
No. 氏　　名 所　　　属 No. 氏　　名 所　　　属 No. 氏　　名 所　　　属 No. 氏　　名 所　　　属

201 笹川　笑子 白馬中学校 221 髙橋　浩貴 余市紅志高校 252 千葉　大輝 札幌ジャンプ少年団 283 傳田　翁玖 岐阜日野自動車ＳＣ

202 池田　葉月 赤井川中学校 222 山﨑叶太郎 上越教育大学付属中学校 253 小林　龍尚 盛岡中央高校 284 小山　　祐 岐阜日野自動車ＳＣ

203 畔上　沙那 飯山高校 223 加茂　貴裕 大阪大学 254 陸川　大空 新井高校 285 西方　優人 飯山高校

204 松倉　后杏 白馬高校 224 木村　航大 花輪高校 255 千葉　悠希 下川商業高校 286 谷地　　宙 盛岡中央高校

205 松沢　　幸 白馬中学校 225 池田　龍生 蘭越町スキー連盟 256 横川　大也 白馬高校 287 小館　冬歩 花輪高校

206 胡桃　甘奈 小谷中学校 226 中村　正幹 札幌ジャンプ少年団 257 山中　隆寛 専修大学 288 山本　侑弥 飯山高校

207 佐藤　美月 札幌ジャンプ少年団 227 上村　亮介 さくら不動産株式会社 258 小柳　　大 専修大学 289 竹花　大松 東海大学付属札幌高校

208 沢谷　亜海 サッポロノルディックSC 228 森野　幹登 札幌ジャンプ少年団 259 栗田　将喜 近畿大学 290 畔上　祥吾 飯山高校

209 久保田真知子 飯山高校 229 加藤　大志 雄山高校 260 東澤　優輝 東海大学 291 松沢　大翔 白馬高校

210 工藤　稀凜 花輪高校 230 村田　浩道 日産テクニカルセンター 261 村本　直樹 明治大学 292 小林朔太郎 長野原高校

211 中村　安寿 東海大学 231 森井　　洋 東京大学運動会スキー部 262 重田　　宙 日本大学 293 木村　幸大 花輪高校

212 清水　悠月 新井高校 232 下川　慎司 白馬高校 263 清水　航太 早稲田大学 294 永井　秀昭 岐阜日野自動車ＳＣ

213 村上　優空 明治大学 233 山川　伶欧 妙高中学校 264 髙澤　　健 日本大学 295 湯瀬　　瞬 日本大学

214 宮嶋　林湖 白馬中学校 234 髙橋　剛流 米沢工業高校 265 中村　愛斗 飯山高校 296 永峯　寿樹 明治大学

215 葛西　優奈 札幌ジャンプ少年団 235 山口　智也 九里学園高校 266 古谷　友希 明治大学

216 葛西　春香 札幌ジャンプ少年団 236 髙田　雄生 札幌ジャンプ少年団 267 佐藤　　瑶 明治大学

217 宮﨑　彩音 飯山高校 237 工藤　颯悠 法政大学 268 湯瀬　晃成 小坂高校

238 佐藤　瑞樹 小坂高校 269 山中　規暉 東海大学付属札幌高校

239 国井　昌樹 富士通川崎 270 小林　響平 法政大学

240 深澤　駿太 小谷中学校 271 山元　令壱 日本大学

241 矢口　昴太 小谷中学校 272 村上　純人 法政大学

242 榎本　大斗 八海高校 273 宮﨑　　諒 飯山高校

243 鈴木　寛太 小谷中学校 274 清水　建吾 日本大学

244 平田　悠理 小谷中学校 275 山元　一馬 早稲田大学

245 青木　陽尚 八海高校 276 佐藤　友星 日本大学

246 辻　　創太 札幌ジャンプ少年団 277 尾形　優也 東海大学

247 板倉　勝音 新井高校 278 永井　陽一 八幡平市スキー連盟

248 安保　　光 花輪高校 279 山田　和也 東洋大学

249 小野沢泰雅 山之内中学校 280 柴草　陽祐 盛岡工業高校（職員）

250 高橋　佳佑 盛岡中央高校 281 三ケ田泰良 明治大学

251 森　　鷲太 専修大学 282 湊　　祐介 阿仁スキークラブ

【男子組】

第３７回全日本コンバインド大会　スタートリスト
【女子組】 【男子組】 【男子組】



No. 組 氏　　名 所　　　属 No. 組 氏　　名 所　　　属 No. 組 氏　　名 所　　　属

1 女 胡桃　甘奈 小谷中学校 35 少 中村　正幹 札幌ジャンプ少年団 67 成 古谷　友希 明治大学

2 女 松倉　后杏 白馬高校 36 成 工藤　颯悠 法政大学 68 少 湯瀬　晃成 小坂高校

3 女 畔上　沙那 飯山高校 37 少 小野沢泰雅 山ノ内中学校 69 成 山元　令壱 日本大学

4 女 池田　葉月 赤井川中学校 38 成 村上　純人 法政大学 70 成 山元　一馬 早稲田大学

5 女 佐藤　美月 札幌ジャンプ少年団 39 成 国井　昌樹 富士通川崎 71 成 小林　響平 法政大学

6 女 工藤　稀凜 花輪高校 40 少 深澤　駿太 小谷中学校 72 少 宮﨑　　諒 飯山高校

7 女 沢谷　亜海 サッポロノルディックSC 41 少 榎本　大斗 八海高校 73 成 清水　建吾 日本大学

8 女 久保田真知子 飯山高校 42 少 矢口　昴太 小谷中学校 74 成 尾形　優也 東海大学

9 女 中村　安寿 東海大学 43 少 平田　悠理 小谷中学校 75 成 佐藤　友星 日本大学

10 女 清水　悠月 新井高校 44 少 鈴木　寛太 小谷中学校 76 成 永井　陽一 八幡平市スキー連盟

11 女 村上　優空 明治大学 45 少 辻　　創太 札幌ジャンプ少年団 77 成 山田　和也 東洋大学

12 女 葛西　優奈 札幌ジャンプ少年団 46 少 青木　陽尚 八海高校 78 成 柴草　陽祐 盛岡工業高校（職員）

13 女 葛西　春香 札幌ジャンプ少年団 47 少 板倉　勝音 新井高校 79 成 三ケ田泰良 明治大学

14 女 宮﨑　彩音 飯山高校 48 少 安保　　光 花輪高校 80 成 湊　　祐介 阿仁スキークラブ

49 少 千葉　大輝 札幌ジャンプ少年団 81 成 傳田　翁玖 岐阜日野自動車ＳＣ

50 少 千葉　悠希 下川商業高校 82 成 小山　　祐 岐阜日野自動車ＳＣ

51 成 森　　鷲太 専修大学 83 少 西方　優人 飯山高校

No. 組 氏　　名 所　　　属 52 成 栗田　将喜 近畿大学 84 少 小館　冬歩 花輪高校

21 成 村田　浩道 日産テクニカルセンター 53 少 陸川　大空 新井高校 85 少 山本　侑弥 飯山高校

22 少 下川　慎司 白馬高校 54 少 高橋　佳佑 盛岡中央高校 86 少 谷地　　宙 盛岡中央高校

23 少 加藤　大志 雄山高校 55 成 小柳　　大 専修大学 87 少 畔上　祥吾 飯山高校

24 少 木村　航大 花輪高校 56 少 小林　龍尚 盛岡中央高校 88 少 竹花　大松 東海大学付属札幌高校

25 少 髙田　雄生 札幌ジャンプ少年団 57 成 山中　隆寛 専修大学 89 少 松沢　大翔 白馬高校

26 少 髙橋　剛流 米沢工業高校 58 少 中村　愛斗 飯山高校 90 少 小林朔太郎 長野原高校

27 少 池田　龍生 蘭越町スキー連盟 59 成 清水　航太 早稲田大学 91 成 永峯　寿樹 明治大学

28 少 髙橋　浩貴 余市紅志高校 60 成 重田　　宙 日本大学 92 成 湯瀬　　瞬 日本大学

29 少 山川　伶欧 妙高中学校 61 少 横川　大也 白馬高校

30 成 上村　亮介 さくら不動産株式会社 62 成 髙澤　　健 日本大学

31 少 山口　智也 九里学園高校 63 成 佐藤　　瑶 明治大学

32 少 佐藤　瑞樹 小坂高校 64 少 山中　規暉 東海大学付属札幌高校

33 少 森野　幹登 札幌ジャンプ少年団 65 成 村本　直樹 明治大学

34 少 山﨑叶太郎 上越教育大学付属中学校 66 成 東澤　優輝 東海大学

男子組(少年・成年)

第８回名寄コンバインドチャンピオン競技会　スタートリスト
女子組 男子組(少年・成年) 男子組(少年・成年)


