
☆中学生女子・女子の部　　HS=68m

Bib 所　　　　　　属 Bib 所　　　　　　属 Bib 所　　　　　　属

1 菊　地 彩　寧 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 51 藤　元 彩　子 金木中学校 101 佐　藤 虹　斗 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団

2 長谷川 芽　依 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 52 杉　山 璃　子 野沢温泉中学校 102 廣　波 琉　海 旭川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団

3 菊　池 楼　紗 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 53 松　倉 后　杏 白馬高校 103 佐　藤 新　汰 米沢市立第五中学校

4 池　田 咲　希 上川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 54 三　上 琳　加 余市ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 104 伊　藤 煌　牙 松尾中学校

5 藤　原 柚　香 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 55 日野森 琥　珀 小樽ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 105 沢　田 勇　渡 金木中学校

6 美ノ谷 佳　鈴 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 56 佐　藤 柚　月 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 106 北　守 　　楽 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

7 日野森 美　影 小樽ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 57 小　森 野々花 旭川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 107 山　本 宇　宙 安代中学校

8 櫻　井 羽　奈 余市ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 58 津志田 　　詩 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 108 佐　藤 拓　海 鹿角ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

9 内　田 ここな 野沢温泉小学校 59 山　本 沙弥香 健大高崎高等学校 109 工　藤 琉　翔 安代中学校

10 石　黒 　　愛 余市ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 60 岩　崎 里　胡 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 110 丸　田 流　星 米沢市立第三中学校

61 斎　藤 　　優 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 111 木　村 哉　人 鹿角ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

62 矢　部 凜　香 盛岡中央高校 112 杉　山 律　太 野沢温泉中学校

Bib 所　　　　　　属 63 池　田 葉　月 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 113 落　合 創　太 米沢市立第四中学校

11 中　村 山　太 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 64 松　沢 　　幸 白馬高校 114 松　本 晃　典 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団

12 森　　 大　耀 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 65 松　本 祐　依 早稲田大学 115 菊　地 正　汰 猪苗代中学校

13 姫　野 蒼　大 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 66 重　田 　　風 長野原高校 116 鈴　木 一　世 南魚沼ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団

14 長谷川 琉　已 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 67 櫻　井 梨　子 余市紅志高校 117 馬　場 慎　平 妙高高原中学校

15 藤　田 大　雅 小樽ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 68 畔　上 沙　那 飯山高校 118 西　田 蓮太郎 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団

69 中　山 　　和 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 119 目　時 羽　琉 小谷中学校

70 沢　谷 亜　海 ｻｯﾎﾟﾛﾉﾙﾃﾞｨｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ 120 横　沢 雄　咲 白馬中学校

Bib 所　　　　　　属 71 佐　藤 美　月 札幌日大高校 121 西　方 遥　人 野沢温泉中学校

21 髙　橋 劉　成 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 72 清　水 悠　月 新井高校 122 久保田 康太郎 野沢温泉中学校

22 三　上 託　摩 余市ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 73 一　戸 くる実 千葉市立花園中学校 123 阿　部 寿　音 鹿角ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

23 小　森 陽太朗 旭川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 74 津志田 　　雛 下川商業高校 124 深　澤 駿　太 小谷中学校

24 廣　波 　　漣 旭川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 75 中　村 安　寿 東海大学 125 湯　瀬 一　磨 鹿角ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

25 清　水 優　貴 妙高小学校 76 宮　嶋 林　湖 白馬高校 126 山　川 伶　欧 妙高中学校

26 鈴　木 紳　原 南魚沼ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 77 池　田 光　希 下川商業高校 127 髙　田 雄　生 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

27 岡　部 凛大郎 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 78 葛　西 春　香 東海大学付属札幌高校 128 川　上 航太郎 小樽ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団

28 鈴　木 教　究 南魚沼ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 79 葛　西 優　奈 東海大学付属札幌高校 129 森　野 幹　登 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

29 糸　氏 琉　人 白馬北小学校 80 宮　崎 彩　音 飯山高校 130 山　﨑 叶太郎 上越教育大学附属中学

30 清　水 絢　心 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 81 久保田 真知子 飯山高校 131 中　村 正　幹 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

31 佐々木 星　語 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 82 平　山 友梨香 信託ﾎｰﾑｽｷｰ部 132 成　田 　　絆 鹿角ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

32 中　井 來　輝 余市ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 83 渡　邉 　　陽 東海大学 133 森　　 恢　晟 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

84 成　田 　　楓 小坂町ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 134 坂　野 旭　飛 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団

85 勢　藤 理　桜 下川商業高校

86 大　井 　　栞 早稲田大学

87 小　林 諭　果 CHINTAIｽｷｰｸﾗﾌﾞ

88 五十嵐 彩　佳 札幌大学

89 岩　佐 明　香 大林組スキー部

90 茂　野 美　咲 CHINTAIｽｷｰｸﾗﾌﾞ

全日本スキー連盟A級公認　第23回　全日本ジュニア＆レディースサマージャンプ朝日大会　スタートリスト

☆小学生女子の部　HS=45ｍ ☆中学生男子の部　　HS=68m
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