
所属県連 NO SAJNO 氏名 チーム名
北海道 特 1040126 佐々木 里和子 ササキ リワコ ニセコJST
北海道 1 1039664 佐藤 まのあ サトウ マノア 札幌ＳＳ ＰＲＯＤＵＣＴＳスキーチーム

北海道 2 1049065 堤 柚葵 ツツミ ユズキ 三笠レ ーシング
北海道 3 1049073 川田 真凛 カワタ マリン 札幌アルペンスキースポ ーツ少年団

北海道 4 1039890 島崎 叶望 シマザキ カナミ M'sスキーチーム
北海道 5 1044096 遠山 みるく トオヤマ ミルク 和寒SS
北海道 6 1041654 広田 紗良 ヒロタ サラ 朝日ASS
北海道 7 1040865 澤野 粋 サワノ スイ 夕張 TSOレーシング
北海道 8 1040866 田澤 李悦 タザワ リエ 夕張 TSOレーシング
北海道 9 1042769 石水 雫 イシミズ シズク M'sスキーチーム
青森 1 1041574 三浦 日緒 ミウラ カオ 城東小学校
青森 2 1044567 蛯澤 乙姫 エビサワ オトメ 天間林小学校
岩手 1 1048187 渡邉 世愛 ワタナベ セナ ESS
岩手 2 1052288 八角 柚奈 ヤスミ ユナ APPI Jr.
岩手 3 1043156 渡邊 楓 ワタナベ カエデ 奥中山高原Jr
宮城 1 1044861 田口 悠羽 タグチ ユウ 折立小学 校
宮城 2 1044860 内海 花奈 ウツミ ハナ 菅谷台小学校
宮城 3 1044863 横山 いずみ ヨコヤマ イズミ 袋原小学校
宮城 4 1051045 明野 由彩 アケノ ユア 虹の丘小学校
秋田 1 1042185 村上 つばき ムラカミ ツバキ 鳥海小学校
秋田 2 1050651 佐藤 菜月 サトウ ナツキ 鷹巣小学校
秋田 3 1043077 五十嵐 利枝 イガラシ リエ 能代第四小学校
秋田 4 1052995 中嶋 心胡 ナカジマ ココ 鷹巣小学校
秋田 5 1044066 髙橋 詠 タカハシ ウタ 太田東小学校
山形 1 1052522 清野 心花 セイノ ココナ 湯殿山スポーツ少年団

山形 2 1043089 渋谷 美嘉 シブヤ ミカ 湯殿山スポーツ少年団

山形 3 1043147 後藤 彩心 ゴトウ アコ 天童市スポーツ少年団

山形 4 1052549 本間 ねね ホンマ ネネ 天童市スポーツ少年団

山形 5 1052527 田中 舞子 タナカ マコ 西蔵王スポーツ少年団

山形 6 1043092 勝美 圭 カツミ ケイ ZAO猿倉RC
福島 1 1043374 尾形 るう オガタ ルウ 佐原小学校
福島 2 1043292 星 未来 ホシ ミク 松長小学校
茨城 1 1050802 佐藤 瑠生 サトウ ルイ 結城西小学校
栃木 1 1011028 滝田 椿 タキタ ツバキ 雀宮東小学校
栃木 2 1011025 金子 奈央 カネコ ナオ 横川東小学校
群馬 1 1021019 堀口 七海 ホリグチ ナナミ 渋川南小学校
群馬 2 1004435 小嶋 芭奈 コジマ ハナ 草津スキークラブ
群馬 3 1009049 三浦 柚花 ミウラ ユイカ 片品小学校



所属県連 NO SAJNO 氏名 チーム名
群馬 4 1004442 江原 乙葉 エバラ オトハ 桐生市立新里中央小学校

埼玉 1 1021011 木村 夏浦 キムラ カホ さいたま市立美園小
千葉 1 1044170 中田 瑞希 ナカダ ミズキ 市川市立平田小学校
東京 特 1042942 関川 翠桜 セキカワ ミオ 石井スポーツスキークラブ

東京 1 1042941 三輪 エミ ミワ エミ 石井スポーツスキークラブ

東京 2 1033558 望月 里紗 モイヅキ リサ カンダハートライブ レーシング

東京 3 1051113 松永 佳恋 マツナガ カレン 石井スポーツスキークラブ

神奈川 特 1005126 鈴木 翔温 スズキ カノン 洗足学園小学校
神奈川 1 1052323 原 美空乃 ハラ ミソノ 牛久保小学校
長野 特 1043384 井戸 志春 イド シハル 山ノ内町東小学校
長野 1 1043540 小池 結月 コイケ ユヅキ 中塩田小学校
長野 2 1044838 堀川 柚宇 ホリカウ ユネ 泉台小学校
長野 3 1043389 深澤 ほとは フカサワ ホトハ 小谷小学校
長野 4 1041662 新海 優月 シンカイ ユツキ 南牧南小学校
長野 5 1042232 小出 幸永 コイデ サチエ 吉田小学校
長野 6 1040971 原 楓花 ハラ フウカ 洗馬小学校
長野 7 1048676 澤村 優奈 サワムラ ユウナ 松本明善小学校
長野 8 1043974 ホルト 世理奈 ホルト セリナ 野沢温泉小学校
長野 9 1050413 田内 麗桜奈 タウチ リオナ 白馬南小学校
長野 10 1039841 三ツ橋 しず ミツハシ シズ 白馬北小学校
長野 11 1043842 坂井田 花怜 サカイダ カレン 野沢温泉小学校
長野 12 1043380 湯本 聖彩 ユモト ミア 山ノ内東小学校
長野 13 1052833 猪又 咲羽 イノマタ サワ 小谷小学校
長野 14 1050777 古畑 嶺花 フルハタ レイカ 島立小学校
長野 15 1043704 宮下 千里 ミヤシタ チサト 菅平小学校
長野 16 1049594 滝澤 璃子 タキザワ リコ 高山小学校
新潟 1 1012308 難波 雪輝望 ナンバ ユキミ ライフケア神戸   Myoko Region Sport Club

新潟 2 1041900 内田 妃葵 ウチダ ヒマリ 湯之谷小学校
新潟 3 1041653 山浦 乃愛 ヤマウラ ノア 妙高高原北小学校
新潟 4 1053562 目黒 奏 メグロ カナデ 広神西小学校
富山 1 1039899 上野 朱里 ウエノ アカリ 井波スキークラブ
富山 2 1041724 石附 幸美 イシヅキ コウミ 砺波市スキー連盟
石川 1 1040847 堀村 香蓮 ホリムラ カレン 河内ジュニアスキークラブ

福井 1 1041105 山﨑 一嬉 ヤマザキ カズキ 和泉小学校
岐阜 1 1049933 折越 一野 オリコシ イチノ 山王小学校
岐阜 2 1051071 日野 日向詩 ヒノ ヒナタ 江名子小学校
静岡 1 1040310 内記 綾菜 ナイキ アヤナ 東豊田小学校
愛知 1 1021937 板垣 悠未 イタガキ ユウミ 一宮市スキー連盟



所属県連 NO SAJNO 氏名 チーム名
三重 1 1045112 北村 香暖 キタムラ カノン 四日市スキークラブ
滋賀 1 1044350 上杉 真裕 ウエスギ マヒロ 志賀小学校
滋賀 2 1044438 山本 沙奈 ヤマモト サナ 瀬田東小学校
京都 1 1009227 山田 怜奈 ヤマダ レイナ 京都光華Ｓ．Ｃ．
大阪 1 1039511 今村 心 イマムラ ココロ 関西大学初等部
兵庫 1 1007346 荒木 日向 アラキ ヒナタ ハチ北ジュニア
和歌山 1 1022730 池田 由芽 イケダ ユメ 夕張TSOレーシング
鳥取 1 1049186 中田 凛音 ナカタ リン 大山小学校
島根 1 1010371 竹田 絢音 タケダ アヤネ 波佐小学校


