
No 氏　　名 所　　　属 No 氏　　名 所　　　属 No 氏　　名 所　　　属 No 氏　　名 所　　　属
1 櫻井　羽奈 余市ジャンプ少年団 41 川上航太郎 札幌日大高校 81 眞正　　蓮 飯山高校 121 栗田　力樹 栃木県スポーツ協会
2 山﨑詩由衣 木島平中学校 42 横沢　雄咲 飯山高校 82 今村　賢斗 慶應義塾大学 122 宮﨑　敬太 東海大学
3 石黒　　愛 余市ジャンプ少年団 43 佐藤　友星 日本大学 83 千葉　大輝 札幌日大高校 123 竹内　　択 team taku
4 内田ここな 野沢温泉Jrスキークラブ 44 佐藤　瑞樹 日本大学 84 山﨑叶太郎 飯山高校 124 山川　太朗 東京美装グループスキー部
5 竹内　千穂 木島平中学校 45 日下　瑠基 しもかわドッとカム 85 竹村　治海 札幌ジャンプ少年団 125 葛西　紀明 土屋ホーム
6 佐藤ひなた 飯山高校 46 西田蓮太郎 下川ジャンプ少年団 86 鈴木　一世 飯山高校 126 内藤　智文 古河市スキー協会
7 長谷川芽依 下川ジャンプ少年団 47 久保田康太郎 飯山高校 87 森　　恢晟 東海大学附属札幌高校 127 二階堂　蓮 NSC札幌
8 三上　琳加 余市ジャンプ少年団 48 下川　慎司 日本体育大学 88 沢田　勇渡 金木中学校 128 清水礼留飛 雪印メグミルクスキー部
9 杉山　璃子 野沢温泉Jrスキークラブ 49 中澤　拓哉 飯山高校 89 松本　晃典 下川商業高校 129 伊藤　将充 土屋ホーム
10 沢谷　亜海 サッポロノルディックSC 50 楢木　遊太 札幌大学 90 千葉　悠希 日本大学 130 栃本　翔平 雪印メグミルクスキー部
11 日野森琥珀 小樽ジャンプ少年団 51 太田誇太郎 白馬高校 91 山中　規暉 東海大学 131 渡部　弘晃 東京美装グループスキー部
12 池田　葉月 札幌日大高校 52 工藤　琉翔 安代中学校 92 傳田　翁玖 岐阜日野自動車SC 132 岩佐　勇研 東京美装グループスキー部
13 宮﨑　彩音 早稲田大学 53 山本　宇宙 安代中学校 93 山根　和治 日本大学 133 伊東　大貴 雪印メグミルクスキー部
14 中村　安寿 東海大学 54 目時　羽琉 小谷中学校 94 辻　　創太 東海大学附属札幌高校 134 中村　直幹 東海大SC
15 藤元　彩子 金木中学校 55 糸氏　琉人 白馬中学校 95 桑田　　匠 五所川原農林高校 135 小林潤志郎 雪印メグミルクスキー部
16 葛西　優奈 東海大学附属札幌高校 56 深澤　駿太 白馬高校 96 中村　愛斗 明治大学 136 佐藤　慧一 雪印メグミルクスキー部
17 葛西　春香 東海大学附属札幌高校 57 髙橋　剛流 浅野板金 97 清水亜久里 ユーグレナスキー部 137 佐藤　幸椰 雪印メグミルクスキー部
18 岩崎　里胡 下川商業高校 58 富井　　孝 野沢温泉Jrスキークラブ 98 小山　　祐 岐阜日野自動車SC
19 佐藤　柚月 札幌ジャンプ少年団 59 鈴木　大翔 飯山高校 99 森野　幹登 札幌日大高校
20 齋藤　　優 下川商業高校 60 伊藤　煌牙 盛岡中央高校 100 原田　侑武 雪印メグミルクスキー部
21 渡邉　　陽 東部ダイハツグループ 61 小野沢泰雅 飯山高校 101 中村　正幹 東海大学附属札幌高校
22 五十嵐彩佳 札幌大学 62 杉山　律太 下川商業高校 102 安澤　翔一 町立下川病院
23 佐藤　美月 札幌日大高校 63 馬場　慎平 新井高校 103 曽根原　郷 東京美装グループスキー部
24 鴨田　鮎華 イトイ産業スキーチーム 64 鴨田　大綺 下川商業高校 104 船木　和喜 ＦＩＴ　ＳＫＩ
25 津志田　雛 下川商業高校 65 平田　悠理 白馬高校 105 斉藤　祐輝 東海大学
26 宮嶋　林湖 白馬高校 66 髙澤　　健 日本大学 106 坂野　旭飛 下川商業高校
27 池田　光希 下川商業高校 67 山川　伶欧 新井高校 107 山元　一馬 Suncollect
28 平山友梨香 信託ホームスキー部 68 中井　來輝 余市ジャンプ少年団 108 西森　海翔 東海大学
29 櫻井　梨子 余市紅志高校 69 西方　遥人 飯山高校 109 小林朔太郎 慶應義塾大学
30 大井　　栞 早稲田大学 70 夏堀　福也 慶應義塾高校 110 工藤　漱太 雪印メグミルクスキー部
31 茂野　美咲 CHINTAI スキークラブ 71 永井　陽一 八幡平市スキー連盟 111 池田　龍生 慶應義塾大学
32 中山　　和 下川商業高校 72 三上　託摩 余市ジャンプ少年団 112 小林　龍尚 土屋ホーム
33 岩佐　明香 大林組スキー部 73 永井　秀昭 岐阜日野自動車SC 113 細田将太郎 北翔大学スキークラブ
34 小林　諭果 CHINTAI スキークラブ 74 黒川　　龍 札幌大学 114 高橋　佳佑 東海大学
35 勢藤　優花 北海道ハイテクアスリートクラブ 75 小野沢秀太 飯山高校 115 永峯　寿樹 team taku

76 矢口　昴太 飯山高校 116 中村　優斗 COOTS株式会社
77 佐藤　虹斗 下川ジャンプ少年団 117 鈴木　　翔 札幌手稲スキー協会
78 鈴木　寛太 白馬高校 118 竹花　大松 土屋ホーム
79 竹村　健吾 菅平中学校 119 馬淵　　源 富士フイルムBI秋田
80 髙田　雄生 東海大学附属札幌高校 120 馬淵　　点 イトイ産業スキーチーム
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