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ＢＩＢ 選　　手　　名 　　ヨ　ミ　ガ　ナ 都道府県 　　所　　　　　属

1 伯谷　悠樹 ハクタニ　ユウキ 北海道　01 ライジング・アルペンスキーチーム

2 柴田　周明 シバタ　シュウメイ 兵庫県　01 おじろジュニアスキークラブ

3 原田　隆輝 ハラダ　リュウキ 千葉県　01 旭町小学校

4 岡田　康汰 オカダ　コウタ 岐阜県　01 神岡小学校

5 林　遼真 ハヤシ　リョウマ 埼玉県　01 志木第二小学校

6 徳竹　希星 トクタケ　キラ 長野県　01 山ノ内西小学校

7 流　一樹 ナガレ　カズキ 滋賀県　01 日吉台小学校

8 前元　瑛太 マエモト　エイタ 宮城県　01 大河原小学校

9 池田　準生 イケダ　ジュンセイ 和歌山県　01 宮小学校

10 南　健太郎 ミナミ　ケンタロウ 岐阜県　02 宮小学校

11 伊藤　瑠泉 イトウ　ルイ 北海道　02 北広島JAS

12 吉村　創晴 ヨシムラ　ツクル 大阪府　01 大阪市立阪南小学校

13 松本　龍之介 マツモト　リュウノスケ 群馬県　01 嬬恋西部小学校

14 菊池　奏汰 キクチ　カナタ 北海道　03 ライジング・アルペンスキーチーム

15 湯田　健心 ユダ　ケンシン 福島県　01 台鞍ＨＵＵＥレーシング

16 眞鍋　親ノ介 マナベ　シンノスケ 長野県　02 松川小学校

17 登坂　太晴 トサカ　タイセイ 茨城県　01 結城西小学校

18 松江　伶恩 マツエ　レオ 青森県　01 鶴田小学校

19 足助　柊哉　 アスケ　シュウヤ　 栃木県　01 ハンターマウンテンSC

20 杉浦　伯 スギウラ　ハク 三重県　01 アルプスSCクワナ

21 吉田　尋翔 ヨシダ　ヒロト 岩手県　01 沢内ジュニア

22 関本　航大 セキモト　コウダイ 北海道　04 日高アルペンスキー少年団

23 加藤　義水 カトウ　ヨシミズ 山形県　01 蔵王猿倉レーシング

24 佐々木　佑斗　 ササキ　ユウト 島根県　01 瑞穂スノークラブ

25 小熊　健祐 オグマ ケンスケ 東京都　01 アスペンスキークラブ

26 前田　航 マエダ　ゴウ 神奈川県　01 桐蔭学園小学校

27 尾崎　絢章 オザキ　ケンショウ 群馬県　02 新治スキークラブ

28 佐藤　ミラー サトウ　ミラー 新潟県　01 舞子高原ジュニアスキークラブ

29 村松　駿太郎 ムラマツ　シュンタロウ 新潟県　02 妙高高原ジュニアスキー育成会

30 荒井　優翔 アライ　ユウト 大分県　01 九重町立飯田小学校

31 川村　史人 カワムラ　フミト 秋田県　01 湯沢東小学校

32 浦　優斗 ウラ　ユウト 富山県　01 魚津レーシングチーム

33 林　俊太 ハヤシ　シュンタ 石川県　01 石川県スキー連盟

34 福島　幸久 フクシマ　ユキヒサ 愛知県　01 明鏡スキークラブ

35 串田　有 クシダ　ユウ 静岡県　01 静大付属浜松小学校

36 山田　健太郎 ヤマダ　ケンタロウ 京都府　01 京都光華S.C.

37 宮澤　優輝 ミヤザワ　ユウキ 長野県　03 戸狩小学校

38 楜澤　桜太 クルミザワ　オウタ 長野県　04 平根小学校

39 主田　宵 ヌシダ　ショウ 広島市　01 庄原市立西城小学校

40 前田　琉太 マエダ　リュウタ 福井県　01 村岡小学校

41 後藤　大駕 ゴトウ　タイガ 山形県　02 羽山スポ少

42 髙木　翔太 タカギ ショウタ 東京都　02 カンダハートライブレーシング

43 山﨑　涼介 ヤマザキ　リョウスケ 長野県　05 白馬北小学校

44 神田　柊斗 カンダ　シュウト 北海道　05 占冠SJS

45 上村　悠瑳 カミムラ　ユウサ 宮城県　02 将監中央小学校
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46 石附　鉄正 イシヅキ　テッショウ 富山県　02 砺波ジュニアレーシング

47 田中　大雅 タナカ　タイガ 岐阜県　03 宮小学校

48 古田　尚之 フルタ　タカユキ 岐阜県　04 三城小学校

49 髙橋　颯世 タカハシ　ハヤセ 秋田県　02 皆瀬小学校

50 高橋　一綺 タカハシ　イツキ 山形県　03 天童市スキースポーツ少年団

51 本多　峻 ホンダ　シュン 愛知県　02 明鏡スキークラブ

52 中川　蓮音 ナカガワ　レノン 青森県　02 七戸小学校

53 川尻　泰晟 カワジリ　タイセイ 北海道　06 玉越ストリームレーシング

54 梅澤　月 ウメザワ　ライト 北海道　07 滝川レーシング

55 赤川　清一郎 アカガワ セイイチロウ 長野県　06 田中小学校

56 丹藤　優太 タンドウ　ユウタ 福島県　02 スクエアレーシング

57 紅林　涼雅 クレバヤシ   リョウガ 東京都　03 カンダハートライブレーシング

58 林本　暖生 ハヤシモト　ハルキ 兵庫県　02 おじろジュニアスキークラブ

59 星野　駆音 ホシノ　クオン 群馬県　03 片品小学校

60 清水　嘉主臣 シミズ　カズオミ 新潟県　03 ライフケア神戸・MRSC

61 齋藤　孝彦 サイトウ　タカヒコ 山形県　04 天元台Ｊｒ.レーシング

62 佐々木　知洋 ササキ　チヒロ 岩手県　02 松尾ジュニア

63 飯酒盃　祐輝 イサハイ　ユウキ 新潟県　04 石打ジュニアスキークラブ

64 稲田　秀人 イナダ　ヒデト 石川県　02 石川県スキー連盟

65 小石　翔偉 コイシ 　トイ 長野県　07 奈川小学校

66 大塚　陽向 オオツカ  ヒナタ 東京都　04 バディスポーツクラブ

67 松木　徠 マツキ　 ライ 長野県　08 信濃小学校

68 石丸　太一 イシマル　タイチ 北海道　08 札幌アルペンSS少年団

69 萩原　叶有 ハギワラ 　トア 長野県　09 白馬北小学校

70 宮田　真采 ミヤタ　マナト　 北海道　09 名寄ピヤシリアルペンスキー少年団

71 佐藤　清 サトウ　セイ 秋田県　03 増田小学校

72 加藤　博久 カトウ　ヒロヒサ 東京都　05 石井スポーツスキークラブ

73 谷崎　拓人 タニザキ　タクト 岩手県　03 雫石ジュニアレーシング

74 大日方　禅治 オビナタ ゼンジ 長野県　10 戸隠小学校

75 千葉　稜太 チバ  リョウタ 長野県　11 原小学校

76 垣内　春星 カイトウ　シュンセイ 岐阜県　05 北小学校

77 今野　太陽 コンノ　タイヨウ 宮城県　03 七ヶ宿小学校

78 對馬　敬太 ツシマ　ケイタ 北海道　10 伊の沢レーシング

79 武井　大悟 タケイ　ダイゴ 群馬県　04 沼田東小学校

80 林　遼仁 ハヤシ　ハルト 北海道　11 北広島JAS

81 板橋　岳隆 イタバシ　タケル 新潟県　05 あおばスキークラブ

82 安部　悠斗 アベ　ユウト 山形県　05 飯豊Jr.レーシング

83 下　照英 シモ　ショウエイ 石川県　03 石川県スキー連盟

84 永瀬　來飛 ナガセ　ライヒ 北海道　12 かもい岳レーシング

85 清水　圭太 シミズ　ケイタ 新潟県　06 湯之谷JRC

86 村上　誠太郎 ムラカミ  セイタロウ 長野県　12 原小学校

87 清野　冬真 セイノ　トウマ 山形県　06 湯殿山スポーツ少年団

88 川久保　皇佑 カワクボ　コウスケ 北海道　13 札幌アルペンスキースポーツ少年団
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89 小林　輝英 コバヤシ  テルヒデ 長野県　13 山ノ内東小学校

90 大黒　巧翔 オオグロ　タクト 北海道　14 札幌SS PRODUCTSスキーチーム

91 鈴木　李甫 スズキ　モモスケ 岐阜県　06 宮小学校

92 西ノ村　悠真 ニシノムラ　ユウマ 群馬県　05 水上小学校

93 児玉　遥飛 コダマ　ハルト 秋田県　04 花輪小学校

94 斎藤　友哉 サイトウ　トモヤ 北海道　15 ライジング・アルペンスキーチーム

95 室岡　稜汰郎 ムロオカ　リョウタロウ 新潟県　07 松代スキー協会

96 古舘　明澄 フルダテ　メイト 岩手県　04 くのへジュニア

97 岩下　幸太郎 イワシタ コウタロウ 長野県　14 広丘小学校

98 齋藤　菖 サイトウ　ショウ 東京都　06 ジーファクトリー


