
協賛会社名 商品名

株式会社齊藤興業　様 米内商店　前沢牛すきやき肉 小学生の部（5年生-女子） 佐藤 海菜 サトウ ミイナ

株式会社齊藤興業　様
フレッシュふじむら

果物盛り合わせ
小学生の部（4年生-女子） 三政 湖乃美 ミマサ コノミ

小学生の部（5年生-男子） 丹波 颯悟 タンバ ソウゴ

幼児の部（年中-女子） 神 花霞 ジン カスミ

小学生の部（4年生-男子） 工藤 世琉 クドウ セル

小学生の部（5年生-男子） 佐藤 瑛太 サトウ エイタ

小学生の部（1年生-男子） 加藤 航平 カトウ コウヘイ

小学生の部（6年生-男子） 碩 来琥 セキ ライト

高校生の部-女子 加藤 寧琉 カトウ ネイル

小学生の部（4年生-女子） 小畑 心楓 オバタ コノカ

高校生の部-女子 瀧田 栞 タキタ シオリ

小学生の部（5年生-女子） 加藤 咲来 カトウ サラ

小学生の部（4年生-男子） 西成 陸 ニシナリ リク

小学生の部（4年生-男子） 熊谷 翔太 クマガイ ショウタ

北日本建機工業

株式会社　様

門崎熟成肉格之進

金格ハンバーグ5個セット
小学生の部（1年生-男子） 阿部 湊丞 アベ ソウスケ

ユニック北東北販売

株式会社　様

門崎熟成肉格之進

金格ハンバーグ5個セット
小学生の部（5年生-女子） 阿部 心美 アベ ココミ

株式会社齊藤興業　様 純情米いわて　金色の風

当選者　氏名

豪華食品大抽選会　当選者発表！！
※後日自宅宛に賞品が届きます。お楽しみに！

有限会社

新菱和運送　様
中村屋　海宝漬

株式会社

藤孝産業　様

フィリップフード

ハム詰め合わせセット

第１０回　東北ジュニアＣＵＰ

株式会社サイコー　様
喜久福

4種詰合せ30ヶ入

グローバルキャピタル

株式会社　様
中村屋　黄金漬け



協賛会社名 商品名

小学生の部（6年生-男子） 鈴木 我久登 スズキ ガクト

小学生の部（3年生-女子） 舟口 ゆきね フナグチ ユキネ

中学生の部-女子 川崎 遥 カワサキ ハルカ

中学生の部-男子 清野 春幹 セイノ ハルキ

幼児の部（年長-女子） 清水 幸結 シミズ サユ

小学生の部（6年生-女子） 金森 心音 カナモリ ココネ

幼児の部（年長-男子） 鎌田 絆想 カマダ イット

小学生の部（6年生-男子） 鹿内 蒼斗 シカナイ アオト

小学生の部（4年生-女子） 菅原 寿里 スガワラ コトリ

小学生の部（5年生-男子） 金子 怜太 カネコ リョウタ

株式会社　一般公害

集配センター　様

有限会社一関ミート

ギフトセット
小学生の部（1年生-女子） 羽賀 菜夏 ハガ ナナカ

小学生の部（5年生-男子） 大村 悠悟 オオムラ ユウゴ

小学生の部（1年生-男子） 手塚 莉玖 テヅカ リク

第一清掃株式会社　様
味の海翁堂

八戸せんべい汁シャモロック鍋
幼児の部（年長-女子） 菅原 翠 スガワラ スイ

中学生の部-男子 後藤 瑛翔 ゴトウ エイト

小学生の部（1年生-男子） 山下 然 ヤマシタ ゼン

小学生の部（4年生-男子） 鈴木 翔大 スズキ カイト

株式会社只越　様 ポカリスエット24本入り 小学生の部（4年生-女子） 高橋 茉梨愛 タカハシ マリア

佐藤税理士法人　様
雫石牛もりおかあじわい

林檎ポーク焼肉用
小学生の部（5年生-男子） 今藤 尊哉 コンドウ タカヤ

当選者　氏名

株式会社　青森廃棄物

処理センター　様
りんごジュース30本入り

株式会社

ジェイエイエス　様

ヤマモト食品

ねぶた漬詰め合わせ3個入

一般社団法人

廃棄物管理業協会　様

551蓬莱（ほうらい）

豚まん4個セット



協賛会社名 商品名

小学生の部（3年生-男子） 長尾 奏佑 ナガオ ソウスケ

中学生の部-男子 鈴木 栞汰 スズキ カンタ

小学生の部（2年生-男子） 戸田 結仁 トダ ユイト

小学生の部（3年生-女子） 門脇 桜子 カドワキ サクラコ

幼児の部（年長-男子） 須田 然 スダ ゼン

小学生の部（3年生-男子） 髙橋 悠翔 タカハシ ハルト

株式会社兼平製麺所　様 純米めんセット 小学生の部（5年生-男子） 鷲谷 秀晟 ワシタニ シュウセイ

株式会社g・plus　様 レッドブル250ml×24本 小学生の部（1年生-男子） 新山 陽斗 ニイヤマ ハルト

小学生の部（4年生-女子） 朽木 天 クチキ テン

小学生の部（2年生-男子） 日脇 悠斗 ヒワキ ユウト

株式会社　スポーツ

ブレイン　様
純米めんセット 小学生の部（4年生-男子） 高橋 由大 タカハシ ユウダイ

★当選者の皆様へお願い★

ご協賛各社への報告、次年度の大会用告知等に使用させていただきたいと思いますので、

ぜひ下記のご協力をお願いしたいと思います。

・当選賞品と一緒に写真撮影のお願い。（選手・家族でもOK）

・撮影した写真を、東北スノーボード協会宛にメール送信のお願い。

※メール配信時に大会や協賛各社様へメッセージ等あればご記入いただき送信をお願いいたします。

　

■送信先：東北スノーボード協会

　MAIL：tsba@rose.ocn.ne.jp

蒲野建設株式会社　様 短角牛　ロース　白金豚セット

当選者　氏名

有限会社田村工務店　様
岩手短角牛焼肉700ｇ

ウインナー4種セット

コスモ・セブン

株式会社　様
岩泉ヨーグルト2㎏


