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【ノルディックコンバインド】 第4回理事会承認

番号 カテゴリ 名前 ふりがな 性別 年齢 所属

1 国内 山元　一馬 やまもと　かずま 男 22 ㈱サンコレクト（未定）

2 国内 藤本　智元 ふじもと　ちげん 男 21 龍谷大学

3 国内 村上　純人 むらかみ　じゅんと 男 21 法政大学

4 国内 尾形　優也 おがた　ゆうや 男 21 東海大学

5 国内 山元　令壱 やまもと　れい 男 21 日本大学

6 国内 小林　響平 こばやし　きょうへい 男 21 法政大学

7 国内 三ケ田　泰良　 みかた　たいら 男 21 明治大学

8 国内 重田　宙 しげた　そら 男 21 日本大学

9 国内 東澤　優輝 ひがしざわ　ゆうき 男 20 東海大学

10 国内 栗田　将喜 くりた　まさき 男 20 近畿大学

11 国内 北村　健士郎 きたむら　けんしろう 男 20 東洋大学

12 国内 髙澤　健 たかさわ　たける 男 20 日本大学

13 国内 佐藤　友星 さとう　ゆうせい 男 19 日本大学

14 国内 山中　規暉 やまなか　もとき 男 18 東海大学

15 国内 宮﨑　諒 みやざき　りょう 男 17 飯山高校

16 国内 安保　光 あんぼ　ひかる 男 17 花輪高校

17 国内 佐藤　瑞樹 さとう　みずき 男 16 小坂高校

18 国内 中澤　拓哉 なかざわ　たくや 男 15 飯山高校

19 国内 鈴木　寛太 すずき　かんた 男 15 白馬高校

20 国内 辻　創太 つじ　そうた 男 15 東海大学付属札幌高校

21 国内 平田　悠理 ひらた　ゆうり 男 15 白馬高校

22 国内 千葉　大輝 ちば　たいき 男 15 札幌日本大学高校

23 国内 矢口　昂太 やぐち　こうた 男 15 飯山高校

24 国内 小野沢　泰雅 おのざわ　たいが 男 15 飯山高校

25 国内 中村　正幹 なかむら　まさき 男 14 札幌宮の森中学校

26 国内 山川　伶欧 やまかわ　れお 男 14 妙高中学校

27 国内 山﨑　叶太郎 やまざき　きょうたろう 男 14 上教大付属中学校

28 国内 坂大　芳輝 ばんだい　よしあき 男 13 堀川中学校

29 国内 森　恢晟 もり　かいせい 男 13 福井野中学校

30 国内 成田　絆 なりた　あつし 男 13 小坂中学校

31 国内 松倉　后杏 まつくら　こうあん 女 17 白馬高校

32 国内 松沢　幸 まつざわ　さち 女 15 白馬高校

33 国内 笹岡　亜衣 ささおか　あい 女 14 野沢温泉中学校

34 国内 横川　大也 よこかわ　ひろや 男 18 明治大学

35 国内 下川　慎司 しもかわ　しんじ 男 17 白馬高校

36 国内 深澤　駿太 ふかさわ　しゅんた 男 14 小谷中学校

37 国内 西方　遥人 にしかた　はると 男 13 野沢温泉中学校

38 国内 花谷　朋弥 はなたに　ともや 男 13 白馬中学校

39 国内 池田　葉月 いけだ　はづき 女 13 赤井川中学校

40 国内 太田　誇太郎 おおた　こたろう 男 13 白馬中学校

41 国内 杉山　律太 すぎやま　りつた 男 13 野沢温泉中学校

42 国内 小野沢　秀太 おのざわ　しゅうた 男 13 山ノ内中学校

43 国内 横沢　雄咲 よこさわ　ゆうさく 男 13 白馬中学校

44 国内 久保田　康太郎 くぼた　こうたろう 男 13 野沢温泉中学校

45 国内 平川　槻斗 ひらかわ　つきと 男 12 小谷中学校

46 国内 目時　羽琉 めとき　はる 男 12 小谷中学校

47 国内 竹村　健吾 たけむら　けんご 男 12 菅平中学校

48 国内 横尾　悠翔 よこお　ゆうが 男 12 菅平中学校

49 国内 杉山　璃子 すぎやま　りこ 女 12 野沢温泉中学校

50 国内 髙下　真莉佳 こうげ　まりか 女 12 菅平中学校
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