
チーム名 県連盟 SAJ競技者コード ⽒名
01302564 ⽥中 聖⼟
01304690 ⼭下 陽暉
01304820 ⼤⽥喜 ⽇向
01300280 蛯名 貴徳
01304972 後藤 ⼤成
01305024 蜂須賀 優駿
01302541 児⽟ 宗史
01304323 松村 亜⽃夢
01300037 吉⽥ 悠真
01307921 古⽥ 歩
01307551 三⽥ 歓平
01308841 安藤 功騎
01308373 細⼝ ⼤翔
01308842 ⽥村 ⼤幸
01300361 板橋 達基
01300263 船⽔ ⼤也
01305138 野⽥頭 峻也
01304895 髙畑 弘也
01309343 佐藤 椋
01308118 池⽥ 遼⼀
01307462 ⼩笠原 舜
01308027 堀⽶ 結丸
01307483 池⽥ 和勢
01308918 串橋 祐次郎
01308505 ⼤⽇⽅ 彩吹
01308516 森 稟桜
01307482 祢津 利空
01307651 ⼩林 琉⽃
01308031 吉池 泰⼀
01308501 徳⽵ 佑哉
01308497 ⿊岩 桔平
01307461 ⻄澤 来波
01307560 ⽯⽥ 海⽃
01308028 町⽥ 朝陽
01308515 丸⼭ 海翔
01308513 幾⽥ 朋郎

⾃衛隊体育学校 北海道

JR北海道ｽｷｰ部 北海道

倶知安⾼校 北海道

陸⾃⻘森スキー部 ⻘森

飯⼭⾼校 ⻑野

中野⽴志館⾼校 ⻑野

⻑野
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01303423 笹岡 巧⼈
01300897 宮尾 祐司
01301291 今村 航⼤
01300772 太⽥ 光平
01304058 関⼝ 恭
01305254 ⽵内 友翼
01307571 滝沢 育⽮
01308152 渡邉 ⼤貴
01308143 我⽥ 柊
01309791 春⽇ 喜⾏
01309420 細⽮ 淳之介
01308755 佐藤 泉起
01308764 星名 恒輝
01308914 津端 ⼀徹
01308130 佐藤 めだる
01308124 ⽣越 丈太郎
01308119 内⽥ 玲温
01309792 宮澤 凪
01303171 宇⽥ 彬⼈
01301491 清⽔ 康平
01303657 ⽵原 義之
01304194 宮⽊ 凌
01305725 広瀬 崚
01305767 星野 誉貴
01307167 ⼭﨑 ⼤翔
01306924 ⼤堰 徳
01307162 ⼭⽥ ⿓輔
01305215 宮崎 遼周
01306577 森⼝ 翔太
01306751 菊地 哲
01305460 ⼟濃塚 悠成
01305829 進藤 洸太
01307108 ⻑井 柊平
01305753 渡辺 啓豊

⾼⽥⾃衛隊ｽｷｰ部 新潟

⼗⽇町⾼校A

⼗⽇町⾼校B

新潟

新潟

早稲⽥⼤学 学連

⽇本⼤学 学連

T.A.C Ski Team 富⼭
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01307094 坂井 冠太
01307027 久保 ⾶雅
01306262 松本 祥汰
01305723 郷津 知哉
01307220 笠原 将
01306049 ⼭本 ⼤晴
01305993 上村 祐輔
01305983 ⼩野塚 敢太
01307068 ⼩鮒 響暉
01305959 髙橋 汰⾨
01306391 湯本 幸耶
01306396 ⼩林 皓⽣
01306841 沓掛 隼⼠
01305060 松本 良介
01307963 ⻘野 叶夢
01305243 ⽻吹 唯⼈
01305211 郷 翔⼀朗
01306485 ⼭川 ⾛
01306441 ⼩島 宙輝
01307117 福原 健太
01306044 ⼭﨑 凌

⽇本体育⼤学 学連

東洋⼤学 学連

専修⼤学

中央⼤学

学連

学連
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