
●役員集合　７：10　　●8：30　リフト乗車　　●8：00　アップポールセット開始

●受付　7：20（ロッジ湯峰）  ●代表者会議無し　（※感染対策により大会受付時に資料配布します）

リフト運行　8：30
SLトレーニングポール　　8：30
１本目ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ開始 　 9：40
１本目ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ終了　10：00

前走スタート　10：20 前走者　４名（予定）

１本目スタート　10：25 合計（125名）

中学校女子　　　　　             5名

１本目終了　　11：45（予定）

役員　弁当配布（昼食）
２本目ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ開始　12：15

２本目ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ終了　12：35

前走スタート　13：00 前走者　４名（予定）

２本目スタート　13:05

中学生女子

高校・大学女子

一般女子2部

一般女子1部

一般男子１部　　

２本目終了　　14：30(予定）

閉会式　15:00（予定）

チャレンジ女子

チャレンジ男子

一般男子2部

チャレンジ女子　　　　　　　　  1名
チャレンジ男子　　　　　　　　　3名

一般女子2部　　　　　　　　　 　1名
一般女子1部　　　　　　　　 　　1名

高校・大学女子　　　　　　　　12名

一般男子2部　　　　　　　　 　　2名

小学生１・２年生（男子）  　  14名

小学生５・６年生（男子）　　  22名

中学生男子

中学生男子　　　　　           12名

（スキーセンター前）

小学生１・２年生（男子）

第12回　KeeP-ONE Cup　スラローム　タイムスケジュール

小学生１・２年生（女子）

小学生３・４年生（女子）

小学生３・４年生（男子）

２本目ポールセット

小学生１・２年生（女子）　　  　5名

小学生３・４年生（女子）　　 　 5名
小学生３・４年生（男子）　　  14名
小学生５・６年生（女子）　　    8名

※SLトレーニングポールは１１頃までに撤収予定

一般男子3部　　　　　　　　 　　3名

一般男子１部　　　　　　　　　11名

高校・大学男子

高校・大学男子　　　　　　　 　 6名

小学生５・６年生（女子）

小学生５・６年生（男子）

一般男子３部



部門 ビブ№ 氏名 フリガナ 所属クラブ 部門集計

1 松本　彩佳 ﾏﾂﾓﾄ　ｱﾔｶ 古川スキージュニア

2 長瀬　琴胡 ﾅｶﾞｾ　ｺｺ 高山レーシング

3 大洞　夏彩 ｵｵﾎﾞﾗ　ﾅﾂﾐ 流葉Jrスキーチーム

4 今藤　桃花 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾓﾓﾅ 白川郷Jrスキークラブ

5 田近　深雪 ﾀｼﾞｶ　ﾐﾕｷ 流葉Jrスキーチーム

6 沼津　嘉仁 ﾇﾏﾂﾞ　ﾖｼﾋﾄ ほおのきジュニア

7 岡崎　大翔 ｵｶｻﾞｷ　ﾋﾛﾄ かわいスキージュニア

8 中村　蒼人 ﾅｶﾑﾗ　ｱｵﾄ 古川スキージュニア

9 横田　幸之助 ﾖｺﾀ　ﾕｷﾉｽｹ 高山レーシング

10 宇津宮　李駈 ｳﾂﾐﾔ　ﾘｸ 国府ジュニアSC

11 山下　稜平 ﾔﾏｼﾀ　ﾘｮｳﾍｲ ひるがのJrスキークラブ

12 橋本　暁 ﾊｼﾓﾄ　ｱｷﾗ 高山レーシング

13 梶田　宗真 ｶｼﾞﾀ　ｿｳﾏ 流葉Jrスキーチーム

14 蓑島　佐久 ﾐﾉｼﾏ　ｻｸ 郡上カネコJrレーシング

15 星谷　信行 ﾎｼﾔ　ﾉﾌﾞﾕｷ ほおのきジュニア

16 岸　奏汰 ｷｼ　ｿｳﾀ 古川スキージュニア

17 坂口　麻陽 ｻｶｸﾞﾁ　ｱｻﾋ 高山レーシング

18 緑川　幸寛 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ　ﾕｷﾋﾛ 古川スキージュニア

19 谷口　陽大 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾊﾙﾄ 流葉Jrスキーチーム

20 坪井　椎 ﾂﾎﾞｲ　ｼｲ アッフェ

21 谷口　湊音 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾐﾅﾄ 古川スキージュニア

22 長瀬　凛華 ﾅｶﾞｾ　ﾘﾝｶ 高山レーシング

23 折越　一野 ｵﾘｺｼ　ｲﾁﾉ 高山レーシング

24 内野　玲依 ｳﾁﾉ　ﾚｲ 国府ジュニアSC

25 石川　蒼真 ｲｼｶﾜ　ｿｳﾏ ひるがのJrスキークラブ

26 中田　翔太 ﾅｶﾀﾞ　ｼｮｳﾀ 流葉Jrスキーチーム

27 山下　寛太 ﾔﾏｼﾀ　ｶﾝﾀ 荘川レーシング

28 佐藤　元俊 ｻﾄｳ　ﾕｷﾄ 高山レーシング

29 中村　春樹 ﾅｶﾑﾗ　ﾊﾙｷ 古川スキージュニア

30 石黒　聖将 ｲｼｸﾞﾛ　ｷﾖﾕｷ ほおのきジュニア

31 大塚　侑斗 ｵｵﾂｶ　ｲｸﾄ 白川郷Jrスキークラブ

32 幅野　那音 ﾊﾊﾞﾉ　ﾅｵﾄ かわいスキージュニア

33 向田　春真 ﾑｶｲﾀﾞ　ﾊﾙﾏ 高山レーシング

34 塩谷　道琉 ｴﾝﾔ　ﾐﾁﾙ モンデウスJrスキークラブ

35 上井　拓登 ｶﾐｲ　ﾋﾛﾄ アッフェ

36 星谷　将義 ﾎｼﾔ　ﾏｻﾖｼ ほおのきジュニア

第12回　KeeP ONE Cup　スタートリスト

⑷
小学３・４年生

男子

小学１・２年生
女子

小学１・２年生
男子

小学３・４年生
女子

⑶

⑵

⑴ 5

14

5

14



37 山口　栄太 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｴｲﾀ 流葉Jrスキーチーム

38 南　柊希 ﾐﾅﾐ　ﾄｳｷ モンデウスJrスキークラブ

39 川尻　暖乃 ｶﾜｼﾘ　ﾉﾝﾉ ひるがのJrスキークラブ

40 山根　ひなた ﾔﾏﾈ　ﾋﾅﾀ 荘川レーシング

41 吉川　雪月 ﾖｼｶﾜ　ﾕﾂﾞｷ かわいスキージュニア

42 坂本　香乃 ｻｶﾓﾄ　ｶﾉ 古川スキージュニア

43 塩谷　心優 ｴﾝﾔ　ﾐﾕ モンデウスJrスキークラブ

44 田中　瑚子 ﾀﾅｶ　ｺｺ 流葉Jrスキーチーム

45 山下　幸奈 ﾔﾏｼﾀ　ﾕｷﾅ 荘川レーシング

46 宇津宮　聖那 ｳﾂﾐﾔ　ｾｲﾅ 国府ジュニアSC

47 南　皆惺 ﾐﾅﾐ　ｶｲｾｲ モンデウスJrスキークラブ

48 平瀬　善之 ﾋﾗｾ　ﾖｼﾕｷ 高山レーシング

49 橋本　淳 ﾊｼﾓﾄ　ｼﾞｭﾝ 高山レーシング

50 内野　銀侍 ｳﾁﾉ　ｷﾞﾝｼﾞ 国府ジュニアSC

51 伊藤　悠太 ｲﾄｳ　ﾕｳﾀ モンデウスJrスキークラブ

52 長瀬　莉旺 ﾅｶﾞｾ　ﾘｵ 高山レーシング

53 星谷　智昭 ﾎｼﾔ　ﾄﾓｱｷ ほおのきジュニア

54 松本　颯斗 ﾏﾂﾓﾄ　ﾊﾔﾄ 古川スキージュニア

55 下田　真徳 ｼﾓﾀﾞ　ﾏｻﾉﾘ 高山レーシング

56 古田　櫂 ﾌﾙﾀ　ｶｲ 郡上カネコJrレーシング

57 新谷　陵一郎 ｱﾗﾀﾆ　ﾘｮｳｲﾁﾛｳ 白川郷Jrスキークラブ

58 反保　文斗 ﾀﾝﾎﾞ　ｱﾔﾄ モンデウスJrスキークラブ

59 桐生　健士朗 ｷﾘｭｳ　ｹﾝｼﾛｳ ほおのきジュニア

60 黒木　煌太 ｸﾛｷ　ｺｳﾀ モンデウスJrスキークラブ

61 佐藤　碧純 ｻﾄｳ　ｱｽﾞﾐ 高山レーシング

62 岩下　浬 ｲﾜｼﾀ　ｶｲﾘ 高山レーシング

63 道下　銀也 ﾐﾁｼﾀ　ｷﾞﾝﾔ モンデウスJrスキークラブ

64 山口　高平 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｺｳﾍｲ 流葉Jrスキーチーム

65 沼津　寿輝 ﾇﾏﾂﾞ　ﾄｼｱｷ ほおのきジュニア

66 蓑島　太郎 ﾐﾉｼﾏ　ﾀﾛｳ 郡上カネコJrレーシング

67 鬼頭　碧一 ｷﾄｳ　ｱｵｲ モンデウスJrスキークラブ

68 砂畑　旺佑 ｽﾅﾊﾀ　ｵｳｽｹ モンデウスJrスキークラブ

69 高原　百香 ﾀｶﾊﾗ　ﾓﾓｶ 高山レーシング

70 宇津宮　捺菜 ｳﾂﾐﾔ　ﾅﾅ 国府ジュニアSC

71 今村　千春 ｲﾏﾑﾗ　ﾁﾊﾙ ほおのきジュニア

72 谷口　陽向 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾋﾅﾀ 古川スキージュニア

73 石川　晴菜 ｲｼｶﾜ　ﾊﾙﾅ ひるがのJrスキークラブ

74 佐藤　大輔 ｻﾄｳ　ﾀﾞｲｽｹ 中山中学

75 坪井　桂 ﾂﾎﾞｲ　ｹｲ アッフェ

⑹

⑷

中学生男子

小学５・６年生
女子

中学生女子

小学５・６年生
男子

小学３・４年生
男子

5

12

⑸

⑻

⑺

14

8

22



76 上村　旺右 ｳｴﾑﾗ　ｵｳｽｹ ほおのきジュニア

77 中垣　渓太 ﾅｶｶﾞｷ　ｹｲﾀ 古川スキージュニア

78 向田　遼真 ﾑｶｲﾀﾞ　ﾘｮｳﾏ 高山レーシング

79 池田　晃太朗 ｲｹﾀﾞ　ｺｳﾀﾛｳ 松倉中学校

80 大塚　遼翔 ｵｵﾂｶ　ﾊﾙﾄ 白川郷Jrスキークラブ

81 今村　駿太 ｲﾏﾑﾗ　ｼｭﾝﾀ 丹生川中スキー部OB

82 石川　悠真 ｲｼｶﾜ　ﾕｳﾏ ひるがのJrスキークラブ

83 塩谷　聡大 ｴﾝﾔ　ｿｳﾀ 宮中・松倉中スキー部

84 中畑　一朗 ﾅｶﾊﾀ　ｲﾁﾛｳ 久々野中学校

85 古田　尚之 ﾌﾙﾀ　ﾀｶﾕｷ 郡上カネコJrレーシング

86 向田　さや香 ﾑｶｲﾀﾞ　ｻﾔｶ 高山レーシング

87 中村　裕征 ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾛﾕｷ 古川スキージュニア

88 星谷　貴則 ﾎｼﾔ　ﾀｶﾉﾘ チームモピ（MOPI）

89 坂口　祐輔 ｻｶｸﾞﾁ　ﾕｳｽｹ 高山レーシング

90 島田　香梨 ｼﾏﾀﾞ　ｶﾘﾝ JNL

91 田口　和香 ﾀｸﾞﾁ　ﾜｶ アッフェ

92 村瀬　香乃 ﾑﾗｾ　ｶﾉﾝ 名市大スキー部

93 草尾　佳苗 ｸｻｵ　ｶﾅｴ JNL

94 森田　利歩 ﾓﾘﾀ　ﾘﾎ JNL

95 島田　里奈 ｼﾏﾀﾞ　ﾘﾅ 名市大スキー部

96 大槻　あずみ ｵｵﾂｷ　ｱｽﾞﾐ JNL

97 國料　美月 ｺｸﾘｮｳ　ﾐﾂｷ 名市大スキー部

98 福寿　真実 ﾌｸｼﾞｭ　ﾏﾐ JNL

99 宮川　詩央 ﾐﾔｶﾞﾜ　ｼｵ JNL

100 森田　琴音 ﾓﾘﾀ　ｺﾄﾈ JNL

101 三浦　華奈 ﾐｳﾗ　ﾊﾅ JNL

102 坂口　えり香 ｻｶｸﾞﾁ　ｴﾘｶ 高山レーシング

103 今村　優希 ｲﾏﾑﾗ　ﾕｳｷ 高山高校スキー部OB

104 林　芳忠 ﾊﾔｼ　ﾖｼﾀﾀﾞ 高山市スキー協会

105 佐藤　維是 ｻﾄｳ　ﾂﾅｼ 高山レーシング

106 丸山　一広 ﾏﾙﾔﾏ　ｶｽﾞﾋﾛ 長野県

107 高橋　史也 ﾀｶﾊｼ　ﾌﾐﾔ ダイワレーシング

108 池田　晃 ｲｹﾀﾞ　ｱｷﾗ 岐阜日野自動車SC

109 外山　智視 ﾄﾔﾏ　ｻﾄｼ Pfirst（ピーファースト）

110 西田　龍人 ﾆｼﾀﾞ　ﾘｭｳﾄ 愛知県

⑿ 一般女子２部

一般男子３部

一般男子２部

3

チャレンジ
女子

チャレンジ
男子

高校生・大学生
女子

一般女子１部

中学生男子⑻

1

12

1

⒀

⑾

⑽

⑼

3

2

11

⒂

⒁

12

⒃ 一般男子１部

1



111 安田　創 ﾔｽﾀﾞ　ｿｳ 岐阜大学スキー部

112 藤木　俊吾 ﾌｼﾞｷ　ｼｭﾝｺﾞ 高山レーシング

113 山村　卓史 ﾔﾏﾑﾗ　ﾀｶｼ 愛知県

114 森本　竣也 ﾓﾘﾓﾄ　ｼｭﾝﾔ アッフェ

115 岡田　竜煕 ｵｶﾀﾞ　ﾀﾂﾋﾛ 高山レーシング

116 手塚　正太 ﾃﾂﾞｶ　ｼｮｳﾀ 白川郷Jrスキークラブ

117 大上　裕也 ｵｵｶﾐ　ﾕｳﾔ アッフェ

118 柴田　雄太郎 ｼﾊﾞﾀ　ﾕｳﾀﾛｳ アッフェ

119 今藤　大樹 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾀﾞｲｷ 白川郷Jrスキークラブ

120 大竹　伸明 ｵｵﾀｹ　ﾉﾌﾞｱｷ JNL

121 西村　力也 ﾆｼﾑﾗ　ﾘｷﾔ 白川郷Jrスキークラブ

122 廣田　照了 ﾋﾛﾀ　ﾃﾙｱｷ JNL

123 市川　大樹 ｲﾁｶﾜ　ﾀｲｷ JNL

124 岡本　吉輝 ｵｶﾓﾄ　ﾖｼｷ JNL

125 稲森　彬 ｲﾅﾓﾘ　ｱｷﾗ JNL

125

⒃ 一般男子１部

高校生・大学生
男子

11

6⒄


