
２０２２．１１．２２現在

氏名 SAJ_TO SAJ_SP 所属

スプリント（Ｃ) １０ｋｍ（C) １５ｋｍ（F) １５ｋｍ（Ｆ) ５０ｋｍ（Ｃ) リレー 山下 陽暉 4.53 80.67 自衛隊体育学校

　 マススタート パシュート インタバル マススタート （C2/F2) 蛯名 貴徳 4.9 22.49 自衛隊体育学校

特別出場枠 大田喜日向 　 蛯名貴徳 田中聖士 自衛隊体育学校 田中 聖土 7.94 269.18 自衛隊体育学校

(前年度5位以内) 田中聖士 　 山下陽暉 山下陽暉 JR北海道スキー部 大田喜 日向 12.61 81.6 自衛隊体育学校

(世界大会派遣) 山下陽暉 　 田中聖士  佐藤 友樹 21.13 58.91 JR北海道ｽｷｰ部

　 　  児玉 宗史 32.84 139.38 JR北海道ｽｷｰ部

ポイント ６７．２６以内 ７８．７３以内  蜂須賀 優駿 38.04 416.93 JR北海道ｽｷｰ部

　 大田喜日向 蛯名貴徳  小上 楓真 38.24 93.51 恵庭南高校

蛯名貴徳 山本　竜 松田 敦士 佐藤 友樹 大田喜日向  神 幸太朗 40.7 88.71 留萌高校

ポイントによる 佐藤 友樹 畠山郁也 中嶋 央二郎 児玉 宗史 佐藤 友樹  後藤 大成 41.78 407.99 自衛隊体育学校

既出場権獲得者 児玉 宗史 吉田 悠真 　 蜂須賀 優駿 児玉 宗史  郷 翔一朗 50.17 130.93 自衛隊体育学校

蜂須賀 優駿 　 小上楓真 蜂須賀 優駿  松村 亜斗夢 52.93 144.11 JR北海道ｽｷｰ部

小上楓真 　 神幸太朗 後藤大成 梅澤 聡嗣 58.46 98.57 東川高校

神幸太朗 　 後藤大成 郷翔一朗 今関 新太郎 61.79 109.72 おといねっぷ美術工芸高校

後藤大成 　 郷翔一朗 松村 亜斗夢 山本 竜 64.9 自衛隊体育学校

郷翔一朗 　 松村 亜斗夢 山本　竜 畠山 侑也 65.08 自衛隊体育学校

松村 亜斗夢 梅澤聡嗣 畠山郁也 吉田 悠真 66.79 202.35 JR北海道ｽｷｰ部

梅澤聡嗣 今関新太郎 吉田 悠真 伊藤 大輝 69.18 128.21 自衛隊体育学校

今関新太郎 山本　竜 伊藤 大輝 長岡 渓汰 69.9 自衛隊体育学校

畠山郁也 長岡 渓汰 中嶋 央二郎 71.34 105.18 富良野高校

　 　 　 吉田 悠真 小島 清雅 小島 清雅 73.35 自衛隊体育学校

ポイント ９７．３５以内 前田 航希 80.1 192.15 富良野高校

高校生の 前田 航希 吉田 怜央 前田 航希 安藤 功騎 82.93 160.1 倶知安高校

ポイントによる 安藤 功騎 田村 大幸 安藤 功騎 松本 聖也 89.67 美幌高校

既出場権獲得者 松本 聖也　 石原 徳 　 松本 聖也　 富田 紘生 91.48 226.31 富良野高校

　富田 紘生 細口 大翔 　 　富田 紘生 佐々木 ひな太 97.35 178.28 恵庭南高校

佐々木 ひな太 　 佐々木 ひな太 石原 徳 97.82 184.6 東川高校

　 松田 敦士 101.81 64.53 JR北海道ｽｷｰ部

 1 後藤 大志 104.16 209.2 おといねっぷ美術工芸高校

　 　 吉田 怜央 105.82 137.52 おといねっぷ美術工芸高校

都道府県実績枠 １５名まで対象 １１名まで対象 ８名まで対象 ３チーム 2 藤原 天聖 112.72 恵庭南高校

後藤 大志 3 中村 光汰 122.1 233.63 恵庭南高校

藤原 天聖 細口 大翔 126.76 184.91 倶知安高校

　北海道選手権に 中村 光汰 4 吉田 頼生 127.29 美幌高校

　よる権利獲得者 吉田 頼生 青野 挑夢 136.47 143.81 留萌高校

吉田 礼 木綿 啓太 138.49 自衛隊体育学校

※音威子府大会は 和久 斡希 5 吉田 礼 145.82 東神楽中学

　 SAJ_TO No.１ 工藤 匠生 田村 大幸 148.07 155.48 倶知安高校

   ポイント順による 中島 徹也 6 和久 斡希 148.23 富良野高校

金津 慶斗 7 工藤 匠生 149.36 253.99 東川高校

石川 竜太郎 8 中島 徹也 151.59 名寄3即機

五十嵐 硫星 9 金津 慶斗 157.63 258.34 おといねっぷ美術工芸高校

村上 楓人 船場 凱安 159.01 京極中学校

高木 慶大 10 石川 竜太郎 159.06 美幌高校

永易 幸太 　 11 五十嵐 硫星 162.4 東川高校

山田 雄太 12 村上 楓人 176.15 536.57 旭川農業高校

プラス6名 　 13 高木 慶大 179.48 留萌高校

菅 悠聖 194.6 旭川市立神居東中学校

中野 淳 210.65 自衛隊体育学校

14 永易 幸太 213.66 689.73 富良野高校

15 山田 雄太 222.73 694.44 北海道ｴﾈﾙｷﾞｰｽｷｰ部

小池 祥平 224.66 富良野西中学校

　 　 山上 想太 225.17 桜岡中学校

　 　 　 　 　 石原 喬 230.14 東川中学校

※学連登録選手でポイント獲得者・学連枠獲得者は明記してません。 佐藤 慶 249.35 東川中学校

※道予選権利獲得者が参加辞退の場合は、繰り上がって次の選手となりますのご確認ください。 関 胡太朗 256.21 京極中学校

※2022/12/1現在15歳の中学生含む

はポイントによる出場権獲得者

は高校生のポイントによる出場権獲得者

※全日本音威子府大会の申込は、12月5まで、北海道スキー連盟へ申し込みください。

　

開催地元枠

※SAJ_TO/NO.１
ポイントリスト順

※全日本音威子府大会の男子スプリント(F)・10km(Ｃ)マス・スタート・15km(Ｆ)パシュート及び女子スプリント(F)・5km(Ｃ)マス・スタート
　　・10km(Ｆ)パシュートは北海道スキー選手権にエントリーした者より選出するとし、2022/2023シーズンSAJ_TO/NO.1ポイント
    リスト順（待機者リスト含む)により、都道府県枠は北海道登録者(学連除く)より選出し、開催枠は学連登録者も含め選出する。
　　したがって、全日本(音威子府)大会に出場希望する者は、北海道スキー選手権大会(12月2日締切)に申込みを済ませること。

SPポイント１８４．９１か、トータルポイント９７．３５以内

第１０１回全日本スキー選手権大会（クロスカントリー種目）　北海道出場枠（男子）

音威子府大会 十日町大会

種  目

SPポイント1０７．３６か、トータルポイント６７．２６以内



      

２０２２．１１．２２現在

石田 正子 15.58 JR北海道ｽｷｰ部

スプリント（F) ５ｋｍ（C) １０ｋｍ（F) １０ｋｍ（Ｆ) ３０ｋｍ（Ｃ) リレー 小池 梓 37.65 130.54 富良野高校

　 マススタート パシュート インタバル マススタート （C１/F2) 竹内 美琴 66.35 119.39 自衛隊体育学校

特別出場枠 石田正子 　 石田正子 石田　正子 該当チームなし 岩佐 奏葉 80.83 103.13 留萌高校

(前年度5位以内) 　 　 　　 熊谷 友奏 81.46 429.51 自衛隊体育学校

(世界大会派遣) 　 　 　 　 　 松本 実優 98.53 144.14 おといねっぷ美術工芸高校

　 　 　 　 　 　 佐藤 葵 100.55 210.55 自衛隊体育学校

ポイント １２４．０６以内 １２６．４１以内 　 金津 美雪 103.53 378.12 富良野高校

小池　梓 矢野 美輝 　 小池　梓 小池　梓 矢野 美輝 126.41 178.35 おといねっぷ美術工芸高校

竹内 美琴 小林 花音 　 竹内 美琴 竹内 美琴 藤田 心那 133.21 201.11 東川高校

ポイントによる 岩佐 秦葉 五十嵐 琴音 　 岩佐 秦葉 岩佐 秦葉 　 宮崎 真衣 137.87 461.08 美幌高校

既出場権獲得者 熊谷 友葵 　藤田 心那 　 熊谷 友葵 熊谷 友葵 窪田 さくら 143.57 230.01 恵庭南高校

松本 実優 小林 花凛 　 松本 実優 松本 実優 五十嵐 琴音 145.42 198.05 東川高校

佐藤 葵 　 　 佐藤 葵 佐藤 葵 菊池 凜花 149.03 546.44 留萌高校

金津 美雪 　 　 金津 美雪 金津 美雪 小林 花音 150.3 188.21 おといねっぷ美術工芸高校

　 　 　 　 矢野 美輝 1 篠島 渚紗 152.66 437.25 恵庭南高校

ポイント １４９．９２以内 １５０．２９以内 　 2 新井 朝海 158.1 倶知安中学校

高校生の 宮崎 真衣 　 矢野 美輝 矢野 美輝 小林 花凛 164.66 203.53 おといねっぷ美術工芸高校

ポイントによる 窪田 さくら 岡田 愛理 　 　藤田 心那 　藤田 心那 窪田 くるみ 174.57 583.84 恵庭南高校

既出場権獲得者 菊池 凜花 　 宮崎 真衣 宮崎 真衣 岡田 愛理 176.58 254.72 旭川西高校

　 窪田 さくら 窪田 さくら 桐山 日向 186.91 美幌高校

　 五十嵐 琴音 五十嵐 琴音 今関 風子 198.2 喜茂別中学校

　 　 菊池 凜花 菊池 凜花 田村 名菜 202.41 美幌高校

　 　 桐山 日和 208.66 美幌中学校

　 　 堀 陽央里 220.16 東川高校

都道府県実績枠 　２名まで対象 　 ２名まで対象 ４名まで対象 ３チーム ※2022/12/1現在15歳の中学生含む

　北海道選手権に 　 はポイントによる出場権獲得者

　よる権利獲得者 　 篠島 渚紗  は高校生のポイントによる出場権獲得者

　 新井 朝海  

※音威子府大会は 　  

　 SAJ_TO No.1 　  

   ポイント順による 　 　 　

　 　 　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 プラス４名

　

※学連登録選手でポイント獲得者・学連枠獲得者は明記してません。

※道予選権利獲得者が参加辞退の場合は、繰り上がって次の選手となりますのご確認ください。

※全日本音威子府大会の申込は、12月5まで、北海道スキー連盟へ申し込みください。

　  　 　 　

　  

SPポイント４２９．９６か、トータルポイント１４９．９２以内

※全日本音威子府大会の男子スプリント(F)・10km(Ｃ)マス・スタート・15km(Ｆ)パシュート及び女子スプリント(F)・5km(Ｃ)マス・スタート
　　・10km(Ｆ)パシュートは北海道スキー選手権にエントリーした者より選出するとし、2022/2023シーズンSAJ_TO/NO.1ポイント
    リスト順（待機者リスト含む)により、都道府県枠は北海道登録者(学連除く)より選出し、開催枠は学連登録者も含め選出する。
　　したがって、全日本(音威子府)大会に出場希望する者は、北海道スキー選手権大会(12月2日締切)に申込みを済ませること。

開催地元枠

※SAJ_TO/NO.1
ポイントリスト順

第１０１回全日本スキー選手権大会（クロスカントリー種目）　北海道出場枠（女子）

音威子府大会 十日町大会

種  目

SPポイント２１６．７６か、トータルポイント１２４．０６以内


