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100016301499片 山 龍馬   北海道  北照高校

20002 304866 佐藤 慎太郎  山形   置環

30003 6301320 尾池 諄海     Jし海道  サッホ
゜
ロモイワシ

・ュニアスキークラフ
・

40004 302982 大越 龍之介  北海道  東急リゾーツ&ステイ株式会社
5 0005 320452 KANG Chang― YeonKOR    KOR
6000663∞518三 上 大我   山形   置環

7000763∝085小山 敬之   学連   日本大学

8000863釧279鈴 木 一生   神奈川  慶応義塾高校
900096301319山 中 新汰   学連   慶應義塾大学
1000106300891 小山 意    長野   菅平高原SC
l1001163釧 503遠藤 三四郎  北海道  ニセコJs丁

120012 303219 中村 和司   秋田  富士フイルムBI秋 田(株 )スキー
1300136301097渡 邊 唯翔   北海道  留辺築スキー少年団
140014 303865 宮本 慎矢   岩手   株式会社 三田商店
15001563釧 460大津 歩夢   学連   近畿大学
16 0016 320477 KI‖ Jonghwan  KOR    KOR
17 0017 320470 LEE Jae― Jun   KOR    KOR
18001863釧 660永澤 壮馬   秋田  角館高校
190019 303馴 7 宇佐美 真太郎 青森   大鰐スキー倶楽部
20002063∝ 603原澤 虎太郎  熊本   勇志国際高等学校
210021 6301091 前田 裕夢   学連   日本体育大学
22002263∝ 853葛巻 福春   北海道  小樽双葉高校
2300236300877今 野 主税   学連   東海大学
24002463∝ 006高田 隼之介  学連   星桂大学
25002563∝802野澤 雷丸   北海道  札幌第一高校
26 0026  320509  PARK Jun Woo   KOR     KOR

2700276301785権 田 武蔵   栃木   足利大学附属高等学校
28002863∞818伊東 周悟   学連   東海大学
29002963釧 852原 田 望    北海道  小樽双葉高校
30003063釧 787山本 洸貴   長野   中野立志館高校
31003163釧 498梅澤 宗利士  北海道  北照高校
32003263釧 283村田 海斗   学連   東洋大学
33003863m釧 0株木 玖隆   山形   日大山形高等学校
34003463∝ 037佐伯 愛斗   学連   立命館大学
3500356301193伊 藤 颯馬   学連   日本大学
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36003663m262大宮 康太郎

37003763∝ 629佐 々木 櫂

38003863研 383廣 嶋 渓介

39003963釧 652照 井 健流

40004063∝ 851 木村 颯汰

41004163∝ 278河野 太郎

4200426300821 鏡 大聖

43004363∝ 607五十嵐 瑞希

44004463∝ 661 遠藤 暢人

45004563∝430鏡 颯太

46004663∝494成澤 和真

47004763∝ 261 石黒 克樹

48004863∝ 628寒 河江 清弥

49004963∝626後 山 晃聖

50005063∝ 655芳 賀 芽生

5100516301339新 名 将也

5200526301256谷 口 皓生

5300536301487青 木 大翔

54005463釧 728西舘 瑛太

55005563∝ 810松 倉 徹平

5600566301608五 十嵐 玲

5700576301617三 浦 圭仁

5800586300820今 井 宗史

5900596301790阿 部 宗平

60006063∝ 781 石塚 心樹

61006163釧 646溝 井 陽向

62006263∝ 316平 田 真暉

63006363∝ 606星 逢乃

64006463∝ 456伊藤 玲央

65006563釧 751 沓澤 琉太朗

6600666301623中 山 紘樹

6700676301799山 下 希風

68006863∝ 783千 田 隼

69006963∝ 651 奥 裕二郎

7000706301827斉 藤 東真

学連   駒澤大学

北海道  札幌第一高校

学連   京都産業大学

岩手   盛岡中央高校

北海道  小樽双葉高校

学連   慶應義塾大学

学連   日本体育大学

山形   日大山形高等学校

秋田  角館高校

学連   日本大学

長野   長野俊英高校

学連   東北学院大学

山形   山形工業高等学校

青森   東奥義塾高校

北海道  札幌第一高校

学連   青山学院大学

学連   立命館大学

学連   東洋大学

岩手   岩手高校

北海道  小樽双葉高校

山形   日大山形高等学校

秋田  花輪高校

学連   神奈川大学

秋田  花輪高校

秋田  角館高校

福島  猪苗代高等学校

学連   日本体育大学

福島  南会津高等学校

秋田  花輪高校

秋田  湯沢翔北高校

福島  南会津高等学校

岩手   平舘高校

秋田  角館高校

岩手   盛岡第三高校

山形   山形工業高等学校
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71 0071 6301832

72 0072 osorooo

73 0073 saorazg

74 0074 osorses

75 0075 osorsrz

76 0076 osoroog

77 0077 osorsu

78 0078 osorzsa

79 0079 ogoroqs

80 0080 6301644

81 0081 6301828

82 0082 osorzsr

83 0083 oeorrzz

84 0084 ogorsgg

85 0085 osouzz

86 0086 osorero

87 0087 oeorzoo

88 0088 osoresr

89 0089 oeoroz+

90 0090 mo1g22

91 0091 6301426

92 0092 ogotogo

93 0093 osorers

94 0094 osorss+

95 0095 osors$

96 0096 osora+z

97 0097 osotzso

98 0098 osorgot

99 0099 ororaae

100 0100 osorass

101 0101 6sotooo

102 0102 osorsrz

103 0103 osorgse

104 0104 osorsoo

105 0105 ogorssz

林 壱成

福山 修

柴崎 凌空

淡路 海地

平野 太―

小林 海斗

小野 叡知

岡本 侑

笹森 虎

堀井 康矢

鈴木 新康

佐々木 亜門

山中 怜

福山 一連

小野寺 翔真

橘 優太

上野 隆市朗

梅津 颯麻

松村 瑛―郎

中野渡 慶大

河田 有生

大沼 風翔

甲斐 麗温

大橋 幸平

柴田 大夢

高橋 風雅

赤坂 和樹

藤原 剣信

大内 慶介

小野寺 子龍

三崎 貴瑛

松本 周大

小j‖ 晃平

菊地 敏史

結城 裕登

山形   山形中央高校

青森   東奥義塾高校

山形   九里学園

青森   東奥義塾高校

福島   若松商業高等学校

学連   青森大学

山形   鶴岡工業高等学校

北海道  札幌第一高校

北海道  北照高校

北海道  北照高校

山形   日大山形高等学校

岩手   岩手高校

学連   東京農業大学

青森   東奥義塾高校

山形   鶴岡工業高等専門学校

福島  若松商業高等学校

宮城   東北学院高校

山形   九里学園

東京   三田ディモンズクラブ

青森   柴田学園高校

学連   青山学院大学

宮城   大崎中央高校

福島  猪苗代高等学校

兵庫    姫路レーシンク
・
チーム

秋田  湯沢翔北高校

秋田  湯沢翔北高校

岩手   岩手高校

山梨   日本大学明誠高等学校

山形   山形中央高校

宮城   東北学院高校

宮城   アスリートプラス

東京   成践高等学校

青森   青森南高校

岩手   盛岡第三高校

宮城   東北学院高校
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