
SAJコード 組別 氏　　名 所　　　　属

01100111 女子 松橋　　亜希 (株)ドリームリンク

01100088 女子 小林　　諭果 CHINTAIスキークラブ

01100260 女子 茂野　　美咲 CHINTAIスキークラブ

01100919 女子 清水　　悠月 新井高校

01100844 女子 久保田真知子 飯山高校

01100846 女子 宮﨑　　彩音 飯山高校

01100783 女子 畔上　　沙那 飯山高校

01100468 女子 岩佐　　明香 大林組スキー部

01100867 女子 山本　沙弥香 健大高崎高校

01100636 女子 成田　　　楓 小坂町スキークラブ

01101040 女子 池田　　葉月 札幌ジャンプ少年団

01101103 女子 佐藤　　柚月 札幌ジャンプ少年団

01100693 女子 五十嵐　彩佳 札幌大学

01100905 女子 佐藤　　美月 札幌日大高校

01100849 女子 沢谷　　亜海 サッポロノルディックスキークラブ

01101009 女子 津志田　　詩 下川ジャンプ少年団

01101007 女子 岩崎　　里胡 下川ジャンプ少年団

01101010 女子 中山　　　和 下川ジャンプ少年団

01101075 女子 齋藤　　　優 下川ジャンプ少年団

01100908 女子 池田　　光希 下川商業高校

01100885 女子 津志田　　雛 下川商業高校

01100822 女子 勢藤　　理桜 下川商業高校

01100016 女子 平山　友梨香 信託ホームスキー部

01100851 女子 中村　　安寿 東海大学

01100545 女子 渡邉　　　陽 東海大学

01100904 女子 葛西　　優奈 東海大札幌高校

01100903 女子 葛西　　春香 東海大札幌高校

01100803 女子 重田　　　風 長野原高校

01100964 女子 松倉　　后杏 白馬高校

01100911 女子 松沢　　　幸 白馬高校

01100912 女子 宮嶋　　林湖 白馬高校

01100977 女子 一戸　くる実 花園中学校

01100787 女子 矢部　　凜香 盛岡中央高校

01100888 女子 櫻井　　梨子 余市紅志高校

01101073 女子 三上　　琳加 余市ジャンプ少年団

01100728 女子 松本　　祐依 早稲田大学

01100668 女子 大井　　　栞 早稲田大学
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【女子組】　エントリー３７名



SAJコード 組別 氏　　名 所　　　　属

01100071 男子 船木　　和喜 ＦＩＴ　ＳＫＩ

01100104 男子 馬淵　　　源 秋田ゼロックス

01100008 男子 湊　　　祐介 阿仁スキークラブ

01100915 男子 矢口　　昴太 飯山高校

01100922 男子 中澤　　拓哉 飯山高校

01100819 男子 山本　　侑弥 飯山高校

01100924 男子 小野沢　泰雅 飯山高校

01100784 男子 畔上　　祥吾 飯山高校

01100845 男子 西方　　優人 飯山高校

01100785 男子 宮﨑　　　諒 飯山高校

01100102 男子 馬淵　　　点 イトイ産業

01100033 男子 山田　　勇也 ガーデン鈴木

01101044 男子 成田　　　絆 鹿角ジャンプ少年団

オープン 男子 ファン　ソクジェ 韓国スキー協会

01100165 男子 傳田　　翁玖 岐阜日野自動車ＳＣ

01100249 男子 小山　　　祐 岐阜日野自動車ＳＣ

01100715 男子 池田　　龍生 慶應義塾大学

01100137 男子 内藤　　智文 古河市スキー協会

01100759 男子 上村　　亮介 さくら不動産株式会社

01101042 男子 坂野　　旭飛 札幌ジャンプ少年団

01100971 男子 森野　　幹登 札幌ジャンプ少年団

01100970 男子 中村　　正幹 札幌ジャンプ少年団

01100969 男子 髙田　　雄生 札幌ジャンプ少年団

01101043 男子 森　　　恢晟 札幌ジャンプ少年団

01100688 男子 黒川　　　龍 札幌大学

01100058 男子 鈴木　　　翔 札幌手稲スキー協会

01100906 男子 千葉　　大輝 札幌日大高校

01100781 男子 楢木　　遊太 札幌日大高校

01100778 男子 大井　　　駿 札幌日大高校

01101011 男子 松本　　晃典 下川ジャンプ少年団

申請中 男子 西田　蓮太郎 下川ジャンプ少年団

01101076 男子 佐藤　　虹斗 下川ジャンプ少年団

01100780 男子 千葉　　悠希 下川商業高校

01100884 男子 鴨田　　大綺 下川商業高校

01100743 男子 日下　　瑠基 下川商業高校

01100744 男子 工藤　　漱太 下川商業高校

01100782 男子 二階堂　　蓮 下川商業高校

01100183 男子 竹内　　　択 team taku

01100599 男子 安澤　　翔一 町立下川病院

01100540 男子 伊藤　　将充 土屋ホーム

01100070 男子 葛西　　紀明 土屋ホーム

01100419 男子 小林　　陵侑 土屋ホーム

01100718 男子 山中　　規暉 東海大学

≪スタートリストではありません≫

【男子組】　エントリー８６名
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SAJコード 組別 氏　　名 所　　　　属

01100566 男子 東澤　　優輝 東海大学

01100667 男子 斉藤　　祐輝 東海大学

01100721 男子 高橋　　佳佑 東海大学

01100541 男子 尾形　　優也 東海大学

01100690 男子 西森　　海翔 東海大学

01100611 男子 山川　　太朗 東海大学

01100703 男子 宮﨑　　敬太 東海大学

01100716 男子 藤田　慎之介 東海大学

01100907 男子 辻　　　創太 東海大札幌高校

01100779 男子 竹花　　大松 東海大札幌高校

01100196 男子 曽根原　　郷 東京美装グループスキー部

01100388 男子 渡部　　陸太 東京美装グループスキー部

01100477 男子 駒場　　信哉 東京美装グループスキー部

01100030 男子 渡部　　弘晃 東京美装グループスキー部

01100923 男子 山本　　　礼 長野原高校

01100635 男子 湯瀬　　　瞬 日本大学

01100617 男子 相生　　啓佑 日本大学

01100708 男子 佐藤　　友星 日本大学

01100887 男子 山根　　和治 日本大学

01100913 男子 鈴木　　寛太 白馬高校

01100914 男子 平田　　悠理 白馬高校

01100793 男子 下川　　慎司 白馬高校

01100094 男子 永井　　陽一 八幡平市スキー連盟

01100832 男子 木村　　幸大 花輪高校

01100925 男子 海沼　　史人 花輪高校

01100830 男子 安保　　　光 花輪高校

01100833 男子 小舘　　冬歩 花輪高校

01100967 男子 成田　　健太 花輪高校

01100928 男子 木村　　航大 花輪高校

01100023 男子 細田　将太郎 北翔大学スキークラブ

01100383 男子 和田　　全功 北海道メディカル･スポーツ専門学校

01101031 男子 伊藤　　煌牙 松尾中学校スキー部

01100528 男子 渡部　　大輝 明治大学

01100558 男子 中村　　優斗 明治大学

01100500 男子 永峯　　寿樹 明治大学

01100629 男子 栗田　　力樹 明治大学

01100325 男子 永井　　健弘 盛岡市役所

01100776 男子 小林　　龍尚 盛岡中央高校

01100035 男子 伊藤　謙司郎 雪印メグミルクスキー部

01100195 男子 清水　礼留飛 雪印メグミルクスキー部

01100012 男子 原田　　侑武 雪印メグミルクスキー部

01100075 男子 伊東　　大貴 雪印メグミルクスキー部

01100847 男子 髙橋　　浩貴 余市紅志高校

【男子組】　エントリー８６名
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