
⑦　女子の部　Ｋ６５m
501 工藤　みはな 下川ジャンプ少年団 548 小松　夢音 金木中学校 588 池田　咲希 上川ジャンプ少年団

502 佐々木　結姫 札幌ジャンプスポーツ少年団 549 沢田　珠慧莉 金木中学校 589 小森　野々花 下川商業高校

503 為清　あまね 札幌ジャンプスポーツ少年団 550 渡部　華蓮 米沢市立第三中学校 590 荻野　璃子 小千谷中学校

504 清水　那胡 札幌ジャンプスポーツ少年団 551 布施　飛雄真 山形市立第三中学校 591 真正　綸 富山市立上滝中学校

552 鈴木　紳原 南魚沼ジャンプ少年団 592 杉山　璃子 下川商業高校

511 真正　光 富山市立小見小学校 553 武田　眞穂 羽後中学校 593 美ノ谷　佳鈴 札幌ジャンプスポーツ少年団

512 菅原　秀和 あさひSC 554 清水　優貴 妙高中学校 594 野呂　梨渚奈 妙高高原中学校

513 深澤　にこ 札幌ジャンプスポーツ少年団 555 遠田　廣斗 羽後中学校 595 齋藤　衣吹 山形中央高等学校

514 佐々木　晴姫 札幌ジャンプスポーツ少年団 556 清水　広大 米沢市立第六中学校 596 永本　聖空 花巻市立花巻中学校

515 馬場　遼太郎 札幌ジャンプスポーツ少年団 557 近藤　絆 牧中学校（妙高ジャンプチーム） 597 海沼　優月 花輪中学校

516 谷奥　梓羽 札幌ジャンプスポーツ少年団 558 長谷川　琉已 下川ジャンプ少年団 598 鈴木　楓花 山形市立第三中学校

517 安立　恋音 札幌ジャンプスポーツ少年団 559 森　大耀 札幌ジャンプスポーツ少年団 599 菊池　楼紗 下川ジャンプ少年団

518 竹田　健太郎 妙高高原南小学校 560 清水　絢心 札幌ジャンプスポーツ少年団 600 藤原　柚香 札幌ジャンプスポーツ少年団

519 野呂　琉也 妙高高原南小学校 561 髙橋　劉成 札幌ジャンプスポーツ少年団 601 池田　葉月 札幌日大高校

520 姫野　誠也 札幌ジャンプスポーツ少年団 562 姫野　蒼大 札幌ジャンプスポーツ少年団 602 長谷川　芽依 下川ジャンプ少年団

563 岡部　凛大郎 札幌ジャンプスポーツ少年団 603 櫻井　羽奈 余市ジャンプ少年団

521 池田　愛希 上川ジャンプ少年団 564 中井　來輝 余市ジャンプ少年団 604 三上　琳加 余市紅志高校

522 芹川　吏憂 札幌ジャンプスポーツ少年団 565 佐々木　星語 札幌ジャンプスポーツ少年団 605 日野森　琥珀 余市紅志高校

523 真正　浄 富山市立小見小学校 566 三上　託摩 余市ジャンプ少年団 606 齋藤　優 下川商業高校

524 菅原　暁仁 あさひSC ⑤　高校生の部　Ｋ６５m 607 鴨田　鮎華 イトイ産業スキーチーム

525 高橋　絵奈 札幌ジャンプスポーツ少年団 571 伊藤　煌牙 盛岡中央高校 608 中山　和 下川商業高校

526 上杉　眞矢 大戸小学校 572 夏堀　福也 慶應義塾高等学校 609 佐藤　柚月 札幌日大高校

527 竹本　祐那 下川ジャンプ少年団 573 山本　宇宙 盛岡中央高校 610 岩崎　里胡 下川商業高校

528 中川　恵太 札幌スキークラブ 574 安達　夕真 山形市立商業高等学校

529 荻原　健造 TWINS 575 松本　晃典 下川商業高校

530 南雲　蒼空 南魚沼ジャンプ少年団 576 廣波　琉海 下川商業高校

531 野呂　悠惺 妙高高原南小学校 577 佐藤　新汰 山形県立米沢工業高等学校

532 中村　山太 下川シャンプ少年団 578 川上　航太郎 札幌日本大学高等学校

533 安立　寿音 札幌ジャンプスポーツ少年団 579 杉山　律太 下川商業高校

534 竹田　葵 妙高高原南小学校 580 森野　幹登 札幌日本大学高等学校

581 西田　蓮太郎 下川商業高校

541 松田　瑛翔 松尾中学校 582 坂野　旭飛 下川商業高校

542 照井　大誠 羽後中学校 ⑥　成年の部　Ｋ６５m
543 小林　裕大 南陽市立赤湯中学校 583 国井　昌樹 富士通川崎

544 伊藤　稜牙 松尾中学校 584 竹田　元 田口スキークラブ

545 井上　元気 まつのやま学園(妙高ジャンプチーム) 585 永井　陽一 八幡平市スキー連盟

546 鈴木　教究 南魚沼ジャンプ少年団 586 鴨田　大綺 イトイ産業スキーチーム

547 工藤　柚佳 西根中学校 587 内藤　智文 米沢スキージャンプクラブ

②　小学４年生以下の部　Ｋ２６m
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①　小学生の部　ミニヒル

④　中学生の部　Ｋ４０m

③　小学５・６年生の部　Ｋ２６m　

④　中学生の部　Ｋ４０m
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