいき 安井のお仕置き部屋

66 228 高校・一般男子 河本　和葉　 かわもと　かずは 東京大学

67 229 高校・一般男子 安井　良輔 やすい　りょうすけ 福岡銀嶺会

68 230 高校・一般男子 大瀬　裕一 おおせ 　ゆういち 平スキークラブ

69 231 高校・一般男子 菊池　隆世 きくち　りゅうせい 愛工大名電高校

70 232 高校・一般男子 酒井　達也 さかい　たつや 猿倉Jr.S.C

71 233 高校・一般男子 伊藤　雅章 いとう　まさあき チームクロス

72 234 高校・一般男子 谷口　清和 たにぐち　きよかず ラピスレーシング

73 235 高校・一般男子 川上　幸助 かわかみ こうすけ 松山スキー会

74 236 高校・一般男子 清水　正和 しみず　まさかず 長野市スキークラブ藤井塾

75 237 高校・一般男子 山田　純丈 やまだ　まさたけ TEAM耕平

76 238 高校・一般男子 小川　耕平 おがわ　こうへい 猿倉Jr.S.C


