
【女子組】　エントリー3７名
コード 組別 氏　　名 所　　　　属
01100088 女子 小林　諭果 CHINTAI スキークラブ
01100545 女子 渡邉　　陽 team taku
01101330 女子 近藤きよら 新井高校
01100742 女子 鴨田　鮎華 イトイ産業スキーチーム
01100468 女子 岩佐　明香 大林組スキー部
01100693 女子 五十嵐彩佳 ガスワンスキーチーム
01100851 女子 中村　安寿 株式会社ショウワ
01101366 女子 池田　咲希 上川ジャンプ少年団
01101302 女子 山﨑詩由衣 木島平中学校
01101350 女子 竹内　千穂 木島平中学校
01100636 女子 成田　　楓 小坂町スキークラブ
01101381 女子 美ノ谷佳鈴 札幌ジャンプスポーツ少年団
01101380 女子 藤原　柚香 札幌ジャンプスポーツ少年団
01101040 女子 池田　葉月 札幌日大高校
01101103 女子 佐藤　柚月 札幌日大高校
01101420 女子 菊池　楼紗 下川ジャンプ少年団
01101114 女子 長谷川芽依 下川ジャンプ少年団
01101077 女子 小森野々花 下川商業高校
01101007 女子 岩崎　里胡 下川商業高校
01101075 女子 齋藤　　優 下川商業高校
01101010 女子 中山　　和 下川商業高校
01100387 女子 伊藤　有希 土屋ホーム
01100905 女子 佐藤　美月 日本大学
01101357 女子 内田ここな 野沢温泉Jrスキークラブ
01101086 女子 藤元　彩子 弘前工業高校
01100803 女子 重田　　風 法政大学
01101340 女子 鈴木　楓花 山形市立第三中学校
01101336 女子 齋藤　衣吹 山形中央高校
01101073 女子 三上　琳加 余市紅志高校
01101100 女子 日野森琥珀 余市紅志高校
01101125 女子 石黒　　愛 余市ジャンプ少年団
01101126 女子 櫻井　羽奈 余市ジャンプ少年団
01100846 女子 宮﨑　彩音 早稲田大学
01100844 女子 久保田真知子 早稲田大学
01100904 女子 葛西　優奈 早稲田大学
01100908 女子 池田　光希 早稲田大学
01100903 女子 葛西　春香 早稲田大学

【男子組】　エントリー９３名
コード 組別 氏　　名 所　　　　属
01100071 男子 船木　和喜 ＦＩＴ　ＳＫＩ
01100490 男子 三ケ田泰良 JR盛岡スキークラブ
01100500 男子 永峯　寿樹 team taku
01100183 男子 竹内　　択 team taku
01100877 男子 髙橋　剛流 浅野板金
01100975 男子 山川　伶欧 新井高校
01101079 男子 馬場　慎平 新井高校
01101036 男子 小野沢秀太 飯山高校
01101071 男子 眞正　　蓮 飯山高校
01101066 男子 鈴木　大翔 飯山高校
01101035 男子 横沢　雄咲 飯山高校
01101039 男子 西方　遥人 飯山高校
01101037 男子 久保田康太郎 飯山高校
01101013 男子 山﨑叶太郎 飯山高校
01101052 男子 鈴木　一世 飯山高校
01100558 男子 中村　優斗 飯山市スキークラブ
01100884 男子 鴨田　大綺 イトイ産業スキーチーム
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【男子組】　エントリー９３名
コード 組別 氏　　名 所　　　　属
01101421 男子 小山内鴻佑 鹿角市スキー連盟
01100249 男子 小山　　祐 岐阜日野自動車SC
01101032 男子 夏堀　福也 慶應義塾高校
01100778 男子 大井　　駿 慶應義塾大学
01100750 男子 小林朔太郎 慶應義塾大学
01100715 男子 池田　龍生 慶應義塾大学
01100999 男子 木村　哉人 小坂高校
01101376 男子 佐々木星語 札幌ジャンプスポーツ少年団
01101377 男子 清水　絢心 札幌ジャンプスポーツ少年団
01101378 男子 髙橋　劉成 札幌ジャンプスポーツ少年団
01101379 男子 岡部凛大郎 札幌ジャンプスポーツ少年団
01101445 男子 姫野　蒼大 札幌ジャンプスポーツ少年団
01101453 男子 森　　大耀 札幌ジャンプスポーツ少年団
01100781 男子 楢木　遊太 札幌大学
01100058 男子 鈴木　　翔 札幌手稲スキー協会
01100971 男子 森野　幹登 札幌日大高校
01100968 男子 川上航太郎 札幌日大高校
01101375 男子 長谷川琉己 下川ジャンプ少年団
01101078 男子 廣波　琉海 下川商業高校
01101011 男子 松本　晃典 下川商業高校
01101038 男子 杉山　律太 下川商業高校
01101130 男子 西田蓮太郎 下川商業高校
01101042 男子 坂野　旭飛 下川商業高校
01100204 男子 山元　　豪 ダイチ
01100776 男子 小林　龍尚 土屋ホーム
01100540 男子 伊藤　将充 土屋ホーム
01100779 男子 竹花　大松 土屋ホーム
01100070 男子 葛西　紀明 土屋ホーム
01100419 男子 小林　陵侑 土屋ホーム
01100925 男子 海沼　史人 東海大学
01100718 男子 山中　規暉 東海大学
01100721 男子 高橋　佳佑 東海大学
01100969 男子 髙田　雄生 東海大学付属札幌高校
01101043 男子 森　　恢晟 東海大学付属札幌高校
01100970 男子 中村　正幹 東海大学付属札幌高校
01100703 男子 宮﨑　敬太 東京美装グループスキー部
01100611 男子 山川　太朗 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
01100663 男子 岩佐　勇研 東京美装グループスキー部
01100599 男子 安澤　翔一 名寄ジャンプクラブ
01100782 男子 二階堂　蓮 日本ビールスキー部
01100914 男子 平田　悠理 日本体育大学
01100793 男子 下川　慎司 日本体育大学
01100917 男子 桑田　　匠 日本大学
01100887 男子 山根　和治 日本大学
01101318 男子 富井　　孝 野沢温泉Jrスキークラブ
01101356 男子 中村　優太 野沢温泉Jrスキークラブ
01101097 男子 目時　羽琉 白馬高校
01100960 男子 深澤　駿太 白馬高校
01101033 男子 太田誇太郎 白馬高校
01101324 男子 糸氏　琉人 白馬中学校
01101365 男子 西澤　希陸 白馬中学校
01100629 男子 栗田　力樹 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
01100990 男子 菊地　正汰 花輪高校
01101090 男子 工藤　琉翔 花輪高校
01101044 男子 成田　　絆 花輪高校
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【男子組】　エントリー９３名
コード 組別 氏　　名 所　　　　属
01100104 男子 馬淵　　源 富士フイルムBI秋田
01100023 男子 細田将太郎 北翔大学スキークラブ
01100727 男子 横川　大也 明治大学
01100913 男子 鈴木　寛太 明治大学
01100907 男子 辻　　創太 明治大学
01100773 男子 中村　愛斗 明治大学
01101091 男子 山本　宇宙 盛岡中央高校
01101031 男子 伊藤　煌牙 盛岡中央高校
01101341 男子 布施飛雄馬 山形市立第三中学校
01100186 男子 清水亜久里 ユーグレナスキー部
01100012 男子 原田　侑武 雪印メグミルクスキー部
01100744 男子 工藤　漱太 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
01100389 男子 佐藤　幸椰 雪印メグミルクスキー部
01101127 男子 中井　來輝 余市ジャンプ少年団
01101329 男子 三上　託摩 余市ジャンプ少年団
01101342 男子 村山　賢助 米沢市立第七中学校
01101338 男子 清水　広大 米沢市立第六中学校
01100137 男子 内藤　智文 米沢スキージャンプクラブ

女子組 37名
男子組 93名 合計130名
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