
☆中学生女子の部　　HS=68m
Bib 所　　　　　　　属 Bib 所　　　　　　　属 Bib 所　　　　　　　属

1 美ノ谷 佳　鈴 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 61 小　森 野々花 旭川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 117 久保田 康田郎 野沢温泉中学校

2 廣　波 心　海 旭川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 62 岩　崎 里　胡 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 118 小野沢 泰　雅 山ﾉ内中学校

3 藤　原 柚　香 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 63 池　田 葉　月 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 119 馬　場 慎　平 妙高高原中学校

4 池　田 咲　希 上川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 64 津志田 詩 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 120 渡　部 峻　太 猪苗代中学校

65 斎　藤 優 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 121 成　田 絆 鹿角ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

66 笹　岡 亜　衣 野沢温泉中学校 122 山　本 礼 草津中学校

Bib 所　　　　　　　属 67 佐　藤 ひなた 草津中学校 123 川　上 航太郎 小樽ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団

5 三　上 琳　加 余市ジャンプ少年団 68 中　山 和 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 124 山　川 伶　欧 妙高中学校

6 藤　元 彩　子 金木ｼﾞｬﾝﾌﾟｸﾗﾌﾞ 69 一　戸 くる実 千葉市立花園中学校 125 杉　山 律　太 野沢温泉中学校

7 櫻　井 羽　奈 余市ジャンプ少年団 70 津志田 雛 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 126 鈴　木 寛　太 小谷中学校

8 石　黒 愛 余市ジャンプ少年団 71 佐　藤 美　月 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 127 森 恢　晟 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

9 佐　藤 柚　月 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 72 宮　嶋 林　湖 白馬中学校 128 矢　口 昂　太 小谷中学校

73 櫻　井 梨　子 余市ジャンプ少年団 129 阿　部 寿　音 鹿角ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

74 葛　西 春　香 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 130 髙　田 雄　生 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

Bib 所　　　　　　　属 75 葛　西 優　奈 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 131 森　野 幹　登 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

10 清　水 絢　心 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 76 池　田 光　希 上川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 132 鴨　田 大　綺 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団

11 中　村 山　太 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 133 坂　野 旭　飛 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

12 高　橋 劉　成 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 ☆中学生男子の部　　HS=68m 134 桑　田 匠 金木中学校

13 姫　野 蒼　大 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 Bib 所　　　　　　　属 135 千　葉 大　輝 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

14 三　上 詫　摩 余市ジャンプ少年団 101 澤 雅　恭 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 136 平　田 悠　理 小谷中学校

15 神　田 凰　介 余市ジャンプ少年団 102 松　本 晃　典 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 137 山　﨑 叶太郎 上越教育大学附属中学

16 佐々木 星　語 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 103 成　田 健　太 安代中学校 138 中　村 正　幹 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

104 廣　波 琉　海 旭川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 139 辻 創　太 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

105 高　村 優　音 南魚沼ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団

Bib 所　　　　　　　属 106 金　子 隆太郎 米沢ｽｷｰｼﾞｬﾝﾌﾟｸﾗﾌﾞ

17 小　森 陽太朗 旭川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 107 片　岡 秀　平 鹿角ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

18 高　村 和　音 南魚沼ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 108 夏　堀 福　也 桜丘中学校

19 清　水 優　貴 妙高小学校 109 丸　田 流　星 米沢市立第三中学校

20 中　井 來　輝 余市ジャンプ少年団 110 木　村 哉　人 鹿角ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

21 北　守 楽 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 111 落　合 創　太 米沢ｽｷｰｼﾞｬﾝﾌﾟｸﾗﾌﾞ

22 佐　藤 虹　斗 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 112 鈴　木 一　世 南魚沼ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団

23 西　田 蓮太郎 上川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 113 中　澤 拓　哉 草津中学校

114 菊　地 正　汰 猪苗代中学校

115 神　田 麟之介 余市ジャンプ少年団

116 湯　瀬 一　麿 鹿角ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

☆小学生男子５,６年生の部　HS=４５ｍ
氏　　　　　　　名

氏　　　　 　 名

氏　　　 　　　名

☆小学生女子4年生以下の部　HS=４５ｍ
氏　　　　　　　名

☆小学生女子5，6年生の部　HS=４５ｍ
氏　　　　　　　名

氏　　　 　　　名
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☆小学生男子４年生以下の部　HS=４５ｍ
氏　　　　　　　名


