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101 清水　悠月 新井高校 138 青木　陽尚 八海高校 169 谷地　　宙 盛岡中央高校 200 清水亜久里 ユーグレナスキー部

102 久保田真知子 野沢温泉中学校 139 村田　浩道 日産テクニカルセンター 170 北村健士郎 東洋大学 201 永井　秀昭 岐阜日野自動車ＳＣ

103 佐藤　美月 札幌ジャンプ少年団 140 板倉　勝音 新井高校 171 山元　一馬 全日本学生スキー連盟 202 加藤　大平 サッポロノルディックSC

104 工藤　稀凜 花輪高校 141 米田　啓拳 盛岡大学 172 近田　隼人 早稲田大学 203 渡部　剛弘 ガリウムスキークラブ

105 中村　安寿 東海大学付属札幌高校 142 山中　隆寛 専修大学 173 村上　純人 法政大学 204 山元　　豪 ダイチ

106 沢谷　亜海 余市紅志高校 143 横川　大也 白馬高校 174 山田　和也 東洋大学

107 宮嶋　林湖 白馬中学校 144 高橋　佳佑 盛岡中央高校 175 傳田　翁玖 岐阜日野自動車ＳＣ

108 葛西　春香 札幌ジャンプ少年団 145 上原　拓真 近畿大学 176 尾形　優也 東海大学

109 村上　優空 盛岡中央高校 146 森　　鷲太 盛岡中央高校 177 奥村　大樹 近畿大学

110 葛西　優奈 札幌ジャンプ少年団 147 重田　　宙 日本大学 178 小山　　祐 岐阜日野自動車ＳＣ

111 宮﨑　彩音 野沢温泉中学校 148 小柳　　大 専修大学 179 渡部　大輝 明治大学

149 小舘　冬歩 花輪高校 180 柴草　陽祐 盛岡市スキー協会

150 桃木　昴太 日本大学 181 三ケ田泰良 明治大学

No. 氏　　名 所　　　属 151 山中　規暉 東海大学付属札幌高校 182 湊　　祐介 東京美装グループスキー部

121 鈴木　寛太 小谷中学校 152 清水　建吾 日本大学 183 山本　侑弥 飯山高校

122 深澤　駿太 小谷中学校 153 佐藤　成美 明治大学 184 西方　優人 野沢温泉中学校

123 矢口　昴太 小谷中学校 154 千葉　悠希 下川商業高校 185 畔上　祥吾 飯山高校

124 髙橋　秀人 近畿大学 155 清水　航太 早稲田大学 186 片桐　優人 野沢温泉中学校

125 平田　悠理 小谷中学校 156 宮崎　翔太 東京農業大学 187 辻　　創太 札幌ジャンプ少年団

126 宮﨑　　諒 飯山高校 157 東澤　優輝 東海大学 188 片桐　隼人 野沢温泉中学校

127 小林　龍尚 盛岡中央高校 158 髙澤　　健 飯山高校 189 小林朔太郎 長野原高校

128 千葉　大輝 札幌ジャンプ少年団 159 古谷　友希 明治大学 190 松沢　大翔 白馬高校

129 陸川　大空 新井高校 160 湯瀬　晃成 小坂高校 191 竹花　大松 東海大学付属札幌高校

130 中村　愛斗 飯山高校 161 村本　直樹 明治大学 192 木村　幸大 花輪高校

131 安保　　光 花輪高校 162 山元　令壱 日本大学 193 曽根原　郷 東京美装グループスキー部

132 椙本信太郎 専修大学 163 栗田　将喜 近畿大学 194 傳田　英郁 早稲田大学

133 大山　陽平 明治大学 164 塩島　槙人 國學院大學 195 永峯　寿樹 明治大学

134 小野沢泰雅 山之内中学校 165 佐藤　友星 下川商業高校 196 山本　涼太 早稲田大学

135 佐藤　　瑶 明治大学 166 小林　響平 法政大学 197 湯瀬　　瞬 日本大学

136 国井　昌樹 富士通川崎 167 藤本　智元 龍谷大学 198 木村　吉大 専修大学

137 榎本　大斗 八海高校 168 永井　陽一 八幡平市スキー連盟 199 中村　優斗 明治大学
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