
全日本スキー連盟A級公認

　　第41回全日本サマージャンプ朝日大会

兼　第25回全日本ジュニア＆レディースサマージャンプ朝日大会

　

☆小学生女子の部　　HS=45m ☆中学生女子の部　　HS=68m ☆女子(高校生以上)の部　　HS=68m

Bib 所　　　　属 Bib 所　　　　属 Bib 所　　　　属 Bib 所　　　　属

1 谷　奥 梓　羽 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 31 沢　田 珠慧莉 金木中学校 61 近　藤 きよら 新井高校 155 小野沢 秀　太 飯山高校 少年

2 池　田 愛　希 上川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 32 荻　野 璃　子 小千谷中学校 62 齋　藤 衣　吹 山形中央高校 156 永　井 陽　一 八幡平市ｽｷｰ連盟 成年

3 髙　橋 絵　奈 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 33 武　田 眞　穗 羽後中学校 63 小　森 野々花 下川商業高校 157 山　本 宇　宙 盛岡中央高校 少年

4 岡　本     萌 金木ｼﾞｬﾝﾌﾟｸﾗﾌﾞ 34 池　田 咲　希 上川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 64 三　上 琳　加 余市紅志高校 158 髙　田 雄　生 東海大学付属札幌高校 少年

5 深　澤 に　こ 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 35 幸　山 華　子 大鰐中学校 65 藤　元 彩　子 青森県立弘前工業高校 159 海　沼 史　人 東海大学 成年

6 安　立 恋　音 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 36 小　松 夢　音 金木中学校 66 池　田 葉　月 札幌日大高校 160 眞　正 　　蓮 飯山高校 少年

7 竹　本 祐　那 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 37 渡　部 華　蓮 米沢市立第三中学校 67 宮　﨑 彩　音 早稲田大学 161 楢　木 遊　太 札幌大学 成年

8 幸　山 宮　子 金木ｼﾞｬﾝﾌﾟｸﾗﾌﾞ 38 深　澤 彩　月 小谷中学校 68 日野森 琥　珀 余市紅志高校 162 森　　 恢　晟 東海大学付属札幌高校 少年

9 安　立 寿　音 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 39 美ノ谷 佳　鈴 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 69 沢　谷 亜　海 ｻｯﾎﾟﾛﾉﾙﾃﾞｨｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ 163 森　野 幹　登 札幌日大高校 少年

40 幸　山 愛　子 大鰐中学校 70 久保田 真知子 早稲田大学 164 辻　　 創　太 明治大学 成年

☆小学生男子４年生以下の部　　HS=45m 41 野　呂 梨渚奈 妙高高原中学校 71 渡　邉 　　陽 team taku 165 桑　田 　　匠 日本大学 成年

Bib 所　　　　属 42 海　沼 優　月 花輪中学校 72 中　村 安　寿 (株)ショウワ 166 川　上 航太郎 札幌日大高校 少年

10 野　呂 琉　也 妙高高原南小学校 43 菊　池 楼　紗 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 73 成　田 　　楓 小坂町ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 167 山　中 規　暉 東海大学 成年

11 西　本 周　平 余市ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 44 鈴　木 楓　花 山形市立第三中学校 74 葛　西 優　奈 早稲田大学 168 湊　　 祐　介 ｲﾄｲ産業ｽｷｰﾁｰﾑ 成年

12 菅　原 秀　和 あさひｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 45 藤　原 柚　香 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 75 池　田 光　希 早稲田大学 169 大　井 　　駿 慶應義塾大学 成年

13 原　田 怜　玖 金木ｼﾞｬﾝﾌﾟｸﾗﾌﾞ 46 石　黒 　　愛 余市ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 76 鴨　田 鮎　華 ｲﾄｲ産業ｽｷｰﾁｰﾑ 170 小　林 朔太郎 慶應義塾大学 成年

14 竹　田 健太郎 妙高高原南小学校 47 山　﨑 詩由衣 木島平中学校 77 岩　崎 里　胡 下川商業高校 171 杉　山 律　太 下川商業高校 少年

15 姫　野 誠　也 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 48 長谷川 芽　依 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 78 齋　藤 　　優 下川商業高校 172 清　水 亜久里 ﾕｰｸﾞﾚﾅｽｷｰ部 成年

49 内　田 ここな 野沢温泉Jr.ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 79 五十嵐 彩　佳 ｶﾞｽﾜﾝｽｷｰﾁｰﾑ 173 中　村 愛　斗 明治大学 成年

☆小学生男子５年生以上の部　　HS=45m 50 竹　内 千　穂 木島平中学校 80 佐　藤 柚　月 札幌日大高校 174 三ヶ田 泰　良 JR盛岡ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 成年

Bib 所　　　　属 51 櫻　井 羽　奈 余市ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 81 中　山 　　和 下川商業高校 175 船　木 和　喜 FIT SKI 成年

16 久　保 健　人 あさひｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 82 葛　西 春　香 早稲田大学 176 小　山 　　祐 岐阜日野自動車SC 成年

17 野　呂 悠　惺 妙高高原南小学校 ☆中学生男子の部　　HS=68m 83 小　林 諭　果 CHINTAIｽｷｰｸﾗﾌﾞ 177 原　田 侑　武 雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸｽｷｰ部 成年

18 芹　川 吏　憂 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 Bib 所　　　　属 84 岩　佐 明　香 大林組ｽｷｰ部 178 西　田 蓮太郎 下川商業高校 少年

19 菅　原 暁　仁 あさひｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 101 平　岡 　　典 白馬中学校 85 伊　藤 有　希 土屋ﾎｰﾑｽｷｰ部(ﾁｰﾑ ﾂﾁﾔ) 179 山　根 和　治 日本大学 成年

20 ｸﾞﾛｰｽｴｯｶﾞｰ 志　文 ｼｭﾗﾄﾞﾐﾝｸﾞｽｷｰ中学校 102 近　藤 　　絆 妙高ｼﾞｬﾝﾌﾟﾁｰﾑ ☆少年(高校生)・成年の部　　HS=68m 180 中　村 正　幹 東海大学付属札幌高校 少年

21 南　雲 蒼　空 南魚沼ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 103 井　上 元　気 まつのやま学園 Bib 所　　　　属 181 永　峯 寿　樹 team taku 成年

22 原　田 哲　志 金木ｼﾞｬﾝﾌﾟｸﾗﾌﾞ 104 鈴　木 教　究 南魚沼ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 131 鈴　木 寛　太 明治大学 成年 182 小　林 龍　尚 土屋ﾎｰﾑｽｷｰ部(ﾁｰﾑ ﾂﾁﾔ) 成年

23 竹　田 　　葵 妙高高原南小学校 105 橋　本 岳　音 白馬中学校 132 鈴　木 大　翔 飯山高校 少年 183 高　橋 佳　佑 東海大学 成年

24 菅　原 清十郎 あさひｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 106 工　藤 　　和 大鰐中学校 133 鴨　田 大　綺 ｲﾄｲ産業ｽｷｰﾁｰﾑ 成年 184 山　元 　　豪 ﾀﾞｲﾁ 成年

25 中　村 山　太 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 107 森　　 大　耀 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 134 横　川 大　也 明治大学 成年 185 中　村 優　斗 飯山市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 成年

108 鈴　木 紳　原 南魚沼ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 135 山　﨑 叶太郎 飯山高校 少年 186 鈴　木 　　翔 札幌手稲ｽｷｰ協会 成年

109 村　山 賢　助 米沢市立第七中学校 136 伊　藤 煌　牙 盛岡中央高校 少年 187 坂　野 旭　飛 下川商業高校 少年

110 清　水 優　貴 妙高中学校 137 横　沢 雄　咲 飯山高校 少年 188 細　田 将太郎 北翔大学ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 成年

111 杉　山 瑶　太 野沢温泉Jr.ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 138 髙　橋 剛　流 浅野板金 成年 189 安　澤 翔　一 名寄ｼﾞｬﾝﾌﾟｸﾗﾌﾞ 成年

112 松　澤 慶　門 小谷中学校 139 佐　藤 瑞　樹 日本大学 成年 190 工　藤 漱　太 雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸｽｷｰ部 成年

113 清　水 絢　心 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 140 久保田 康太郎 飯山高校 少年 191 馬　淵 　　源 富士ﾌｲﾙﾑBI秋田 成年

114 遠　田 廣　斗 湯沢北中学校 141 千　葉 大　輝 日本大学 成年 192 池　田 龍　生 慶應義塾大学 成年

115 布　施 飛雄真 山形市立第三中学校 142 西　方 遥　人 飯山高校 少年 193 宮　﨑 敬　太 東京美装ｸﾞﾙｰﾌﾟｽｷｰ部 成年

116 ｸﾞﾛｰｽｴｯｶﾞｰ 健　志 ｼｭﾗﾄﾞﾐﾝｸﾞｽｷｰ中学校 143 廣　波 琉　海 下川商業高校 少年 194 竹　内 　　択 team taku 成年

117 西　澤 希　陸 白馬中学校 144 目　時 羽　琉 白馬高校 少年 195 伊　藤 将　充 土屋ﾎｰﾑｽｷｰ部(ﾁｰﾑ ﾂﾁﾔ) 成年

118 髙　橋 劉　成 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 145 小山内 鴻　佑 鹿角市ｽｷｰ連盟 成年 196 竹　花 大　松 土屋ﾎｰﾑｽｷｰ部(ﾁｰﾑ ﾂﾁﾔ) 成年

119 長谷川 琉　已 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 146 馬　場 慎　平 新井高校 少年 197 葛　西 紀　明 土屋ﾎｰﾑｽｷｰ部(ﾁｰﾑ ﾂﾁﾔ) 成年

120 富　井 　　孝 野沢温泉Jr.ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 147 千　葉 悠　希 日本大学 成年 198 山　川 太　朗 東京美装ｸﾞﾙｰﾌﾟｽｷｰ部 成年

121 姫　野 蒼　大 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 148 鈴　木 一　世 飯山高校 少年 199 内　藤 智　文 米沢ｽｷｰｼﾞｬﾝﾌﾟｸﾗﾌﾞ 成年

122 岡　部 凛大郎 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 149 山　川 伶　欧 新井高校 少年 200 清　水 礼留飛 雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸｽｷｰ部 成年

123 三　上 託　摩 余市ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 150 松　本 晃　典 下川商業高校 少年 201 渡　部 弘　晃 東京美装ｸﾞﾙｰﾌﾟｽｷｰ部 成年

124 糸　氏 琉　人 白馬中学校 151 太　田 誇太郎 白馬高校 少年 202 二階堂 　　蓮 日本ﾋﾞｰﾙｽｷｰ部 成年

125 佐々木 星　語 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 152 加　藤 大　志 日本大学 成年 203 渡　部 陸　太 東京美装ｸﾞﾙｰﾌﾟｽｷｰ部 成年

126 清　水 広　大 米沢市立第六中学校 153 夏　堀 福　也 慶應義塾高校 少年 204 岩　佐 勇　研 東京美装ｸﾞﾙｰﾌﾟｽｷｰ部 成年

127 中　村 優　太 野沢温泉Jr.ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 154 深　澤 駿　太 白馬高校 少年 205 小　林 陵　侑 土屋ﾎｰﾑｽｷｰ部(ﾁｰﾑ ﾂﾁﾔ) 成年

128 中　井 來　輝 余市ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団

　　スタートリスト

氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

氏　　　名

氏　　　名

氏　　　名

氏　　　名

　2022年7月29日（金）　
　　　　　 　　9：00～　スモールヒル　（HS45）
　スモールヒル終了後～　ミディアムヒル（HS68）


