
参加人数 種別 名前 ふりがな 所属

1 小学１・２年女子 石井　陽菜乃いしいひなのラピスレーシング

2 小学１・２年女子 中村　光那なかむら みな牧ＸＣ

3 小学１・２年女子 西畑　奈に々しはた　なな猿倉Ｊｒ．Ｓ．Ｃ

4 小学１・２年女子 平澤　李來ひらさわ　りこ猿倉Ｊｒ．Ｓ．Ｃ

5 小学１・２年女子 辻　通世つじ　みよ猿倉Ｊｒ．Ｓ．Ｃ

6 小学１・２年女子 中田　彩恵なかだ　さえ猿倉Ｊｒ．Ｓ．Ｃ

1 小学１・２年男子 野呂　琉也のろりゅうや妙高高原南小学校

2 小学１・２年男子 竹田　健太郎たけだけんたろう妙高高原南小学校

3 小学１・２年男子 森下　陽斗もりしたはると朝日ジュニアクロスカントリースキー

1 小学３・４年女子 佐々木　奈央ささき なお大山ノルディックSC

2 小学３・４年女子 佐々木　陽ささき はる窪田小学校

3 小学３・４年女子 池田　咲希いけだ　さき妙高高原北小

4 小学３・４年女子 駒村　幸こまむらみゆき妙高高原南小学校

5 小学３・４年女子 野尻　明日風のじりあすか猿倉Ｊｒ．Ｓ．Ｃ

6 小学３・４年女子 朝野　莉央あさの　りお猿倉Ｊｒ．Ｓ．Ｃ

7 小学３・４年女子 吉田　恵美よしだ　あやみ猿倉Ｊｒ．Ｓ．Ｃ

8 小学３・４年女子 岩本　花恋いわもとかれん朝日ジュニアクロスカントリースキー

1 小学３・４年男子 野間　陽斗のま　はるとおおやまノルディックスキークラブ

2 小学３・４年男子 南雲　晴陽なぐも はるひ牧ＸＣ

3 小学３・４年男子 南雲　朝陽なぐも あさひ牧ＸＣ

4 小学３・４年男子 宮本　陽向みやもと ひなたおおやまノルディックスキークラブ

5 小学３・４年男子 山中　朝陽やまなかあさひ雪団五十鈴

6 小学３・４年男子 山本　怜旺やまもとれお白嶺小学校

7 小学３・４年男子 野呂　悠惺のろゆうせい妙高高原南小学校

8 小学３・４年男子 竹田　葵たけだあおい妙高高原南小学校

9 小学３・４年男子 三橋　昂生みつはしこうせい朝日ジュニアクロスカントリースキー

10 小学３・４年男子 村松　徹郎むらまつ　てつろう和泉小学校

11 小学３・４年男子 宮崎　晶将みやざき　あきまさ五箇山スキースポ少

12 小学３・４年男子 柳瀬　冬芽やなせ　とうが猿倉Ｊｒ．Ｓ．Ｃ

13 小学３・４年男子 平澤　恢斗ひらさわ　かいと猿倉Ｊｒ．Ｓ．Ｃ

14 小学３・４年男子 田中　慶汰朗たなか　けいたろう猿倉Ｊｒ．Ｓ．Ｃ

15 小学３・４年男子 赤坂　新汰あかさか　にいた猿倉Ｊｒ．Ｓ．Ｃ

16 小学３・４年男子 辻　泰三つじ　たいぞう猿倉Ｊｒ．Ｓ．Ｃ

1 小学５・６年女子 藤塚　まりふじつか　まり片貝小学校

2 小学５・６年女子 佐々木　和椛ささき わか窪田小学校

3 小学５・６年女子 山内　郁知花やまうち　いちか窪田小学校

4 小学５・６年女子 安保　希泉あんぼ　のぞみ秋田県鹿角市立十和田小学校

5 小学５・６年女子 後藤　ゆいかごとうゆいか妙高高原北小学校

6 小学５・６年女子 和田　亜海わだ　あみ木島平小学校スキー部

7 小学５・６年女子 岡田　雫おかだしずく妙高高原南小学校

8 小学５・６年女子 小林　ひなのこばやしひなの妙高高原南小学校

9 小学５・６年女子 塚田　穂乃香つかだほのか妙高高原南小学校

10 小学５・６年女子 野呂　梨渚奈のろりおな妙高高原南小学校

11 小学５・６年女子 田中　麻央たなかまお朝日ジュニアクロスカントリースキー

12 小学５・６年女子 三橋　心音みつはしみお朝日ジュニアクロスカントリースキー

13 小学５・６年女子 野呂　梨渚奈のろりおな妙高高原南小学校

14 小学５・６年女子 森　美心もり　みこ木島平小スキー部

15 小学５・６年女子 細川　芽吹ほそかわ　めぶき五箇山スキースポ少

1 小学５・６年男子 佐々木　健太ささき けんた大山ノルディックSC



2 小学５・６年男子 山田　朝陽やまだあさひ福沢小学校

3 小学５・６年男子 米川　颯真よねかわ そうま牧ＸＣ

4 小学５・６年男子 近藤　絆こんどう きずな牧ＸＣ

5 小学５・６年男子 飯田　壱路いいだ いちろ牧ＸＣ

6 小学５・６年男子 飯田　奏夢いいだ かなむ牧ＸＣ

7 小学５・６年男子 羽深　泰紳はふか たいしん牧ＸＣ

8 小学５・６年男子 鈴木　士愛すずきとあ木島平小学校スキー部

9 小学５・６年男子 手塚  輝てづか  ひかる新潟県妙高高原北小学校

10 小学５・６年男子 松沢　迅まつざわ　じん白馬北小学校

11 小学５・６年男子 手塚  輝てづか  ひかる妙高高原北小学校

12 小学５・６年男子 滝澤　椿人たきざわ　はると妙高高原北小

13 小学５・６年男子 鈴木　匠すずき　たくみ妙高高原北小

14 小学５・６年男子 宮下　幸大みやしたこうだい妙高高原南小学校

15 小学５・６年男子 黒田　偉月くろだいつき妙高高原南小学校

16 小学５・６年男子 辻　悠心つじゆうしん白嶺小学校

17 小学５・６年男子 森下　大翔もりしたひろと朝日ジュニアクロスカントリースキー

18 小学５・６年男子 長瀬　歩歌朗ながせ ふうたろうアルコピアジュニアクロス

19 小学５・６年男子 町川　大翔まちかわ ひろと一之宮XCスキークラブ

20 小学５・６年男子 手塚　輝てづか ひかる妙高高原北小学校

21 小学５・６年男子 宮崎　大輔みやざき　だいすけ五箇山スキースポ少

22 小学５・６年男子 野尻　悠太のじり　ゆうた猿倉Ｊｒ．Ｓ．Ｃ

23 小学５・６年男子 柳瀬　秋成やなせ　あきなり猿倉Ｊｒ．Ｓ．Ｃ

1 中学生女子 藤塚　美礼ふじつか　みれい片貝中学校

2 中学生女子 湯本　美園ゆもとみその木島平中学校スキー部

3 中学生女子 添田　春佳そえたはるか木島平中学校

4 中学生女子 髙橋　実楽たかはし　みら木島平中学校スキー部

5 中学生女子 近藤　きよらこんどう きよら牧ＸＣ

6 中学生女子 渡辺　莉那わたなべ りな牧ＸＣ

7 中学生女子 羽深　沙彩はふか さあや牧ＸＣ

8 中学生女子 宮下　美幸みやしたみゆき妙高高原中学校

9 中学生女子 岡田　七海おかだななみ妙高高原中学校

10 中学生女子 岸本　和奏きしもとわかな妙高高原中学校

11 中学生女子 小島　弥星こじまみほし新井中学校

12 中学生女子 山本 美緒やまもと みお雪団五十鈴

13 中学生女子 加藤　小夏かとうこなつ糸魚川東中学校

14 中学生女子 松沢　意まつざわ　こころ白馬中学校

15 中学生女子 山本　蓮やまもとれん白嶺中学校

16 中学生女子 加藤　小夏かとうこなつ糸魚川東中学校

17 中学生女子 松澤　柚葵まつざわ　ゆずき新潟県十日町市立南中学校

18 中学生女子 中村　涼乃なかむらりの白嶺中学校

19 中学生女子 岩本　花瑠いわもとはる朝日中学校

20 中学生女子 田中　莉緒たなかりお朝日中学校

21 中学生女子 三橋　真歩みつはしまほ朝日中学校

22 中学生女子 山田　羽琉やまだ　はる城端中学校

23 中学生女子 堀川　ひかりほりかわ　ひかり城端中学校

24 中学生女子 青能　由奈あおの　ゆうな城端中学校

25 中学生女子 三宅　優衣みやけ　ゆい城端中学校

26 中学生女子 村田　真桜むらた　まお城端中学校

27 中学生女子 牧野　三娘まきの　みこ城端中学校

28 中学生女子 中井　愛菜なかい　あいな城端中学校



29 中学生女子 南　芹菜みなみ　せりな城端中学校

30 中学生女子 水本　百香みずもと　ももか大沢野中学校

1 中学生男子 島崎　陽一朗しまざき　よういちろう木島平中学校スキー部

2 中学生男子 米川　昊輝よねかわ こうき牧ＸＣ

3 中学生男子 中村　恭也なかむら たかや牧ＸＣ

4 中学生男子 岩崎　瑛斗いわさき えいと牧ＸＣ

5 中学生男子 大宮　魁和おおみや かいと新井中学校

6 中学生男子 岡田　幸也おかだゆきや妙高高原中学校

7 中学生男子 須賀田　虎珀すかだこはく妙高高原中学校

8 中学生男子 後藤　涼祐ごとうりょうすけ妙高高原中学校

9 中学生男子 駒村　隼こまむらはやと妙高高原中学校

10 中学生男子 池田　洋介いけだようすけ妙高高原中学校

11 中学生男子 宮下　日生みやしたひなせ妙高高原中学校

12 中学生男子 森　稟桜もりりお 木島平中スキー部

13 中学生男子 山田　梨人やまだりひと木島平中学校スキー部

14 中学生男子 石田　翔眞いしだ　しょうま片貝中学校

15 中学生男子 小堺　陽日こざかい　はると片貝中学校

16 中学生男子 坂詰　真吾さかつめ　しんご長岡クロスカントリースキースポーツ少年団

17 中学生男子 宮下　鷹みやしたよう新井中学校

18 中学生男子 早川　元希はやかわ　げんき菰野スキークラブ

19 中学生男子 山中　舜也やまなかしゅんや雪団五十鈴

20 中学生男子 清水　太一しみずたいち三重県スキー連盟

21 中学生男子 串橋　祐次郎くしはしゆうじろう糸魚川東中学校

22 中学生男子 山口　二源やまぐちじげん白嶺中学校

23 中学生男子 山口　蓮太やまぐちれんた白嶺中学校

24 中学生男子 小島　諄大こじま　あつひろ愛工大名電中

25 中学生男子 菊池　隆世きくち　りゅうせい愛工大名電中

26 中学生男子 徳谷　嶂睿とくたに　みねよし愛工大名電中

27 中学生男子 長瀬　有輝ながせあき朝日中学校

28 中学生男子 長瀬　來ながせらい朝日中学校

29 中学生男子 足立　聖太あだちしょうた朝日中学校

30 中学生男子 田立　泰翔ただちたいと朝日中学校

31 中学生男子 中井　煌なかい　こう丹生川中学校

32 中学生男子 村松　吉郎むらまつ　よしろう和泉中学校

33 中学生男子 竹内　享汰たけうち　きょうた勝山北部中学校

34 中学生男子 島田　知来しまだ　ともき城端中学校

35 中学生男子 鷲尾　昊輝わしお　こうき城端中学校

36 中学生男子 中道　陽人なかみち　はると城端中学校

37 中学生男子 三島　大橙みしま　やまと城端中学校

38 中学生男子 山田　諭司やまだ　さとし城端中学校

39 中学生男子 宮田　敦生みやた　あつき城端中学校

40 中学生男子 樋口　直人ひぐち　なおと城端中学校

41 中学生男子 杉谷　灯弥すぎたに　とうや城端中学校

42 中学生男子 宮下　明翔みやした あきと妙高中学校

43 中学生男子 蛯沢　瑠来えびさわ　るーく南魚沼ジュニアスキークラブ

1 高校・一般女子 児玉　美希こだま　みき太平洋建設SC

2 高校・一般女子 渡邉　祐佳わたなべゆか太平洋建設SC

3 高校・一般女子 安保　真紀子あんぼ　まきこ（株）光風舎竹半スポーツ

4 高校・一般女子 中村　由菜なかむら　ゆな星稜高校

5 高校・一般女子 祢津　利宝ねつ　りほ日本体育大学



6 高校・一般女子 芳川　千恵よしかわ　ちえ日本体育大学

7 高校・一般女子 笠原　ひなかさはら　ひな日本体育大学

8 高校・一般女子 岩本　美歌いわもとみか雄山高校

9 高校・一般女子 中澤　恵なかざわ　けい長岡クロスカントリースキースポーツ少年団

10 高校・一般女子 山本　茉那やまもと まな雪団五十鈴

11 高校・一般女子 石田　恵いしだ けい三重県スキー連盟

12 高校・一般女子 中世古　法子なかせこ　のりこ雪団五十鈴

13 高校・一般女子 近藤　みやびこんどうみやび関根学園

14 高校・一般女子 広崎　妙恵ひろさきたえ鶴来高校

15 高校・一般女子 善田　美音ぜんだみね鶴来高校

16 高校・一般女子 宮木　真帆みやきまほ日本大学

17 高校・一般女子 河野　愛佳こうのあいか富山大学スキー部

18 高校・一般女子 水口　珠寿みずくちすず金沢学院大学

19 高校・一般女子 宮﨑　美樹みやざきみき南砺平高校

20 高校・一般女子 稲塚　麻衣いなづかまい南砺平高校

21 高校・一般女子 細川　千咲喜ほそかわちさき南砺平高校

22 高校・一般女子 誉田　貴子こんだたかこ京都光華SC

23 高校・一般女子 中村　心音なかむらここね京都光華高校

1 高校・一般男子 堀米　光男ほりごめ みつお小賀坂スキークラブ

2 高校・一般男子 宮沢　大志みやざわ　ひろゆきＪＲ東日本スポーツスキー部

3 高校・一般男子 藤ノ木　光ふじのき　ひかり東京美装グループスキー部

4 高校・一般男子 島田　正叡しまだ　まさとし立野ヶ原SC

5 高校・一般男子 藤井　勝則ふじいかつのり長野市スキークラブ藤井塾

6 高校・一般男子 後藤　拓志ごとう　たくし上越高等学校

7 高校・一般男子 川除　大輝かわよけ　たいき日本大学

8 高校・一般男子 清水　正和しみず　まさかず長野市スキークラブ藤井塾

9 高校・一般男子 小笠原　舜おがさわら しゅん飯山高校

10 高校・一般男子 祢津　利空ねつ　りくう中野立志館高校

11 高校・一般男子 星名　洋輝ほしな　ひろき日本体育大学

12 高校・一般男子 松井　憲司まつい　けんじ世田谷区スキー協会

13 高校・一般男子 河原井　榛太かわらい　しんた水戸葵陵高校

14 高校・一般男子 井川　日翔いがわ　はると水戸葵陵高校

15 高校・一般男子 桐原　航きりはら　こう水戸葵陵高校

16 高校・一般男子 山村　卓裕やまむら　たかひろ石川xcd

17 高校・一般男子 宮尾　祐司みやお　ゆうじ高田自衛隊スキー部

18 高校・一般男子 太田　光平おおた　こうへい高田自衛隊スキー部

19 高校・一般男子 川高　慎之輔かわたかしんのすけ暁高

20 高校・一般男子 松沢　斉まつざわ　ひとしHG

21 高校・一般男子 成澤　啓汰なるさわ　けいた明治大学

22 高校・一般男子 村越　裕太郎むらこし　ゆうたろう十日町アクティブスポーツ

23 高校・一般男子 橋本　大德はしもと　だいと鶴来高等学校

24 高校・一般男子 八木　颯一郎やぎそういちろう関根学園

25 高校・一般男子 山下　真央やましたまひろ関根学園

26 高校・一般男子 小島　宙輝こじまひろき東洋大学

27 高校・一般男子 川口　海瑠かわぐち　かいる愛工大名電高校

28 高校・一般男子 築山　響つきやま　ひびき愛工大名電高校

29 高校・一般男子 陸田　俊光むつだ　としみつ愛工大名電高校

30 高校・一般男子 杉本　槙作すぎもと　しんさく愛工大名電高校

31 高校・一般男子 横山　隼之介よこやま　しゅんのすけ愛工大名電高校

32 高校・一般男子 杉田　有生すぎた　ゆうせい明治大学



33 高校・一般男子 宮木　海みやきかい日本大学

34 高校・一般男子 西川　拓斗にしかわたくと鶴来高校

35 高校・一般男子 宮木　凌みやきりょうイースト・クロススキークラブ

36 高校・一般男子 柴田　淳士しばたあつし富山大学スキー部

37 高校・一般男子 渡邉　和久わたなべかずひさ富山大学スキー部

38 高校・一般男子 前川　翔まえかわしょう富山大学スキー部

39 高校・一般男子 小川　耕平おがわこうへい猿倉ジュニアスポーツクラブ

40 高校・一般男子 村松　太郎むらまつ　たろう勝山高校

41 高校・一般男子 中村  大輝なかむら　だいき勝山高校

42 高校・一般男子 宇田　崇二うだ　たかつぐ福井県スキー連盟

43 高校・一般男子 竹田　晴紀たけだはるき日本体育大学

44 高校・一般男子 ピネイロ　アントニオピネイロ　アントニオAnchan

45 高校・一般男子 石元　蓮いしもとれん日本体育大学

46 高校・一般男子 山﨑　大翔やまざきだいと南砺平高校

47 高校・一般男子 長谷　怜信はせりょうしん南砺平高校

48 高校・一般男子 荒木　鷹人あらきたかと南砺平高校

49 高校・一般男子 若林　拓哉わかばやしたくや南砺平高校

50 高校・一般男子 大瀬　丈翔おおせたける南砺平高校

51 高校・一般男子 山本　恵大やまもとけいた南砺平高校

52 高校・一般男子 水口　皓仁みずくちこうじん南砺平高校

53 高校・一般男子 藤田　紘基ふじたひろき立野ヶ原SC

54 高校・一般男子 小田　遼平こた　りょうへい白峰SC

55 高校・一般男子 内藤　蒼ないとう　あお京都産業大学

56 高校・一般男子 松田　凜まつだりん京都産業大学体育会スキー部

57 高校・一般男子 竹原　義之たけはらよしゆきT.A.C Ski Team

58 高校・一般男子 西村　潤一にしむらじゅんいち石川XCD

59 高校・一般男子 千野　竜河ちの　りょうが明治大学

60 高校・一般男子 柳瀬　有希やなせ　ゆうきイースト・クロススキークラブ

61 高校・一般男子 酒井　達也さかい　たつやイースト・クロススキークラブ


