
ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

1 片山 大斗 新潟 塩沢中学校 07
2 腰越 温歩 新潟 塩沢中学校 07
3 立山 慧 新潟 湯沢中学校 07
4 ﾍﾞﾙﾌｫｰﾄﾞ 季永 新潟 湯沢中学校 07
5 五十嵐 暖 山形 鶴岡市立朝日中学校 07
6 川口 祐太朗 長野 塩尻中学校 07
7 湯田 心道 福島 田島中学校 07
8 池田 利他 新潟 附属長岡中学校 07
9 髙澤 暁斗 新潟 まつのやま学園 07

10 大嶋 隼典 秋田 秋田南高校中等部 07
11 湯田 健心 福島 台鞍HUUEﾚｰｼﾝｸﾞ 08
12 高橋 一誠 秋田 秋田市立御所野学院中 07
13 石中 仁一郎 滋賀 志賀中学校 07
14 新井 蔵人 東京 豊島区立西巣鴨中学校 07
15 佐々木 ｼﾞｭﾘｱﾝ諒 宮城 みどり台中学校 07
16 安藤 啓人 埼玉 城北埼玉中学校 07
17 星 佑弥 福島 猪苗代小学校 08
18 石川 太郎 埼玉 聖望学園中学校 07
19 福島 幸久 愛知 明鏡ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 08
20 越塚 風斗 東京 ｶﾝﾀﾞﾊ― 07
21 髙橋 祐斗 茨城 守谷夢彩都ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 07
22 岡田 遥人 東京 明晴学園 07
23 ﾏｯｶｰｼｰ ﾙﾁｱｰﾉ 東京 玉川学園中学部 07
24 三浦 一桔 群馬 片品中学校 07
25 田村 優有 東京 ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC 07
26 青木 悠翔 長野 長野日本大学中学校 08
27 登坂 太晴 茨城 茨城ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 08
28 今村 蓮 大阪 ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 07
29 吉成 龍之介 群馬 前橋第六中学校 07
30 佐藤 ミラー 新潟 08
31 服部 壮真 長野 飯山城北中学校 07
32 垣原 弘明 東京 苗場ﾚｰｼﾝｸﾞ 07
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

1 井口 花 新潟 小出中学校 07
2 堺 麻里杏 富山 富山大学附属中学校 07
3 大貫 詩旺 栃木 鹿沼市立東中学校 07
4 阿部 杏樹 新潟 塩沢中学校 07
5 上野 香晴 富山 井波中学校 07
6 本田 妃奈 新潟 附属長岡中学校 07
7 森川 栞奈 秋田 鷹巣中学校 07
8 阿部 花日未 山形 最上中学校 07
9 中山 桃芽 新潟 塩沢中学校 07

10 油井 杏樹 長野 川上中学校 07
11 佐々木 碧波 秋田 角館中学校 07
12 新海 花奏 長野 南牧中学校 08
13 鈴木 芽琉 福島 加納小学校 08
14 大和田 詩乃 宮城 小野田中学校 07
15 湯田 姫琉 福島 だいくらSIEGER 08
16 大和田 なぎさ 宮城 小野田中学校 08
17 林 美羽 新潟 塩沢中学校 07
18 遠藤 仁乃 福島 若松二中 08
19 丸山 愛季 長野 白馬中学校 07
20 宇田川 雅 東京 玉川学園中学部 07
21 澤村 玲奈 長野 松本明善中学校 08
22 阿部 桃佳 山形 尾花沢市立福原中学校 08
23 清田 華 東京 学習院女子中等科 07
24 志藤 汎 宮城 みどり台中学校 08
25 福田 美澪 茨城 水戸市ｽｷｰ連盟 08
26 藤田 みどり 東京 尾山台中学校 07
27 佐藤 伶海 山形 ｱｸｼｽﾚｰｼﾝｸﾞ 08
28 亀井 明美里 東京 苗場B&R 08
29 渡邉 茉夏 東京 苗場ﾚｰｼﾝｸﾞ 08
30 下田 陽華 東京 青山学院中等部 07
31 平井 碧 神奈川 08
32 熊田 歩華 群馬 群馬大学附属中学校 07
33 三田 真璃亜 東京 慶応義塾中等部 07
34 喜地 真鈴 東京 都市大等々力 07
35 桂 唯夏 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ 07
36 北條 杏奈 東京 青山学院中等部 07
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

1 佐藤 レオン 北海道 札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁ 05
2 保坂 宙 長野 城北中学校 06
3 葛巻 福春 岩手 上野中学校 05
4 髙橋 駈琉 長野 飯山城北中学校 05
5 鈴木 麻生 東京 立教池袋中学校 05
6 森山 太雅 新潟 旭岡中学校 05
7 上村 千春 新潟 湯之谷中学校 06
8 高橋 陸都 新潟 湯之谷中学校 06
9 大橋 蔵人 新潟 小千谷中学校 05
10 杉田 開斗 新潟 湯沢中学校 06
11 鈴木 琉生 埼玉 西武文理中学校 06
12 船本 力生 長野 信大附属長野中学校 06
13 峯岸 陽 宮城 向陽台中学校 06
14 新海 悠仁 長野 南牧中学校 05
15 塩田 優介 栃木 南那須中学校 05
16 小西 翔汰郎 秋田 横手清陵学院中学校 05
17 手銭 利玖 長野 大町市立美麻中学校 05
18 鈴木 來 福島 会北中学校 06
19 芹田 虎太朗 宮城 東北学院中学校 06
20 斉藤 東真 山形 大蔵中学校 05
21 伊藤 冴生 長野 川上中学校 05
22 村田 悠祐 東京 都立中央ろう学校 05
23 榎本 龍人 東京 学習院中等科 05
24 小野寺 郁弥 福島 喜多方第二中学校 06
25 小川 竜司 東京 三鷹第一中学校 06
26 河野 大峨 長野 野沢温泉中学校 05
27 鷹橋 凛太郎 東京 芝中学校 06
28 髙橋 颯太 宮城 築館中学校 06
29 岡田 優人 東京 明晴学園中学校 05
30 綿引 一樹 茨城 瑞竜中学校 06
31 近藤 優太 東京 瀬田中学校 05
32 渡辺 友規 長野 才教学園中学校 06
33 笠井 琉雅 群馬 前橋六中学校 06
34 峰村 知宏 新潟 妙高高原中学校 05
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

1 大西 美琴 長野 戸隠中学校 06
2 深澤 ひなた 長野 小谷中学校 06
3 佐藤 珠花 新潟 湯之谷中学校 05
4 水落 日子 新潟 中条中学校 05
5 佐藤 加莱 新潟 小出中学校 06
6 吉田 梓乃 群馬 水上中学校 05
7 小野塚 心美 新潟 まつのやま学園 05
8 伊能 百香 群馬 群馬大学附属中学校 05
9 外谷 若菜 新潟 塩沢中学校 06

10 渡部 小乃葉 千葉 聖徳大学附属女子中学 05
11 福島 幸歩 愛知 扇台中学校 05
12 谷 優希乃 京都 京都光華中学校 05
13 植松 春香 埼玉 さいたま市立常盤中学 06
14 林田 優希 神奈川 横浜雙葉中学校 06
15 田苗 優希 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂSC 06
16 岩下 季実佳 長野 丘中学校 06
17 阿部 心町 長野 飯山城北中学校 05
18 清水 咲良 福井 陽明中学校 06
19 松本 瑞生 茨城 江戸川学園中･高等学 06
20 堀江 和香 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂSC 06
21 高橋 あかり 埼玉 さいたま市立日進中学 06
22 堀江 花南 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂSC 06
23 松尾 雫 長野 野沢温泉中学校 06
24 津久井 楓子 茨城 茗渓学園中学校 05
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