
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 MACKENZIE,Josh Confederacao Brasileir
2 GIBBONS, Dreas Alpine Canada Alpin
3 草野 隆之介 北海道 夕張TSOﾚｰｼﾝｸﾞ
4 青木 悠翔 長野 長野日本大学中学校
5 HAN, Dash Alpine Canada Alpin
6 PARKHILL, Kingsl Alpine Canada Alpin
7 五十嵐 暖 山形 鶴岡市立朝日中学校
8 伊藤 瑠泉 北海道 札幌市立東月寒中学校
9 REID, Dominic Alpine Canada Alpin

10 松尾 颯 新潟 糸魚川中学校
11 齊木 陵太 新潟 糸魚川中学校
12 髙澤 暁斗 新潟 まつのやま学園
13 提箸 柚宇 群馬 高崎市ｽｷｰ連盟
14 佐藤 ミラー 新潟 塩沢中学校
15 飯酒盃 祐輝 新潟 塩沢中学校
16 国本 廉太郎 長野 白馬中学校
17 石中 仁一郎 滋賀 志賀中学校
18 堀田 隆一郎 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
19 橋本 朋弥 新潟 長岡市立三島中学校
20 清水 嘉主臣 新潟 湯沢中学校
21 平賀 千翔 新潟 塩沢中学校
22 赤川 清一郎 長野 東御市立東部中学校
23 新井 蔵人 東京 豊島区立西巣鴨中学校
24 三浦 一桔 群馬 片品中学校
25 本多 峻 愛知 南山中学校
26 石川 太郎 埼玉 聖望学園中学校
27 小倉 陽向 愛知 幸田北部中学校
28 橋本 拓弥 宮城 富谷第二中学校
29 前元 瑛太 宮城 大河原中学校
30 小山 慶大 埼玉 西武学園文理中学校
31 垣原 弘明 東京 苗場B&R
32 大塚 陽向 東京 千歳中学校
33 川口 祐太朗 長野 塩尻中学校
34 井上 結希也 兵庫 村岡中学校
35 三賀山 嗣穏 千葉 千葉日本大学付属第一
36 楜澤 桜太 長野 浅間中学校
37 松本 龍之介 群馬 嬬恋中学校
38 丸山 瑛太 長野 高瀬中学校
39 村上 誠太郎 長野 原村立原中学校
40 堀 竣一 東京 明星中学校
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51 添田　咲太朗 長　野 木島平小学校スキー部ア
52 大黒 巧翔 北海道 札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁ
53 小熊 健祐 東京 小平第四中学校
54 板橋 岳隆 新潟 十日町市立南中学校
55 小林 柊太朗 新潟 東小千谷中学校
56 滝沢 慧太 新潟 まつのやま学園
57 小池 亮太 新潟 湯沢中学校
58 紅林 涼雅 東京 高井戸中学校
59 眞鍋 親ノ介 長野 松川中学校
60 岩下 幸太郎 長野 信州大学教育学部附属
61 早川 徹彦 埼玉 西武学園文理中学校
62 遠藤　輪人 福　島 ベンアスリーツスポーツ
63 大沼　樹生 宮　城 アカリレーシング
64 近藤 純太 東京 瀬田中学校
65 橋本 和弥 宮城 富谷第二中学校
66 清水 雄也 新　潟 湯沢小学校
67 渡邉 空孜 宮城 東北学院中学校
68 野崎　日向 新　潟 苗場レーシング
69 遠藤 翔 宮城 川崎町立川崎中学校
70 平林 大河 福島 喜多方第一中学校
71 松本　眞之介 群　馬 嬬恋レーシング
72 松井　照尭 富　山 井波ジュニアレーシング
73 石川　竜大 新　潟 苗場レーシング
74 本田 カール 東京 苗場ﾚｰｼﾝｸﾞ
75 高久 天慈 埼玉 さいたま市立大宮国際
76 川尻 泰晟 北海道 札幌澄川中学校
77 田代 雅紋 神奈川 ｽｷｰﾁｰﾑ茅ヶ崎
78 須田 喜森 群馬 ぐんま国際ｱｶﾃﾞﾐｰ中等
79 高田 一輝 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
80 串田 有 静岡 静岡大学附属浜松中学
81 山田 健太郎 大阪 大阪中学校ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗ
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1 BESSIE, Brooke Alpine Canada Alpin
2 堺 麻里杏 富山 富山大学附属中学校
3 COOK, Marlowe Alpine Canada Alpin
4 清利 葵乃 富山 城端中学校
5 FORSYTH, Ruby Alpine Canada Alpin
6 大貫 詩旺 栃木 鶏頂山ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
7 LUTZ, Thea Alpine Canada Alpin
8 岡田 果穏 北海道 Raumu.SC
9 丸山 愛季 長野 白馬中学校

10 WEBB, Nicole Alpine Canada Alpin
11 WHELAN, Rebecca Alpine Canada Alpin
12 森川 栞奈 秋田 鷹巣中学校
13 上野 香晴 富山 井波中学校
14 佐々木 碧波 秋田 角館中学校
15 阿部 杏樹 新潟 塩沢中学校
16 山田 真央 京都 京都光華中学校
17 森 理葉 東京 下里中学校
18 熊崎 莉子 北海道 占冠中学校
19 棚橋 和奏 愛知 天神山中
20 宇田川 雅 東京 玉川学園中学部
21 清田 華 東京 学習院女子中等科
22 喜地 真鈴 東京 東京都市大学等々力中
23 黒須 徠夢 茨城 筑西市立下館西中学校
24 弦巻 佳夢 神奈川 ｼｮｰﾅﾝ･ｷｯｽﾞ
25 田中 愛佳理 愛知 岡崎市立竜海中学
26 小澤 優奈 新潟 大和中学校
27 駒形 織音 新潟 大和中学校
28 鈴木 芽琉 福島 会北中学校
29 石塚 千尋 東京 桐朋女子中学校
30 薬師寺 雅 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
31 須野原 きらら 長野 山ﾉ内中学校
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41 関川　翠桜 東　京 ICI石井スポーツスキー 
42 稲熊 日向子 三重 菰野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
43 中村 心愛 秋田 秋田大学教育文化学部
44 難波 雪輝望 新　潟 ライフケア神戸　Myoko 
45 小野里 佳恋 群馬 高松中学校
46 德永 桜雪 新潟 十日町中学校
47 原　美空乃 神奈川 K-power
48 大谷 明莉 東京 浅川中学校
49 上野　朱里 富　山 井波ジュニアレーシング
50 橋本　希玖乃 福　島 関辺小学校
51 遠藤 妃莉 宮城 岩沼中学校
52 木村　夏浦 埼　玉 美園小学校
53 二瓶 一華 福島 郡山第三中学校
54 井戸　志春 長　野 山ノ内東小学校
55 黒木 美有 東京 桐朋女子中学校
56 山崎 せれな 長野 山ﾉ内中学校
57 竹ノ内 蒼空 東京 七国中学校
58 垣原 麻理 東京 東洋英和女学院中学部
59 楠本 こころ 大阪 大阪中学校ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗ
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