
【スペシャルジャンプ】女子組に引き続き 【コンバインドジャンプ】ジャンプに引き続き
男子組　※ビブは数字が黒

番号 組 高校 氏　　名 所　　　属 番号 組 高校 氏　　名 所　　　属 番号 組 高校 氏　　名 所　　　属

1 少女 北女子 小森野々花 下川商業高校 11 少年 南男子 千葉　大輝 札幌日大高校 1 少女 南女子 池田　葉月 札幌日大高校

2 少女 長谷川芽依 下川ジャンプ少年団 12 少年 北男子 鴨田　大綺 下川商業高校 2 少女 南女子 葛西　春香 東海大学付属札幌高校

3 少女 南女子 池田　葉月 札幌日大高校 13 成A 黒川　　龍 札幌大学 3 高校のみ 南女子 葛西　優奈 東海大学付属札幌高校

4 少女 南女子 佐藤　美月 札幌日大高校 14 少年 南男子 森　　恢晟 東海大学付属札幌高校

5 成女 渡邉　　陽 東部ダイハツグループ 15 少年 南男子 辻　　創太 東海大学付属札幌高校

6 少女 北女子 津志田　雛 下川商業高校 16 少年 北男子 松本　晃典 下川商業高校 【コンバインドジャンプ】女子に引き続き
7 少女 北女子 池田　光希 下川商業高校 17 成A 斉藤　祐輝 東海大学

8 少女 北女子 齋藤　　優 下川商業高校 18 成A 日下　瑠基 しもかわドッとカム 番号 組 高校 氏　　名 所　　　属

9 少女 北女子 岩崎　里胡 下川商業高校 19 少年 北男子 坂野　旭飛 下川商業高校 1 少年 佐藤　虹斗 下川ジャンプ少年団

10 成女 平山友梨香 信託ホームスキー部 20 少年 西田蓮太郎 下川ジャンプ少年団 2 少年 北男子 廣波　琉海 下川商業高校

11 少女 南女子 葛西　春香 東海大学付属札幌高校 21 成A 小林　龍尚 土屋ホーム 3 成A 髙橋　浩貴 近畿大学

12 高校のみ 南女子 葛西　優奈 東海大学付属札幌高校 22 成B 細田将太郎 北翔大学スキークラブ 4 成A 佐藤　友星 日本大学

13 少女 北女子 中山　　和 下川商業高校 23 成A 竹花　大松 土屋ホーム 5 高校のみ 南男子 辻　　創太 東海大学付属札幌高校

14 成女 茂野　美咲 CHINTAIスキークラブ 24 成A 安澤　翔一 町立下川病院 6 高校のみ 南男子 中村　正幹 東海大学付属札幌高校

15 少女 南女子 櫻井　梨子 余市紅志高校 25 成A 工藤　漱太 雪印メグミルクスキー部 7 少年 南男子 森　　恢晟 東海大学付属札幌高校

26 成B 葛西　紀明 土屋ホーム 8 少年 南男子 髙田　雄生 東海大学付属札幌高校

27 成A 西森　海翔 東海大学 9 成A 山中　規暉 東海大学

【スペシャルジャンプ】女子組に引き続き 28 成B 栃本　翔平 雪印メグミルクスキー部 10 少年 南男子 千葉　大輝 札幌日大高校

男子組　※ビブは数字が黒 29 成A 伊藤　将充 土屋ホーム 11 成A 千葉　悠希 日本大学

番号 組 高校 氏　　名 所　　　属 30 成A 山川　太朗 東京美装グループスキー部

1 成A 髙橋　浩貴 近畿大学 31 成A 岩佐　勇研 東京美装グループスキー部

2 少年 南男子 森野　幹登 札幌日大高校 32 成B 渡部　弘晃 東京美装グループスキー部

3 少年 南男子 中村　正幹 東海大学付属札幌高校 33 成B 清水礼留飛 雪印メグミルクスキー部

4 成A 千葉　悠希 日本大学 34 成B 伊東　大貴 雪印メグミルクスキー部

5 少年 南男子 川上航太郎 札幌日大高校 35 成A 佐藤　慧一 雪印メグミルクスキー部

6 成A 楢木　遊太 札幌大学 36 成B 小林潤志郎 雪印メグミルクスキー部

7 少年 南男子 髙田　雄生 東海大学付属札幌高校 37 成A 佐藤　幸椰 雪印メグミルクスキー部

8 少年 佐藤　虹斗 下川ジャンプ少年団

9 少年 北男子 廣波　琉海 下川商業高校

10 少年 北男子 杉山　律太 下川商業高校

男子組　※ビブは数字が青

女子組　※ビブは数字が赤 女子組　※ビブは数字がピンク

第７７回北海道スキー選手権大会
第７４回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会
コンバインドジャンプ競技・ジャンプ競技スタートリスト

【スペシャルジャンプ】９：００試技開始


