
【ジャンプ】
番号 カテゴリ 名前 ふりがな 性別 年齢 所属

1 国内 葛西　紀明 かさい　のりあき 男 48 土屋ホームスキー部（チームツチヤ）

2 国内 山田　勇也 やまだ　ゆうや 男 30 ガーデン鈴木

3 国内 細田　将太郎 ほそだ　しょうたろう 男 28 北翔大学スキークラブ

4 国内 馬淵　源 まぶち　みなと 男 28 秋田ゼロックス株式会社

5 国内 内藤　智文 ないとう　ともふみ 男 27 古河市スキー協会

6 国内 清水　礼留飛 しみず　れるひ 男 26 雪印メグミルクスキー部

7 国内 渡部　陸太 わたなべ　りくた 男 25 東京美装グループスキー部

8 国内 駒場　信哉 こまば　しんや 男 24 東京美装グループスキー部

9 国内 永峯　寿樹 ながみね　ひさき 男 23 明治大学

10 国内 中村　優斗 なかむら　ゆうと 男 22 team taku

11 国内 伊藤　将充 いとう　まさみつ 男 22 土屋ホームスキー部（チームツチヤ）

12 国内 栗田　力樹 くりた　りき 男 21 明治大学

13 国内 安澤　翔一 あんざわ　しょういち 男 21 名寄ジャンプクラブ

14 国内 山川　太朗 やまかわ　たろう 男 21 東海大学

15 国内 西森　海翔 にしもり　かいと 男 21 東海大学

16 国内 宮崎　敬太 みやざき　けいた 男 20 東海大学

17 国内 高橋　佳佑 たかはし　けいすけ 男 19 東海大学

18 国内 池田　龍生 いけだ　りゅうせい 男 19 慶応義塾大学

19 国内 藤田　慎之介 ふじた　しんのすけ 男 19 東海大学

20 国内 山根　和治 やまね　かんち 男 19 日本大学

21 国内 楢木 遊太 ならき　ゆうた 男 18 札幌日大高校

22 国内 桑田　匠 くわた　たくみ 男 17 五所川原農林高校

23 国内 川上　航太郎 かわかみ　こうたろう 男 16 札幌日大高校

24 国内 中村　正幹 なかむら　まさき 男 16 東海大学付属札幌高校

25 国内 森野　幹登 もりの　かんと 男 15 札幌日大高校

26 国内 深澤　駿太 ふかさわ　しゅんた 男 15 白馬高校

27 国内 坂野　旭飛 さかの　あさひ 男 14 札幌栄南中学校

28 国内 湯瀬　一磨 ゆぜ　かずま 男 14 十和田中学校

29 国内 茂野　美咲 しげの　みさき 女 33 CHINTAIスキークラブ

30 国内 平山　友梨香 ひらやま　ゆりか 女 29 HITOWAホールディングス

31 国内 松橋　亜希 まつはし　あき 女 27 （株）ドリームリンク

32 国内 成田　楓 なりた　かえで 女 24 小坂町スキークラブ

33 国内 岩佐　明香 いわさ　はるか 女 24 大林組スキー部

34 国内 渡邉　陽 わたなべ　みなみ 女 22 東部ダイハツグループ

35 国内 五十嵐　彩佳 いがらし　あやか 女 21 札幌大学

36 国内 大井　栞 おおい　しほり 女 21 早稲田大学

37 国内 重田　風 しげた　ふう 女 18 法政大学

38 国内 津志田　雛 つしだ　ひな 女 17 下川商業高校

39 国内 池田　光希 いけだ　みき 女 16 下川商業高校

40 国内 松沢　幸 まつざわ　さち 女 16 白馬高校

41 国内 佐藤　美月 さとう　みずき 女 16 札幌日大高校

42 国内 中山　和 なかやま　なごみ 女 16 下川商業高校

43 国内 齋藤　優 さいとう　ゆう 女 14 下川ジャンプ少年団
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44 国内 岩崎　里胡 いわさき　りこ 女 14 名寄風連中学校

45 国内 石川　蘭 いしかわ　らん 女 13 小樽西陵中学校

46 国内 藤元　彩子 ふじもと　さいこ 女 13 金木中学校

47 国内 佐藤　柚月 さとう　ゆづき 女 13 札幌羊丘中学校

48 国内 日野森　琥珀 ひのもり　こはく 女 13 小樽西陵中学校


