
【女子組】
SAJコード 組別 氏　　名 所　　　　属

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

01100016 女子 平山　友梨香 HITOWAホールディングス

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

01100696 女子 御家瀬　　恋 イトイ産業

01100908 女子 池田　　光希 上川中学校

01100867 女子 山本　沙弥香 群馬スキー連盟

01100636 女子 成田　　　楓 小坂町スキークラブ

01100904 女子 葛西　　優奈 札幌ジャンプ少年団

01100903 女子 葛西　　春香 札幌ジャンプ少年団

01100905 女子 佐藤　　美月 札幌ジャンプ少年団

01100693 女子 五十嵐　彩佳 札幌大学

01100728 女子 松本　　祐依 札幌日大高校

01100885 女子 津志田　　雛 下川ジャンプ少年団

01100822 女子 勢藤　　理桜 下川商業高校

01100742 女子 鴨田　　鮎華 下川商業高校

01100851 女子 中村　　安寿 東海大学

01100845 女子 渡邉　　　陽 東海大学

01100111 女子 松橋　　亜希 東海大学札幌スキークラブ

01100803 女子 重田　　　風 長野原高校

01100468 女子 岩佐　　明香 日本大学

01100912 女子 宮嶋　　林湖 白馬中学校

01100977 女子 一戸　くる実 花園中学校

01100712 女子 工藤　　稀凛 花輪高校

01100568 女子 丸山　　　希 明治大学

01100787 女子 矢部　　凜香 盛岡中央高校

01100888 女子 櫻井　　梨子 余市ジャンプ少年団

01100668 女子 大井　　　栞 早稲田大学

女子参加人数 ３１名

サンピラー国体記念第16回サマージャンプ大会
出場予定選手

≪スタートリストではありません≫



【男子組】
SAJコード 組別 氏　　名 所　　　　属

01100071 男子 船木　　和喜 ＦＩＴ　ＳＫＩ

01100967 男子 成田　　健太 安代中学校

01100008 男子 湊　　　祐介 アニスキークラブ

01100826 男子 陸川　　大空 新井高校

01100754 男子 板倉　　勝音 新井高校

01100819 男子 山本　　侑弥 飯山高校

01100785 男子 宮﨑　　　諒 飯山高校

01100845 男子 西方　　優人 飯山高校

01100784 男子 畔上　　祥吾 飯山高校

01100773 男子 中村　　愛斗 飯山高校

01100102 男子 馬淵　　　点 イトイ産業

01100162 男子 作山　　憲斗 北野建設スキー部

01100183 男子 竹内　　　択 北野建設スキー部

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

01100137 男子 内藤　　智文 古河市スキー協会

01100971 男子 森野　　幹登 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

申請中 男子 森　　　恢晟 札幌ジャンプ少年団

申請中 男子 中村　　正幹 札幌ジャンプ少年団

01100906 男子 千葉　　大輝 札幌ジャンプ少年団

01100907 男子 辻　　　創太 札幌ジャンプ少年団

01100385 男子 黒川　　暁稀 札幌大学

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

01100887 男子 山根　　和治 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

01100884 男子 鴨田　　大綺 下川ジャンプ少年団

01100780 男子 千葉　　悠希 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

01100540 男子 伊藤　　将充 土屋ホーム

01100419 男子 小林　　陵侑 土屋ホーム

01100070 男子 葛西　　紀明 土屋ホーム

01100421 男子 小山内　鴻佑 東海大学

01100566 男子 東澤　　優輝 東海大学

01100703 男子 宮﨑　　敬太 東海大学

01100667 男子 斉藤　　祐輝 東海大学

01100541 男子 尾形　　優也 東海大学

01100450 男子 木下　　雄登 東海大学

01100690 男子 西森　　海翔 東海大学

≪スタートリストではありません≫

サンピラー国体記念第1６回サマージャンプ大会
出場予定選手



【男子組】
SAJコード 組別 氏　　名 所　　　　属

01100611 男子 山川　　太朗 東海大学

01100718 男子 山中　　規暉 東海大学付属札幌高校

01100716 男子 藤田　慎之介 東海大学付属札幌高校

01100779 男子 竹花　　大松 東海大学付属札幌高校

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

01100750 男子 小林　朔太郎 長野原高校

01100599 男子 安澤　　翔一 名寄ジャンプクラブ

01100033 男子 山田　　勇也 ナレッジエクスポートスキー部

01100617 男子 相生　　啓佑 日本大学

01100793 男子 下川　　慎司 白馬高校

01100725 男子 松沢　　大翔 白馬高校

01100727 男子 横川　　大也 白馬高校

01100759 男子 上村　　亮介 白馬村スキークラブ

01100094 男子 永井　　陽一 八幡平市スキー連盟

01100769 男子 榎本　　大斗 八海高校

01100830 男子 安保　　　光 花輪高校

01100833 男子 小舘　　冬歩 花輪高校

01100928 男子 木村　　航大 花輪高校

01100832 男子 木村　　幸大 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

01100019 男子 竹花　　健汰 明円グループスキークラブ

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

01100719 男子 谷地　　　宙 盛岡中央高校

01100721 男子 高橋　　佳佑 盛岡中央高校

01100776 男子 小林　　龍尚 盛岡中央高校

01100195 男子 清水　礼留飛 雪印メグミルクスキー部

01100542 男子 佐藤　　慧一 雪印メグミルクスキー部

01100035 男子 伊藤　謙司郎 雪印メグミルクスキー部

01100039 男子 栃本　　翔平 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

01100715 男子 池田　　龍生 蘭越スキー連盟

男子参加人数 ８０名

サンピラー国体記念第1６回サマージャンプ大会
出場予定選手

≪スタートリストではありません≫


