
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP2020 エントリーリスト

【U14 女子】

名前 ﾌﾘｶﾞﾅ NOCs/Pref. 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ NOCs/Pref.

阿部 杏樹 ｱﾍﾞ ｱﾝｼﾞｭ 新潟県 川口 祐太朗 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 長野県

阿部 栞 ｱﾍﾞ ｼｵﾘ 山形県 北村 優弥 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ 神奈川県

五十嵐 香帆 ｲｶﾞﾗｼ ｶﾎ 福島県 越塚 風斗 ｺｼﾂﾞｶ ﾌｳﾄ 東京都

井口 花 ｲｸﾞﾁ ﾊﾅ JPN 小松 柊也 ｺﾏﾂ ｼｭｳﾔ 新潟県

井熊 桜花 ｲｸﾏ ｵｳｶ 新潟県 佐々木 太翔 ｻｻｷ ﾀｲﾄ 秋田県

石倉 ゆきの ｲｼｸﾗ ﾕｷﾉ 新潟県 宍戸 鉄兵 ｼｼﾄﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 福島県

市村 姫紀 ｲﾁﾑﾗ ﾋﾒｷ 群馬県 杉田 開斗 ｽｷﾞﾀ ｶｲﾄ 新潟県

猪俣 みなみ ｲﾉﾏﾀ ﾐﾅﾐ 福島県 鈴木 來 ｽｽﾞｷ ﾗｲ 福島県

VANDAELE Julie ヴｧﾝﾀﾞﾚ ｼﾞｭﾘｰ BEL 鈴木 琉生 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 東京都

上野 香晴 ｳｴﾉ ｺﾊﾙ 富山県 STEF van Orten ｽﾃﾌ ヴｧﾝ ｵﾙﾃﾝ BEL

植松 春香 ｳｴﾏﾂ ﾊﾙｶ 埼玉県 高橋 一誠 ﾀｶﾊｼ ｲｯｾｲ 秋田県

大貫 詩旺 ｵｵﾇｷ ｼｵ 栃木県 高橋 陸都 ﾀｶﾊｼ ﾘｸﾄ 新潟県

上村 侑良 ｶﾐﾑﾗ ﾕﾗ 新潟県 鷹橋 凛太郎 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾀﾛｳ 東京都

清田 華 ｷﾖﾀ ﾊﾅ 東京都 立山 慧 ﾀﾃﾔﾏ ｹｲ 新潟県

堺 麻里杏 ｻｶｲ ﾏﾘｱ 富山県 田村 柊陽 ﾀﾑﾗ ｼｭｳﾔ 埼玉県

坂田 結 ｻｶﾀ ﾕｲ 東京都 富井 大作 ﾄﾐｲ ﾀﾞｲｻｸ 長野県

佐藤 加萊 ｻﾄｳ ｶﾗ 新潟県 南雲 慶 ﾅｸﾞﾓ ｹｲ 新潟県

田苗 優希 ﾀﾅｴ ﾕｷ 東京都 林 勇翔 ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 長野県

富井 詩子 ﾄﾐｲ ｳﾀｺ JPN 船本 力生 ﾌﾅﾓﾄ ﾘｷ 長野県

外谷 若菜 ﾄﾔ ﾜｶﾅ 新潟県 ﾍﾞﾙﾌｫｰﾄﾞ 季永 ﾍﾞﾙﾌｫｰﾄﾞ ﾄｷﾅｶﾞ 新潟県

長澤 佳奈 ﾅｶﾞｻﾜ ｶﾅ 新潟県 保坂 宙 ﾎｻｶ ｿﾗ JPN

南雲 美里 ﾅｸﾞﾓ ﾐｻﾄ 新潟県 ﾐｰｸﾙ ﾍﾐ ﾐｰｸﾙ ﾍﾐ 北海道

深澤 ひなた ﾌｶｻﾜ ﾋﾅﾀ 長野県 峯岸 陽 ﾐﾈｷﾞｼ ﾊﾙ 宮城県

本田 妃奈 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾅ 新潟県 森 大和 ﾓﾘ ﾔﾏﾄ 長野県

町井 友香 ﾏﾁｲ ﾕｳｶ 栃木県

山田 真央 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｵ 兵庫県 【U16 女子】

名前 ﾌﾘｶﾞﾅ NOCs/Pref.

【U14 男子】 ACKERLEY Emilia ｱｹﾚｲ ｴﾐﾘｱ GBR

名前 ﾌﾘｶﾞﾅ NOCs/Pref. 阿部 きさら ｱﾍﾞ ｷｻﾗ 群馬県

阿部 和人 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾄ 山形県 井上 真里愛 ｲﾉｳｴ ﾏﾘｱ 兵庫県

新井 蔵人 ｱﾗｲ ｸﾗﾄ 東京都 伊能 百香 ｲﾖｸ ﾓﾓｶ 群馬県

五十嵐 暖 ｲｶﾗｼ ﾀﾞﾝ 山形県 VAN PUYVELDE Naya ヴｧﾝ ﾋﾟｭｲﾍﾞﾙﾃﾞ ﾅﾔ BEL

石川 太郎 ｲｼｶﾜ ﾀﾛｳ 埼玉県 上嶋 梓紗 ｳｴｼﾏ ｱｽﾞｻ 富山県

石中 仁一郎 ｲｼﾅｶ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ 滋賀県 EBY Blythe ｴﾋﾞｰ ﾌﾞﾗｲｽ CAN

小野寺 郁弥 ｵﾉﾃﾞﾗ ｲｸﾔ 福島県 小野塚 心美 ｵﾉﾂﾞｶ ｺｺﾐ 新潟県

片山 喜一朗 ｶﾀﾔﾏ ｷｲﾁﾛｳ 北海道 恩田 寛子 ｵﾝﾀﾞ ﾁｶｺ 長野県

片山 大斗 ｶﾀﾔﾏ ﾀﾞｲﾄ 新潟県 金井 渚 ｶﾅｲ ﾅｷﾞｻ 新潟県

加藤 輝 ｶﾄｳ ﾋｶﾙ 秋田県 KING Lauren ｷﾝｸﾞ ﾛｰﾚﾝ CAN

鎌田 宇朗 ｶﾏﾀﾞ ﾈｵ JPN 久保 乃愛 ｸﾎﾞ ﾉｱ 福井県

上村 千春 ｶﾐﾑﾗ ﾁﾊﾙ 新潟県 小林 ひかり ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ 富山県



【U16 女子】

名前 ﾌﾘｶﾞﾅ NOCs/Pref. 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ NOCs/Pref.

佐藤 珠花 ｻﾄｳ ｼｭｳｶ 新潟県 上村 脩太 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾀ 新潟県

佐藤 和愛 ｻﾄｳ ﾅﾁｶ 秋田県 KUYLEN Nando ｸｲﾚﾝ ﾅﾝﾄﾞ BEL

清水 紗耶 ｼﾐｽﾞ ｻﾔ 新潟県 葛巻 福春 ｸｽﾞﾏｷ ﾌｸﾊﾙ 岩手県

清水 優奈 ｼﾐｽﾞ ﾕﾅ 長野県 河野 大峨 ｺｳﾉ ﾀｲｶﾞ 長野県

DAJANI Lanielle ﾀﾞｼﾞｬﾆ ﾗﾆｴﾙ CAN 國分 逸生 ｺｸﾌﾞﾝ ｲﾂｷ 山形県

樽谷 奏音 ﾀﾙﾀﾆ ｶﾉﾝ 秋田県 小西 翔汰郎 ｺﾆｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 秋田県

鳥羽 愛梨 ﾄﾊﾞ ｱｲﾘ 福島県 権田 武蔵 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾑｻｼ 栃木県

DRAKE Adriana ﾄﾞﾚｲｸ ｱﾄﾞﾘｱｰﾅ CAN SEIFERT Bendikt ｻｲﾌｪﾙﾄ ﾍﾞﾈﾃﾞｨｸﾄ AUT

中島 翠生 ﾅｶｼﾏ ｽｳ 東京都 佐藤 希海 ｻﾄｳ ﾉｱ 山形県

中村 祐希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ 兵庫県 佐藤 ﾚｵﾝ ｻﾄｳ ﾚｵﾝ JPN

中村 凛々花 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾘｶ 長野県 塩田 優介 ｼｵﾀﾞ ﾕｳｽｹ 栃木県

根石 陽菜乃 ﾈｲｼ ﾋﾅﾉ 岡山県 鈴木 麻生 ｽｽﾞｷ ｱｿ 東京都

BARTLETT Honor ﾊﾞｰﾄﾚｯﾄ ｵﾅｰ GBR 関戸 誠 ｾｷﾄﾞ ﾏｺﾄ 愛知県

畑中 翔名 ﾊﾀﾅｶ ｶﾅ JPN 高橋 駈琉 ﾀｶﾊｼ ｶｹﾙ 長野県

馬場 百花 ﾊﾞﾊﾞ ﾓﾓｶ 福島県 高橋 侑也 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 新潟県

PICHLER Paula ﾋﾟｸﾗｰ ﾎﾟｰﾗ AUT 高屋 裕太郎 ﾀｶﾔ ﾕｳﾀﾛｳ 山形県

保坂 花 ﾎｻｶ ﾊﾅ JPN 津野尾 広大 ﾂﾉｵ ｺｳﾀﾞｲ 長野県

星 結衣 ﾎｼ ﾕｲ 新潟県 手銭 利玖 ﾃｾﾞﾝ ﾘｸ 長野県

松田 弥咲妃 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｻｷ JPN 峠 蓮人 ﾄｳｹﾞ ﾚﾝﾄ 新潟県

水落 日子 ﾐｽﾞｵﾁ ﾆｺ 新潟県 豊島 崇至 ﾄﾖｼﾏ ﾀｶｼ 兵庫県

山田 呼夏 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾅﾂ 富山県 直江 優作 ﾅｵｴ ﾕｳｻｸ JPN

山田 雪菜 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ 富山県 永澤 壮馬 ﾅｶﾞｻﾜ ｿｳﾏ 栃木県

吉田 梓乃 ﾖｼﾀﾞ ｼﾉ 群馬県 中島 崇秀 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ 群馬県

LANZINGER Klara ﾗﾝﾂｨﾝｶﾞｰ ｸﾗﾗ AUT 中村 和実 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾐ 群馬県

渡部 小乃葉 ﾜﾀﾍﾞ ｺﾉﾊ 千葉県 中村 騎士 ﾅｶﾑﾗ ﾅｲﾄ 愛知県

奈良場 優大 ﾅﾗﾊﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 新潟県

【U16 男子】 PYE Ryan ﾊﾟｲ ﾗｲｱﾝ GBR

名前 ﾌﾘｶﾞﾅ NOCs/Pref. 橋口 拓弥 ﾊｼｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 埼玉県

浅川 岳斗 ｱｻｶﾜ ﾔﾏﾄ 茨城県 原澤 虎太朗 ﾊﾗｻﾜ ｺｳﾀﾛｳ JPN

飯吉 旭 ｲｲﾖｼ ｱｻﾋ 新潟県 平井 颯馬 ﾋﾗｲ ｿｳﾏ 長野県

五十嵐 瑞希 ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽﾞｷ 群馬県 深澤 嵩晴 ﾌｶｻﾜ ｺｳｾｲ 長野県

石井 宏多朗 ｲｼｲ ｺｳﾀﾛｳ 群馬県 舩戸 晴也 ﾌﾅﾄ ﾊﾙﾔ 新潟県

石塚 心樹 ｲｼﾂﾞｶ ﾓﾄｷ 茨城県 BOUAS Ioannis ﾎﾞｱｽ ｲｵｱﾆｽ BEL

植松 幹太 ｳｴﾏﾂ ｶﾝﾀ 埼玉県 BONK Jordan ﾎﾞﾝｸ ﾖﾙﾀﾞﾝ CAN

URQUHART Aidan ｳﾙｸﾊｰﾄ ｴｲﾀﾞﾝ GBR 三浦 圭仁 ﾐｳﾗ ｹｲﾄ 秋田県

遠藤 暢人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾄ 秋田県 宮城 良佑 ﾐﾔｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 東京都

大内 慶介 ｵｵｳﾁ ｹｲｽｹ 福島県 MUELLER Florian ﾐｭﾗｰ ﾌﾛﾘｱﾝ AUT

大橋 蔵人 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾄ 新潟県 村田 悠祐 ﾑﾗﾀ ﾕｳｽｹ 東京都

岡田 優人 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 東京都 森山 太雅 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 新潟県

KADRNKA Markus ｶﾄﾞﾙﾝｶ ﾏﾙｸｽ GBR 山本 恵太 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 新潟県

株木 玖隆 ｶﾌﾞｷ ｸﾘｭｳ 山形県 ROBINSON William ﾛﾋﾞﾝｿﾝ ｳｨﾘｱﾑ CAN


