
所属 種別 名前
HG 高校・一般男子 松沢　斉
T.A.C Ski Team 高校・一般男子 清水　康平 招待選手
T.A.C Ski Team 高校・一般男子 竹原　義之
T.A.C Ski Team 高校・一般男子 宮木　凌
T.A.C Ski Team 高校・一般男子 宇田　彬人 招待選手
TEAM耕平 高校・一般男子 山田　純丈
アルコピアSC 高校・一般女子 山腰　華奈
アルコピアジュニアクロス 小学5・6年男子 木浪　玲維
アルコピアジュニアクロス 中学生女子 岩本　杏珠
アルコピアジュニアクロス 中学生男子 長瀬　歩歌朗
イースト・クロススキークラブ 高校・一般男子 柳瀬　有希
おおやまノルディックスキークラブ 小学5・6年男子 野間　陽斗
おといねっぷ美術工芸高校 高校・一般女子 栃谷　天寧 全日本U-20
オフィスミブラ 高校・一般男子 桜田　孝
かづの厚生病院 高校・一般女子 安保　真紀子 ゲスト選手
チームクロス 高校・一般男子 伊藤　雅章
はぐれ雲 高校・一般女子 髙橋　歩実
ユーカリスキークラブ 小学5・6年女子 佐々木　陽
ユーカリスキークラブ 小学5・6年女子 橘　咲良
ユーカリスキークラブ 中学生女子 佐々木　和椛
ラピスレーシング 高校・一般男子 谷口　清和
ラピスレーシング 小学1・2年男子 谷口　稜樹
ラピスレーシング 小学3・4年女子 石井　陽菜乃
愛工大名電高校 高校・一般男子 菊池　隆世
愛工大名電高校 高校・一般男子 大石　旬哉
愛工大名電高校 高校・一般男子 川口　海瑠
愛工大名電高校 高校・一般男子 杉本　槙作
愛工大名電高校 高校・一般男子 小島　諄大
愛工大名電中学校 中学生女子 池田　彩乃
愛工大名電中学校 中学生女子 安藤　雪姫
愛工大名電中学校 中学生男子 志波　茉拓
愛工大名電中学校 中学生男子 井上　泰我
愛工大名電中学校 中学生男子 織田　康生
愛工大名電中学校 中学生男子 大和屋　蒼太
安井のお仕置き部屋 高校・一般男子 渡邊　大輝
猿倉Jr.S.C 高校・一般男子 小川　耕平
猿倉Jr.S.C 高校・一般男子 酒井　達也
猿倉Jr.S.C 小学1・2年女子 丸山　千菜実
猿倉Jr.S.C 小学1・2年女子 荒川　唯
猿倉Jr.S.C 小学1・2年女子 山本　萌々奈
猿倉Jr.S.C 小学1・2年女子 中田　彩恵
猿倉Jr.S.C 小学1・2年男子 朝野　琳太郎
猿倉Jr.S.C 小学1・2年男子 吉田　雄章
猿倉Jr.S.C 小学3・4年女子 平澤　李來
猿倉Jr.S.C 小学3・4年女子 朝野　莉央
猿倉Jr.S.C 小学3・4年男子 丸山　瑛仁
猿倉Jr.S.C 小学5・6年女子 野尻　明日風
猿倉Jr.S.C 小学5・6年男子 田口　遥登
猿倉Jr.S.C 小学5・6年男子 平澤　恢斗
猿倉Jr.S.C 小学5・6年男子 水本　晴貴
猿倉Jr.S.C 小学5・6年男子 柳瀬　冬芽
猿倉Jr.S.C 小学5・6年男子 柳瀬　秋成
猿倉Jr.S.C 小学1・2年女子 小室　夏穂
猿倉Jr.S.C 小学1・2年女子 辻　通世 10/12追加
猿倉Jr.S.C 小学3・4年男子 辻　泰三 10/12追加
猿倉Jr.S.C 小学5・6年男子 辻　慶 10/12追加
猿倉Jr.S.C 小学1・2年男子 西畑　　哲芯 10/12追加
猿倉Jr.S.C 小学3・4年女子 西畑　　奈々 10/12追加
加計高校芸北分校 高校・一般女子 柏原　明華
加計高校芸北分校 高校・一般女子 藤井　美緒
加計高校芸北分校 高校・一般男子 西本　みずき
海星高校 高校・一般男子 早川　元希
京都産業大学 高校・一般女子 石田　恵
京都産業大学 高校・一般女子 立田　詩乃
京都産業大学 高校・一般女子 西山　愛莉
京都産業大学 高校・一般男子 内藤　蒼
京都産業大学 高校・一般男子 河本　海
京都産業大学 高校・一般男子 岩本　翔



京都産業大学 高校・一般男子 鹿野　海人
京都産業大学 高校・一般男子 岸　侃弥
京都産業大学 高校・一般男子 松田　凜
暁高等学校 高校・一般女子 山本　茉那
暁高等学校 高校・一般男子 川高　慎之輔
金森スポーツRT 高校・一般男子 姫野　大地
金森スポーツRT 高校・一般男子 江畑　邦明
芸北中学校 中学生女子 柏原　桜花
五箇山スキースポーツ少年団 小学5・6年女子 鉢蝋　ひかり
五箇山スキースポーツ少年団 小学1・2年男子 細川　陽介
五箇山スキースポーツ少年団 小学5・6年女子 細川　芽吹
五箇山スキースポーツ少年団 小学5・6年女子 山本　歩実
高田自衛隊スキー部 高校・一般男子 宮尾　祐司
高田自衛隊スキー部 高校・一般男子 太田　光平
高田自衛隊スキー部 高校・一般男子 今村　航大
高田自衛隊スキー部 高校・一般男子 高橋　幸也
高島高校 高校・一般男子 野﨑　豪
十日町アクティブスポーツ 高校・一般男子 村越　裕太郎 招待選手
十日町高校 高校・一般男子 滝沢　育矢 全日本U-18
十和田中学校 中学生女子 安保　希泉
勝山高校 高校・一般男子 中村　大輝
勝山高校 高校・一般男子 村松　太郎
勝山高校 高校・一般男子 竹内　享汰
小川小学校 小学3・4年女子 青木　祐奈
松山スキー会 高校・一般男子 川上　幸助
城端中学校 中学生女子 山崎　彩羽
城端中学校 中学生女子 牧野　三娘
城端中学校 中学生女子 青能　由奈
城端中学校 中学生女子 堀川　ひかり
城端中学校 中学生女子 三宅　優衣
城端中学校 中学生男子 中道　陽人
城端中学校 中学生男子 山田　諭司
城端中学校 中学生男子 三島　大橙
城端中学校 中学生男子 杉谷　灯弥
城端中学校 中学生男子 宮田 　敦生
常盤小学校 小学5・6年女子 木内　絢花
新井高校 高校・一般女子 宮下　美幸
新井中学校 中学生女子 小島　弥星
新井中学校 中学生男子 大宮　魁和
水戸葵陵高校 高校・一般男子 関　暁人
星稜高校 高校・一般女子 中村　由菜
石川XCD 高校・一般男子 山村　卓裕 招待選手
石川XCD 高校・一般男子 西村　  潤一 招待選手
石川県スキー連盟 高校・一般女子 広崎　  妙恵
石川県スキー連盟 高校・一般男子 橋本　大德
石川県スキー連盟 高校・一般男子 山口　蓮太
石川県スキー連盟 高校・一般男子 西川　拓斗
雪団五十鈴 小学5・6年男子 山中　朝陽
専修大学 高校・一般男子 坂井　冠太 全日本U-２０
早稲田大学 高校・一般男子 大堰　徳 全日本U-２０
太平洋建設SC 高校・一般女子 児玉　美希 招待選手
太平洋建設SC 高校・一般女子 渡邉　祐佳 招待選手
太平洋建設SC 中学生男子 清水　太一
大沢野中学校 中学生女子 水本　百香
大沢野中学校 中学生女子 柳瀬　千夏
中野立志館高校 高校・一般男子 森　稟桜
中野立志館高校 高校・一般男子 袮津　利空
朝日Jr.xc 小学3・4年男子 三橋　昂生
朝日Jr.XC 小学3・4年男子 森下　陽斗
朝日Jr.XC 小学5・6年女子 三橋　心音
朝日Jr.XC 小学5・6年女子 岩本　花恋
朝日Jr.XC 小学5・6年男子 森下　大翔
朝日中学校 中学生女子 三橋　真歩
朝日中学校 中学生男子 長瀬　有輝
朝日中学校 中学生男子 長瀬　比呂
長岡クロスカントリースキースポーツ少年団 高校・一般女子 中澤　恵 招待選手
長岡クロスカントリースキースポーツ少年団 中学生男子 坂詰　真吾
長野市スキークラブ藤井塾 高校・一般男子 清水　正和
鳥越小学校 小学5・6年女子 清水　理乃



東京大学 高校・一般男子 河本　和葉　
東京美装グループスキー部 高校・一般男子 藤ノ木　光 招待選手
東洋大学 高校・一般男子 小島　宙輝
東洋大学 高校・一般男子 山川　走
南砺平高校 高校・一般女子 宮﨑　美樹
南砺平高校 高校・一般女子 大瀬　千恵美
南砺平高校 高校・一般女子 野原　こより
南砺平高校 高校・一般女子 細川　　千咲喜 1012追加
南砺平高校 高校・一般男子 大瀬　丈翔
南砺平高校 高校・一般男子 水口　皓仁
南砺平高校 高校・一般男子 山本　恵大
日本体育大学 高校・一般女子 河野　千春
日本体育大学 高校・一般女子 須賀　愛依
日本体育大学 高校・一般女子 祢津　利宝
日本体育大学 高校・一般女子 笠原　ひな
日本体育大学 高校・一般女子 加藤　萌
日本体育大学 高校・一般女子 芳川　千恵
日本体育大学 高校・一般男子 上村　祐輔
日本体育大学 高校・一般男子 河本　龍
日本体育大学 高校・一般男子 小野塚　敢太
日本体育大学 高校・一般男子 小鮒　響暉
日本体育大学 高校・一般男子 竹田　晴紀
日本体育大学 高校・一般男子 笠原　将 全日本U-２０
日本大学 高校・一般女子 宮木　真帆
日本大学 高校・一般男子 川除　大輝 招待選手
白馬高校 高校・一般女子 鎌倉　春音 全日本U-２０
白馬中学校 中学生女子 松沢　意
白馬北小学校 小学5・6年男子 松沢　迅
白嶺小学校 小学1・2年女子 山本　麗心
白嶺小学校 小学3・4年女子 増田　奈那
白嶺小学校 小学3・4年男子 山本　怜旺
白嶺小学校 小学5・6年男子 辻　悠心
白嶺中学校 中学生女子 山本　蓮
白嶺中学校 中学生女子 中村　涼乃
白嶺中学校 中学生男子 山口　二源
飯山高校 高校・一般女子 山﨑　優風 全日本U-１８
飯山高校 高校・一般女子 中島　果歩 全日本U-２０
飯山高校 高校・一般男子 小島　海翔
飯山高校 高校・一般男子 小笠原　舜
飯山高校 高校・一般男子 池田　遼一
飯山高校 高校・一般男子 串橋　祐次郎
飯山城北中学校 中学生男子 木内　暢浩
富士市スキー協会 中学生男子 青木　颯汰
富士市スキー協会 中学生男子 青木　大翔　
附属長岡中学校 中学生男子 蛯沢　瑠来
福井県スキー連盟 高校・一般男子 松本　高志
福井県スキー連盟 高校・一般男子 宇田　崇ニ 招待選手
福岡銀嶺会 高校・一般男子 安井　良輔
福沢小学校 小学1・2年男子 山田　陽遂
福沢小学校 小学5・6年男子 山田　朝陽
平スキークラブ 高校・一般男子 大瀬　裕一
平中学校 中学生女子 浦田　かなん
平中学校 中学生男子 山本　真輝
平中学校 中学生男子 大瀬　優貴
平中学校 中学生男子 宮﨑　大輔
平中学校 中学生男子 中村　柊太
牧ＸＣ 小学5・6年男子 近藤　絆
牧ＸＣ 小学5・6年男子 南雲　晴陽
牧ＸＣ 小学5・6年男子 南雲　朝陽
牧ＸＣ 小学5・6年男子 飯田　奏夢
牧ＸＣ 小学5・6年男子 梨本　柊羽
牧ＸＣ 中学生女子 羽深　沙彩
牧ＸＣ 中学生女子 近藤　きよら
牧ＸＣ 中学生男子 米川　昊輝
牧ＸＣ 中学生男子 中村　恭也
牧ＸＣ 中学生男子 岩崎　瑛斗
牧ＸＣ 中学生男子 米川　颯真
妙高高原中学校 中学生男子 池田　陽介
妙高高原南小学校 小学1・2年女子 宮下　幸那



妙高高原南小学校 小学1・2年男子 野呂　琉也
妙高高原南小学校 小学3・4年女子 駒村　幸　
妙高高原南小学校 小学3・4年男子 野呂　悠惺
妙高高原南小学校 小学5・6年女子 岡田　雫
妙高高原南小学校 小学5・6年男子 桑山　尭
妙高高原南小学校 小学5・6年男子 川久保　敢太
妙高高原南小学校 小学5・6年男子 宮下　幸大
妙高高原北小学校 小学5・6年女子 後藤　　ゆいか 1012追加
妙高高原北小学校 小学5・6年女子 池田　咲希
明治大学 高校・一般男子 関　綜一郎 全日本U-2０
木島平小スキー部 小学3・4年女子 森　あん
木島平中学校 中学生女子 湯本　美園
木島平中学校 中学生女子 森　美心
木島平中学校 中学生女子 髙橋　実楽
木島平中学校 中学生男子 山本　生吹
木島平中学校 中学生男子 山本　隆太
木島平中学校 中学生女子 山田　桃子
木島平中学校 中学生女子 和田　亜海
木島平中学校 中学生男子 島崎　陽一朗　
野沢温泉中学校 中学生女子 野中　菜南
野沢温泉中学校 中学生女子 川村　美沙都
野沢温泉中学校 中学生女子 富井　和歩子
野沢温泉中学校 中学生女子 河野　若穂
野沢温泉中学校 中学生男子 久保田　咲羽
野沢温泉中学校 中学生男子 富井　福太
野沢温泉中学校 中学生男子 畔上　蒼野
野沢温泉中学校 中学生男子 池田　旭陽
野沢温泉中学校 中学生男子 森　星七
雄山高校 高校・一般女子 岩本　美歌
立野ヶ原SC 高校・一般男子 島田　正叡
立野ヶ原SC 高校・一般男子 藤田　紘基
和泉小学校 小学5・6年男子 村松　徹郎
和泉中学校 中学生男子 村松　吉郎


