
令和４年度白馬村スポーツ功労賞受賞者

種目：マウンテンバイク 種目：アルペン

種目：クロスカントリー 種目：スノーボード

種目：アルペン

第34回全日本自転車競技選手権
　　　　　　　マウンテンバイク
XCO　男子　U23　優勝

第77回国民体育大会冬季大会
　　　　　　　　　　スキー競技会
ジャイアントスラローム　優勝

第59回全国中学校スキー大会
4×5㎞　リレー　優勝

第34回全国高等学校
　　　　　　　選抜スキー大会
スラローム　優勝

JSBA第40回全日本スノーボード
　　　　　　　　　選手権大会
ジャイアントスラローム　優勝

所属：白馬中学校 所属：白馬高校

所属：DreamSeekerMTB
　　　RacingTeam 所属：法政大学

所属：白馬高校

北林
　きたばやし

　力
　りき

切久保
　　　きりくぼ

　仁朗
　　じんろう

花澤
　はなざわ

　楓也
　　ふうや

大島
　おおしま

　ひなの

切久保
　　　きりくぼ

　絆
きずな



令和４年度白馬村スキースポーツ育成振興奨励金受賞者

奨励賞 セクション 順位 氏名 ふりがな 所属 種目 大会名

3 SL 第59回全国中学校スキー大会

4 SL
JOCジュニアオリンピックカップ
2022全日本ジュニアスキー選手権大会

2 ｱﾙﾍﾟﾝ 5 太田　朱里 おおた　あかり 白馬高 GS 第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会

5 5㎞F 天皇杯第100回全日本スキー選手権

1 5㎞C 第74回長野県高等学校スキー選手権大会

3 ﾘﾚｰ 第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会

6 5㎞C 第71回全国高等学校スキー大会

5 5㎞C

4 10㎞F

4 SPF

6 5㎞C

2 5㎞Ｆ

1 3㎞C

1 3㎞Ｆ

4 3㎞C

2 3㎞F

5 5㎞F 全日本ジュニアスキー選手権大会

5 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 3 髙橋　陽和 たかはし　ひより 白馬中 3㎞C 第59回全国中学校スキー大会

6 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 6 橋本　夏凛 はしもと　かりん 白馬中 3㎞F 第59回全国中学校スキー大会

2 2.5㎞C

5 2.5㎞F

9 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 4 松井　暖果 まつい　はるか 北小 2.5㎞F 全日本ジュニアスキー選手権大会

10
ｽﾍﾟｼｬﾙ
ｼﾞｬﾝﾌﾟ

1 中村　琉聖 なかむら　るい 南小 SJ 長野県小学生スペシャルジャンプ選手権大会

11
ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ

1 糸氏　琉人 いとうじ　りゅうと 白馬中 CB
第60回長野県中学校総合体育大会
冬季大会スキー競技会

12 ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ 2 八田　登生 はった　とおい 白馬高 ﾊｰﾌﾊﾟｲﾌﾟ FISｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ2022さっぽろばんけい

1 ｱﾙﾍﾟﾝ 丸山　愛季 まるやま　あいき 白馬中

3 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 鎌倉　春音 かまくら　はるね 白馬高

4 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 松沢　意 まつざわ　こころ 白馬中

優勝

ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ

2

白馬中

8 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 山崎　真桜 やまざき　まお 北小 全日本ジュニアスキー選手権大会

第34回全国高等学校選抜スキー大会

全日本ジュニアスキー選手権大会

第59回全国中学校スキー大会

ﾘﾚｰ
3×3㎞

第60回長野県中学校総合体育大会
冬季大会スキー競技会

第60回長野県中学校総合体育大会
冬季大会スキー競技会

第59回全国中学校スキー大会
ﾘﾚｰ

4×3㎞

7

髙橋　陽和 たかはし　ひより

まつざわ　こころ

はしもと　かりん

松沢　意

橋本　夏凛



会長賞

セクション 順位 氏名 ふりがな 所属 大会名

1 アルペン 4 中村　晏 なかむら　あん 南小 志賀高原少年スキー大会

2 アルペン 3 塩島　ゆめ しおじま　ゆめ 北小 長野県小学生アルペン選手権大会

3 アルペン 3 田内　麗桜奈 たうち　りおな 南小 志賀高原少年スキー大会

4 アルペン 2 加田　遥歩 かだ　はるほ 北小 長野県小学生アルペン選手権大会

5 アルペン 3 田中　旭 たなか　あさひ 北小 長野県小学生アルペン選手権大会

6 アルペン 6 渡邊　善大 わたなべ　ぜんた 南小 志賀高原少年スキー大会

7 アルペン 4 吉沢　和奏 よしざわ　わかな 北小 長野県小学生アルペン選手権大会

8 アルペン 6 吉沢　和花 よしざわ　のどか 北小 志賀高原少年スキー大会

9 アルペン 5 丸山　侑大 まるやま 　ゆうだい 北小 志賀高原少年スキー大会

10 アルペン 4 田内　茉桜奈 たうち　まおな 南小 志賀高原少年スキー大会

11 アルペン 5 国本　廉太郎 くにもと　れんたろう 白馬中 長野県中学校総合体育大会

12 ジャンプ 2 平岡　典 ひらおか　てん 北小 野沢温泉少年スキー大会

13 ジャンプ 優勝 西澤　希陸 にしざわ りく 白馬中 長野県中学校総合体育大会

14 クロスカントリー 優勝 小山　廉斗 こやま　れんと 南小 志賀高原少年スキー大会

15 クロスカントリー 4 松沢　迅 まつざわ じん 北小 野沢温泉少年スキー大会

16 クロスカントリー 5 松中　要 まつなか かなめ 南小 野沢温泉少年スキー大会

17 クロスカントリー 6 高田　丈 たかだ　じょう 南小 野沢温泉少年スキー大会

18 クロスカントリー 3 小山　大斗 こやま　だいと 南小 志賀高原少年スキー大会

19 クロスカントリー 6 山田　爽野 やまだ　そうや 北小 志賀高原少年スキー大会

20 クロスカントリー 4 佐藤　なら さとう なら 北小 志賀高原少年スキー大会

21 クロスカントリー 3 林　真穂 はやし　まほ 南小 志賀高原少年スキー大会

22 クロスカントリー 4 伊藤　菜月 いとう なつき 南小 野沢温泉少年スキー大会

23 クロスカントリー 3 丸山　カリザ華良 まるやま かりざから 北小 志賀高原少年スキー大会

24 クロスカントリー 6 岡田　桜月 おかだ　さつき 北小 志賀少年クロスカントリー大会

25 クロスカントリー 優勝 北小 志賀高原少年スキー大会（リレー）

26 クロスカントリー 4 南小 志賀高原少年スキー大会（リレー）

27 クロスカントリー 3 白馬中 長野県中学校総合体育大会（リレー）

28 クロスカントリー 優勝 白馬中 長野県中学校総合体育大会（リレー）

29 クロスカントリー 5 白馬中 長野県中学校総合体育大会（リレー）

30 フリースタイル 優勝 原　つばさ はら　つばさ 白馬中 HSCフリースタイル選手権大会

31 スノーボード 4 吉川　美弥 よしかわ　みや 白馬中 北海道スキー選手権大会

特別賞

セクション 順位 氏名 ふりがな 所属 大会名

1 アルペン 優勝 津野尾　広大 つのお　こうだい 白馬高 全国高等学校選抜スキー大会

令和４年度白馬村スキークラブ会長賞及び特別賞受賞者

白馬北小学校 混合（松沢・前田・山崎・松井）

白馬南小学校 混合（小山・松中・林・草本）

白馬中学校 男子（花澤・山田・前田（志）・（怜））

白馬中学校 女子Ａ（髙橋・松沢・橋本）

白馬中学校 女子Ｂ（礒江・佐々木・小林）


