
所属県連 NO SAJNO 氏名 チーム名
1 1050332 成田 悠隼 ナリタ ユウト 玉越ストリームレーシング

2 1039637 安孫子 晴真 アビコ ハルマ ライジングアルペンスキーチーム

3 1041473 金沢 拓 カナザワ タク 玉越ストリームレーシング

4 1037662 佐藤 奨真 サトウ ショウマ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

5 1050334 福井 颯斗 フクイ ハヤト 玉越ストリームレーシング

6 1052634 早川 響人 ハヤカワ ヒビト M' s スキーチーム
7 1049461 森田 匡 モリタ オミ 札幌SS PRODUCTSスキーチーム

8 1039963 川住 駿介 カワズミ シュンスケ 札幌アルペンスキースポーツ少年団

9 1052757 伯谷 慶太 ハクタニ ケイタ ライジングアルペンスキーチーム

10 1039967 岩城 憲史朗 イワキ ケンシロウ 比布レーシングスキークラブ

11 1040328 中西 希綱 ナカニシ キズナ ライジングアルペンスキーチーム

12 1041024 下川 碧大 シモカワ アオト 滝川レ ーシング
13 1039966 久松 駿斗 ヒサマツ ハヤト  札幌アルペンスキースポーツ少年団

14 1039667 大黒 翔眞 オオグロ ショウマ 札幌ＳＳ ＰＲＯＤＵＣＴＳ スキーチーム

1 1043181 蒔苗 力 マカナエ リキ 文京小学校
2 1043355 相馬 新大 ソウマ アラタ 鶴田小学校
3 1041026 工藤 優輝 クドウ ヒロキ 自得小学校
1 1041798 葛巻 純志郎 クズマキ ジュンシロウ APPI Jr.
2 1042147 高橋 柚輝 タカハシ ユズキ APPI Jr.
3 1040946 下舘 惣太 シモダテ ソウタ 山形小学校
4 1053007 高橋 蓮 タカハシ レン 雫石Jr.
5 1049265 伊藤 琉之介 イトウ リュウノスケ 夏油ジュニア
6 1042840 藤枝 圭吾 フジエダ ケイゴ 雫石Jr.
7 1053131 山谷 徠斗 ヤマヤ ライト 長興寺小学校
8 1050789 西舘 麟太郎 ニシダテ リンタロウ 奥中山高原Jr
9 1053180 柳生 蒼太 ヤギュウ ソウタ ESS
1 1044854 大沼 樹生 オオヌマ イツキ 鬼首小学校
2 1034193 庄司 悠悟 ショウジ ユウゴ 根白石小学校
3 1044853 佐藤 奏吾 サトウ ソア 川崎小学校
1 1041481 三浦 颯太 ミウラ ソウタ 稲川小学校
2 1040179 髙関 虎空 タカセキ トア 米内沢小学校
3 1041330 土田 遥心 ツチダ トオゴ 矢島小学校
4 1041333 阿部 風宥 アベ カナタ 花輪小学校
5 1052954 阿部 奨生 アベ ショウセイ 大川西根小学校

北海道

青森

岩手

宮城

秋田



1 1052247 横澤 蒼祐 ヨコサワ ソウスケ 飯豊ジュニア
2 1043187 設樂 奏大 シタラ ソウダイ 置賜スキークラブ
3 1043193 小松 永和 コマツ トワ 平田ジュニア
4 1043190 安部 寿喜矢 アベ ジュキア 置賜スキークラブ
5 1043194 遠藤 伊吹 エンドウ イブキ 朝日スポーツ少年団
6 1043195 加藤 義真 カトウ ヨシナオ ZAO猿倉RC
7 1043188 桐生 那杜 キリュウ ナオト 置賜スキークラブ
8 1052259 佐藤 蓮玖 サトウ ハスク 最上Jr.ST
9 1052250 小林 千紘 コバヤシ チヒロ 羽黒スポーツ少年団

10 1052254 新田 蒼空 ニッタ ソラ 米沢ジュニア
11 1043185 武田 琥冴 タケダ コウガ 尾花沢Jr.アルペンSC
12 1052711 長岡 珀 ナガオカ ハク 月山スポーツ少年団
1 1043605 湯田 天道 ユダ タカミチ 田島小学校
2 1043725 五十嵐 諒 イガラシ リョウ 猪苗代小学校
3 1044818 齋藤 充希 サイトウ アツキ 明和小学校
4 1052971 星 嵐 ホシ アラシ 桧沢小学校
5 1043724 山口 蓮 ヤマグチ レン 一箕小学校

栃木 1 1050230 小林 遼大郎 コバヤシ リョウタロウ 中宮祠小学校
特 1004492 松本 眞之介 マツモト シンノスケ 嬬恋レーシング

1 1009605 渡辺 弥月 ワタナベ ミツキ 水上スキークラブ
2 1030738 唐沢 純平 カラサワ ジュンペイ 新治ジュニア
3 1041292 薄井 和士 ウスイ カズヒト 高崎市立南小学校
4 1023137 熊田 修雅 クマダ シュウガ 広沢小学校
5 1049789 大川 尊 オオカワ タケル 水上スキークラブ
6 1004393 田中 大暉 タナカ ハルキ 前橋市立桃井小学校
7 1009604 西ノ村 斗愛 ニシノムラ トア 水上スキークラブ
8 1036011 小林 海斗 コバヤシ カイト 藤岡市立小野小学校
1 1042239 石川 竜太 イシカワ リュウタ 秩父市秩父第１小
2 1042944 平山 航太朗 ヒラヤマ コウタロウ 熊谷市立熊谷南小

千葉 1 1035405 平田 慎吉 ヒラタ シンキチ 江戸川学園取手小学校

1 1041603 野﨑 日向 ノザキ ヒュカガ カンダハートライブ レーシング

2 1032071 石丸 慧 イシマル ケイ ﾁｰﾑ ﾃﾞｨｰｴﾙﾍﾞｰﾊｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ

3 1039821 大石 楓真 オオイシ フウマ 杉並区スキー連盟
4 1051984 時岡 昌孝 トキオカ マサタカ 石井スポーツスキークラブ

福島

群馬

埼玉

東京

山形



1 1005128 田中 遼介 タナカ リョウスケ 西梶ヶ谷小学校
2 1041573 吉田 拓真 ヨシダ タクマ 横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校

山梨 1 1010043 菅谷 新汰 スガヤ アラタ 高根東小学校
特 1043678  添田 咲太朗 ソエタ サクタロウ 木島平小学校

1 1043407 近藤 大和 コンドウ ヤマト 車山ジュニア
2 1043726 塚越 淳 ツカゴシ シュン 野沢温泉小学校
3 1039844 我如古 颯 ガネコ ハヤテ 白馬北小学校
4 1043359 德武 生馬 トクタケ イクマ 白馬南小学校
5 1040008 川口 諒恭 カワグチ リョウスケ 塩尻西小学校
6 1049320 櫻井 結人 サクライ ユウト 菅平小学校
7 1049785 山田 航輝 ヤマダ コウキ 小谷小学校
8 1043692 長谷 岳飛 ハセ ガクト 北山小学校
9 1043662 依田 蒼大 ヨダ ソウタ 和小学校

10 1043633 伊東 拓真 イトウ タクマ 車山ジュニア
11 1039832 吉沢 漸ノ翼 ヨシザワ ゼンノスケ 白馬北小学校
12 1043378 荻原 瑠彩 ハギワラ ルイ 白馬北小学校
13 1054470 ハインズ ウィリアム ハインズ ウィリアム 野沢温泉小学校
14 1051301 平出 快音 ヒライデ カイト 米沢小学校
15 1043462 佐藤 翔 サトウ ショウ 城東小学校
16 1054886 友常 猛大 トモツネ タケヒロ 信大附属松本小学校
17 1049108 小林 広基 コバヤシ ヒロキ 山ノ内東小学校
18 1055139 宗川 瑛太 ムネカワ エイタ 白馬南小学校
19 1052116 砂田 昊ノ輔 スナダ コウノスケ 大町北小学校
20 1055183 太谷 成吾 オオタニ セイゴ 大町北小学校
21 1043445 内堀 羽然 ウチボリ ワゼン 山ノ内東小学校
22 1052874 塩島 蓮 シオジマ レン 白馬北小学校
23 1048979 荒川 龍平 アラカワ リュウヘイ 車山ジュニア
1 1042117 加藤 山登 カトウ ヤマト 上越ジュニアアルペンSC

2 1041898 佐藤 沙是 サトウ サジ 小出小学校
3 1040177 清水 雄也 シミズ ユウヤ 湯沢町ジュニアスキー育成会

4 1041405 樋浦 侃士 ヒウラ カンジ 妙高小学校
5 1043415 貝瀬 ライアン カイセ ライアン 舞子高原JSC

新潟

神奈川

長野



1 1044436 本田 歩夢 ホンダ アユム 福光スキークラブ
2 1039900 松井 照尭 マツイ テルアキ 井波スキークラブ
3 1049707 中窪 凛生 ナカクボ リツキ 立野ヶ原スキ ークラブ

4 1050914 小薗 辰朗 コゾノ タツロウ 砺波市スキー連盟
5 1051081 小幡 山人 オバタ ヤマト OHYAMAスポーツクラブ

1 1040591 山本 隆次 ヤマモト リュウジ 白峰スキークラブ
2 1051961 坂田 岳 サカタ ガク 河内ジュニアスキークラブ

3 1051312 面 雄二郎 オモテ ユウジロウ 小松市スキー協会
福井 1 1044826 加藤 悠月 カトウ ユヅキ 有終南小学校

1 1052879 堤 皇介 ツツミ オウスケ 宮小学校
2 1039908 古田 櫂 フルタ カイ 三城小学校
3 1043266 下田 真徳 シモダ マサノリ 山王小学校
4 1043235 沼津 寿輝 ヌマヅ トシアキ 丹生川小学校
5 1039818 平瀨 善之 ヒラセ ヨシユキ 山王小学校
6 1052862 道下 銀也 ミチシタ ギンヤ 宮小学校

静岡 1 1033167 笹野 天汰 ササノ テンタ 浜松市立泉小学校
1 1012345  渡辺 聖翔 ワタナベ マサト スラッシュスキークラブ

2 1052726 仲 翔吾 ナカ ショウゴ アサヒＲＣ
三重 1 1049964 小泉 岳大 コイズミ タケヒロ 松坂レーシング
滋賀 1 1006068 桐畑 莞爾 キリハタ カンジ 余呉小中学校
滋賀 2 1050612 横田 長紀 ヨコタ オサノリ 立命館小学校
大阪 1 1053179 辻 光来 ツジ ミライ はつしば学園小学校
兵庫 1 1031102 藤木 健匠 フジキ ケンショウ 鉢伏ジュニア
鳥取 1 1039252 勢木 来志 セキ ライシ 末恒小学校
島根 1 3025283 和泉 圭亮 イズミ ケイスケ 横田スキークラブ
岡山 1 1051188 松尾 飛虎 マツオ ヒュウガ 川上小学校
広島 1 1044698 西田  祥汰 ニシダ ショウタ 春日野小学校
愛媛 1 1004049 和田 悠希 ワタ ユウキ 北吉井小学校
佐賀 1 1009457 西村 好生 ニシムラ コウキ 佐賀大学教育学部附属小学校

熊本 1 1009425 田中 奏多 タナカ カナタ 隈庄小学校
大分 1 1006118 荒金 奏雪月 アラガネ ソウセツ 市浜小学校
宮崎 1 1005525 井上 斗真 イノウエ トウマ 高原小学校
合計 132

富山

石川

岐阜

愛知


