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1 村上　優空 明治大学 41 鈴木　寛太 白馬高校 73 西田蓮太郎 下川ジャンプ少年団 105 日下　瑠基 下川商業高校

2 松倉　后杏 白馬高校 42 工藤　颯悠 法政大学 74 平田　悠理 白馬高校 106 永峯　寿樹 明治大学

3 畔上　沙那 飯山高校 43 髙橋　浩貴 余市紅志高校 75 板倉　勝音 大阪産業大学 107 鈴木　　翔 札幌手稲スキー協会

4 山本沙弥香 健大高崎高校 44 相生　啓佑 日本大学 76 小野沢泰雅 飯山高校 108 小林　龍尚 盛岡中央高校

5 重田　　風 長野原高校 45 山川　伶欧 妙高中学校 77 小柳　　大 専修大学 109 船木　和喜 ＦＩＴ　ＳＫＩ

6 鴨田　鮎華 イトイ産業 46 西方　優人 飯山高校 78 成田　　絆 小坂中学校 110 工藤　漱太 下川商業高校

7 松沢　　幸 白馬高校 47 川上航太郎 小樽ジャンプ少年団 79 山元　一馬 Suncollect 111 中村　優斗 明治大学

8 佐藤　美月 札幌日大高校 48 髙田　雄生 札幌ジャンプ少年団 80 松沢　大翔 明治大学 112 駒場　信哉 東京美装グループスキー部

9 矢部　凜香 盛岡中央高校 49 楢木　遊太 札幌日大高校 81 海沼　史人 花輪高校 113 曽根原　郷 東京美装グループスキー部

10 中村　安寿 東海大学 50 陸川　大空 新井高校 82 千葉　悠希 下川商業高校 114 栗田　力樹 明治大学

11 沢谷　亜海 サッポロノルディックSC 51 木村　吉大 専修大学 83 佐藤　瑞樹 小坂高校 115 馬淵　　点 イトイ産業

12 佐藤　柚月 札幌ジャンプ少年団 52 矢口　昴太 飯山高校 84 傳田　翁玖 岐阜日野自動車SC 116 山川　太朗 東海大学

13 池田　光希 下川商業高校 53 坂野　旭飛 札幌ジャンプ少年団 85 上村　亮介 さくら不動産株式会社 117 安澤　翔一 町立下川病院

14 櫻井　梨子 余市紅志高校 54 古谷　友希 明治大学 86 山中　隆寛 専修大学 118 山田　勇也 ガーデン鈴木

15 松本　祐依 早稲田大学 55 山本　建杜 東北大学学友会スキー部 87 中村　正幹 札幌ジャンプ少年団 119 宮﨑　敬太 東海大学

16 清水　悠月 新井高校 56 山元　令壱 日本大学 88 村上　純人 法政大学 120 西森　海翔 東海大学

17 津志田　雛 下川商業高校 57 髙澤　　健 日本大学 89 宮﨑　　諒 飯山高校 121 馬淵　　源 秋田ゼロックス

18 宮﨑　彩音 飯山高校 58 柴草　陽祐 盛岡工業高校(職員) 90 尾形　優也 東海大学 122 二階堂　蓮 下川商業高校

19 宮嶋　林湖 白馬高校 59 森　　恢晟 札幌ジャンプ少年団 91 東澤　優輝 東海大学 123 渡部　陸太 東京美装グループスキー部

20 久保田真知子 飯山高校 60 山﨑叶太郎 上越教育大学附属中学校 92 山根　和治 日本大学 124 細田将太郎 北翔大学スキークラブ

21 葛西　優奈 東海大学附属札幌高校 61 山本　　礼 長野原高校 93 三ケ田泰良 明治大学 125 内藤　智文 古河市スキー協会

22 葛西　春香 東海大学附属札幌高校 62 成田　健太 花輪高校 94 小山　　祐 岐阜日野自動車SC 126 原田　侑武 雪印メグミルクスキー部

23 一戸くる実 花園中学校 63 桑田　　匠 五所川原農林高校 95 山中　規暉 東海大学 127 伊藤　将充 土屋ホーム

24 渡邉　　陽 東海大学 64 横川　大也 明治大学 96 黒川　　龍 札幌大学 128 藤田慎之介 東海大学

25 平山友梨香 信託ホーム(株) 65 中澤　拓哉 飯山高校 97 渡部　大輝 明治大学 129 清水礼留飛 雪印メグミルクスキー部

26 松橋　亜希 株式会社ドリームリンク 66 辻　　創太 東海大学附属札幌高校 98 湯瀬　　瞬 日本大学 130 渡部　弘晃 東京美装グループスキー部

27 大井　　栞 早稲田大学 67 永井　陽一 八幡平市スキー連盟 99 高橋　佳佑 東海大学

28 小林　諭果 CHINTAI スキークラブ 68 千葉　大輝 札幌日大高校 100 佐藤　友星 日本大学

29 勢藤　理桜 下川商業高校 69 木村　航大 花輪高校 101 大井　　駿 札幌日大高校

30 五十嵐彩佳 札幌大学 70 重田　　宙 日本大学 102 斉藤　祐輝 東海大学

31 茂野　美咲 CHINTAI スキークラブ 71 安保　　光 花輪高校 103 池田　龍生 慶応義塾大学

32 岩佐　明香 大林組スキー部 72 鴨田　大綺 下川商業高校 104 湊　　祐介 阿仁スキークラブ
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