
ゼッケン 種別 名前 所属 備考

1 小学1・2年女子 架場　小陽 アルコピアジュニアクロス

2 小学1・2年女子 竹田　莉菜 妙高高原南小学校

3 小学1・2年女子 丸山　紫紗 猿倉Jr.S.C

4 小学1・2年女子 丸山　千菜実 猿倉Jr.S.C

5 小学1・2年女子 小室　夏穂 猿倉Jr.S.C

6 小学1・2年女子 山本　萌々奈 猿倉Jr.S.C

7 小学1・2年女子 猿倉　一子 猿倉Jr.S.C

ゼッケン 種別 名前 所属 備考

8 小学1・2年男子 谷口　稜樹 ラピスレーシング

9 小学1・2年男子 西畑　哲芯 猿倉Jr.S.C

10 小学1・2年男子 中畑　快大 アルコピアジュニアクロス

11 小学1・2年男子 富山　創太 朝日Jr.XC

12 小学1・2年男子 山田　陽遂 富山市立福沢小学校

13 小学1・2年男子 石井　匠人 ラピスレーシング

14 小学1・2年男子 朝野　琳太郎 猿倉Jr.S.C

15 小学1・2年男子 天池　歩 猿倉Jr.S.C

16 小学1・2年男子 中田　敦人 猿倉Jr.S.C

17 小学1・2年男子 木下　颯士郎 猿倉Jr.S.C

18 小学1・2年男子 池田　葦吹 猿倉Jr.S.C

19 小学1・2年男子 猿倉　一郎 猿倉Jr.S.C

ゼッケン 種別 名前 所属 備考

20 小学3・4年男子 森下陽斗 朝日Jr.XC

21 小学3・4年男子 平林　茂篤 福井県スキー連盟

22 小学3・4年男子 竹田　健太郎 妙高高原南小学校

23 小学3・4年男子 板本　怜士 アルコピアジュニアクロス

24 小学3・4年男子 細川　陽介 五箇山スキースポーツ少年団

25 小学3・4年男子 野呂　琉也 妙高高原南小学校

26 小学3・4年男子 猿倉　二郎 猿倉Jr.S.C

ゼッケン 種別 名前 所属 備考

27 小学3・4年女子 横山　美紀 妙高高原南小学校

28 小学3・4年女子 石井　陽菜乃 ラピスレーシング

29 小学3・4年女子 山本　麗心 白嶺小学校

30 小学3・4年女子 梨本　のあ 牧ＸＣ

31 小学3・4年女子 岡田　美璃 妙高高原南小学校

32 小学3・4年女子 小境　栞和 TRC

33 小学3・4年女子 西畑　奈々 猿倉Jr.S.C

34 小学3・4年女子 増田　奈那 白嶺小学校

35 小学3・4年女子 宮下　幸那 妙高高原南小学校

36 小学3・4年女子 小田切　柑奈 TRC

37 小学3・4年女子 平澤　李來 猿倉Jr.S.C

38 小学3・4年女子 辻　通世 猿倉Jr.S.C

39 小学3・4年女子 荒川　唯 猿倉Jr.S.C

40 小学3・4年女子 中田　彩恵 猿倉Jr.S.C

41 小学3・4年女子 木下　紫乃 猿倉Jr.S.C

42 小学3・4年女子 猿倉　二子 猿倉Jr.S.C

8:45:00小学3・4年生男子　

小学3・4年生女子　 8:50:00

第35回猿倉ローラースキー大会　スタートリスト

小学1・2年生女子　

小学1・2年生男子　

8:30:00

8:30:00



ゼッケン 種別 名前 所属 備考

43 小学5・6年男子 村松　徹郎 福井県スキー連盟

44 小学5・6年男子 三橋　昴生 朝日Jr.XC

45 小学5・6年男子 南雲　晴陽 牧ＸＣ

46 小学5・6年男子 山本　怜旺 白嶺小学校

47 小学5・6年男子 竹田　葵 妙高高原南小学校

48 小学5・6年男子 平澤　恢斗 猿倉Jr.S.C

49 小学5・6年男子 木浪　玲維 アルコピアジュニアクロス

50 小学5・6年男子 山中　朝陽 雪団五十鈴

51 小学5・6年男子 宮﨑　晶将 五箇山スキースポーツ少年団

52 小学5・6年男子 南雲　朝陽 牧ＸＣ

53 小学5・6年男子 野呂　悠惺 妙高高原南小学校

54 小学5・6年男子 田本　智康 アルコピアジュニアクロス

55 小学5・6年男子 丸山　瑛仁 猿倉Jr.S.C

56 小学5・6年男子 梨本　柊羽 牧ＸＣ

57 小学5・6年男子 中舎　開斗 朝日Jr.XC

58 小学5・6年男子 川久保　敢太 妙高高原南小学校

59 小学5・6年男子 辻　泰三 猿倉Jr.S.C

60 小学5・6年男子 高田　大靖 五箇山スキースポーツ少年団

61 小学5・6年男子 猿倉　三郎 猿倉Jr.S.C

ゼッケン 種別 名前 所属 備考

62 小学5・6年女子 岩本　花恋 朝日Jr.XC

63 小学5・6年女子 駒村　幸 妙高高原南小学校

64 小学5・6年女子 山本　歩実 五箇山スキースポーツ少年団

65 小学5・6年女子 池田　咲希 妙高高原北小学校

66 小学5・6年女子 川久保　莉美 TRC

67 小学5・6年女子 朝野　莉央 猿倉Jr.S.C

68 小学5・6年女子 佐々木　陽 窪田小学校

69 小学5・6年女子 青木　祐奈 静岡県スキー連盟

70 小学5・6年女子 小林　杏 TRC

71 小学5・6年女子 野尻　明日風 猿倉Jr.S.C

72 小学5・6年女子 猿倉　三子 猿倉Jr.S.C

ゼッケン 種別 名前 所属 備考

73 中学生女子 三橋　真歩 朝日中学校

74 中学生女子 川村　美沙都 野沢温泉中学校

75 中学生女子 岸本　和奏 妙高高原中学校

76 中学生女子 山本　蓮 白嶺中学校

77 中学生女子 安藤　雪姫 愛工大名電中学校

78 中学生女子 松澤　柚葵 新潟県十日町市立南中学校

79 中学生女子 沖田　彩宇 飛騨市立山之村中学校

80 中学生女子 水本　百香 大沢野中学校

81 中学生女子 浦田　かなん 平中学校

82 中学生女子 富井　和歩子 野沢温泉中学校

83 中学生女子 三橋　心音 朝日中学校

84 中学生女子 佐々木　和椛 久米中学校

85 中学生女子 清水　理乃 鳥越中学校

86 中学生女子 池田　彩乃 愛工大名電中学校

87 中学生女子 荻原　咲良 野沢温泉中学校

88 中学生女子 柳瀬　千夏 大沢野中学校

89 中学生女子 細川　芽吹 平中学校

90 中学生女子 中井　梨瑚 飛騨市立山之村中学校

91 中学生女子 河野　若穂 野沢温泉中学校

92 中学生女子 猿倉　四子 猿倉Jr.S.C

小学5.6年生男子　 9:00:00

中学女子 9:20:00

小学5.6年生男子　 9:00:00



ゼッケン 種別 名前 所属 備考

93 高校・一般女子 児玉　美希 太平洋建設SC 招待選手

94 高校・一般女子 小林　千佳 長野日野自動車SC 招待選手

95 高校・一般女子 渡邉　祐佳 太平洋建設SC 招待選手

96 高校・一般女子 松沢　意 飯山高校

97 高校・一般女子 宮﨑　美樹 南砺平高校

98 高校・一般女子 宮木　真帆 日本大学

99 高校・一般女子 宮下　美幸 新井高校

100 高校・一般女子 小島　弥星 飯山高校

101 高校・一般女子 立田　詩乃 京都産業大学

102 高校・一般女子 柏原　桜花 加計高校芸北分校

103 高校・一般女子 大瀬　千恵美 南砺平高校

104 高校・一般女子 山﨑　彩羽 南砺平高校

105 高校・一般女子 野原　こより 南砺平高校

106 高校・一般女子 山本　茉那 暁高等学校

107 高校・一般女子 石田　恵 京都産業大学

108 高校・一般女子 中村　心音 京都光華高校

109 高校・一般女子 石黒　有由 南砺平高校

110 高校・一般女子 水口　珠寿 T.A.C Ski Team

111 高校・一般女子 中世古　法子 雪団五十鈴

112 高校・一般女子 藤井　久美子 芸北体育協会

113 高校・一般女子 猿倉　五子 猿倉Jr.S.C

ゼッケン 種別 名前 所属 備考

114 中学生男子 森　星七 野沢温泉中学校

115 中学生男子 駒村　隼 妙高高原中学校

116 中学生男子 石田　翔眞 片貝中学校

117 中学生男子 畔上　蒼野 野沢温泉中学校

118 中学生男子 山口　二源 白嶺中学校

119 中学生男子 森下　大翔 朝日中学校

120 中学生男子 藤井　千徳 芸北中学校

121 中学生男子 北嶋　空河 白嶺中学校

122 中学生男子 長瀬　歩歌朗 久々野中学校

123 中学生男子 池田　陽介 妙高高原中学校

124 中学生男子 松沢　迅 白馬中学校

125 中学生男子 長瀬　比呂 朝日中学校

126 中学生男子 大瀬　優貴 平中学校

127 中学生男子 徳谷　嶂睿 愛工大名電中学校

128 中学生男子 米川　颯真 牧ＸＣ

129 中学生男子 宮﨑　大輔 平中学校

130 中学生男子 大林　悠汰 福井県スキー連盟

131 中学生男子 水本　晴貴 大沢野中学校

132 中学生男子 青木　大翔 静岡県スキー連盟

133 中学生男子 小萓　凱司 飛騨市立山之村中学校

134 中学生男子 大和屋　蒼太 愛工大名電中学校

135 中学生男子 池田　旭陽 野沢温泉中学校

136 中学生男子 志波　茉拓 愛工大名電中学校

137 中学生男子 井上　泰我 愛工大名電中学校

138 中学生男子 山中　舜也 雪団五十鈴

139 中学生男子 辻　悠心 白嶺中学校

140 中学生男子 山田　朝陽 富山市立月岡中学校

141 中学生男子 中村　柊太 平中学校

142 中学生男子 小萓　蒼司 飛騨市立山之村中学校

143 中学生男子 大林　慶汰 福井県スキー連盟

144 中学生男子 宮下　幸大 妙高高原中学校

145 中学生男子 辻　慶 大沢野中学校

146 中学生男子 安藤　綾晟 愛工大名電中学校

147 中学生男子 柳瀬　秋成 大沢野中学校

148 中学生男子 市岡　隼虎 愛工大名電中学校

149 中学生男子 石橋　満 飛騨市立山之村中学校

150 中学生男子 猿倉　四郎 猿倉Jr.S.C

9:25:00高校・一般女子

中学男子 9:40:00



ゼッケン 種別 名前 所属 備考

151 高校・一般男子 廣瀬　崚 早稲田大学 招待選手

152 高校・一般男子 馬場　直人 中野土建スキークラブ 招待選手

153 高校・一般男子 清水　康平 T.A.C Ski Team 招待選手

154 高校・一般男子 池田　遼一 飯山高校

155 高校・一般男子 長屋　圭悟 慶應義塾大学

156 高校・一般男子 石川　謙太郎 マキノスキークラブ

157 高校・一般男子 山口　蓮太 鶴来高校

158 高校・一般男子 竹原　義之 T.A.C Ski Team

159 高校・一般男子 西本　みずき 加計高校芸北分校

160 高校・一般男子 島田　正叡 立野ヶ原SC

161 高校・一般男子 宮木　海 イースト・クロススキークラブ

162 高校・一般男子 宮木　凌 T.A.C Ski Team

163 高校・一般男子 竹内　享汰 福井県スキー連盟

164 高校・一般男子 小島　海翔 飯山高校

165 高校・一般男子 米川　昊輝 新井高校

166 高校・一般男子 松田　凜 京都産業大学

167 高校・一般男子 水口　皓仁 南砺平高校

168 高校・一般男子 山本　恵大 南砺平高校

169 高校・一般男子 川高　慎之輔 京都産業大学

170 高校・一般男子 永松　良治 加計高校芸北分校

171 高校・一般男子 藤田　紘基 立野ヶ原SC

172 高校・一般男子 河本　和葉 京都光華S.C.

173 高校・一般男子 曽根　崚太 中京大学

174 高校・一般男子 菊池　隆世 愛工大名電高校

175 高校・一般男子 関　暁人 水戸葵陵高校

176 高校・一般男子 早川　元希 海星高等学校

177 高校・一般男子 杉本　槙作 愛工大名電高校

178 高校・一般男子 小島　諄大 愛工大名電高校

179 高校・一般男子 大石　旬哉 愛工大名電高校

180 高校・一般男子 中野　惺琉 愛工大名電高校

181 高校・一般男子 坂野　佑樹 愛工大名電高校

182 高校・一般男子 西村　潤一 石川XCD 招待選手

183 高校・一般男子 山村　卓裕 石川XCD 招待選手

184 高校・一般男子 谷口　清和 ラピスレーシング

185 高校・一般男子 青木　颯汰 静岡県スキー連盟

186 高校・一般男子 渡邊　大輝 安井のお仕置き部屋

187 高校・一般男子 波多野　一馬 東海理化スキー部

188 高校・一般男子 安井　良輔 SFC

189 高校・一般男子 酒井　達也 猿倉Jr.S.C

190 高校・一般男子 山田　純丈 TEAM 耕平

191 高校・一般男子 小川　耕平 TEAM 耕平

192 高校・一般男子 猿倉　五郎 猿倉Jr.S.C

高校・一般男子 10:00:00


