
No. 氏名 ふりがな 性別 生年月日 年齢 チーム名 加盟団体

1 葛西　紀明 かさい　のりあき 男 1972年6月6日 44 土屋ホームスキー部 北海道

2 伊東　大貴 いとう　だいき 男 1985年12月27日 31 雪印メグミルクスキー部 北海道

3 竹内　択 たけうち　たく 男 1987年5月20日 29 北野建設SC 長野県

4 小林　陵侑 こばやし　りょうゆう 男 1996年11月8日 20 土屋ホームスキー部 北海道

5 小林　潤志郎 こばやしじゅんしろう 男 1991年6月11日 25 雪印メグミルクスキー部 北海道

6 作山　憲斗 さくやま　けんと 男 1990年7月3日 26 北野建設SC 長野県

7 中村　直幹 なかむら　なおき 男 1996年9月19日 20 東海大学 学連

8 原田　侑武 はらだ　ゆうむ 男 1990年9月15日 26 雪印メグミルクスキー部 北海道

9 伊藤　謙司郎 いとう　けんしろう 男 1990年1月8日 27 雪印メグミルクスキー部 北海道

10 佐藤　幸椰 さとう　ゆきや 男 1995年6月19日 21 雪印メグミルクスキー部 北海道

11 伊藤　将充 いとう　まさみつ 男 1998年2月27日 19 土屋ホームスキー部 北海道

12 岩佐　勇研 いわさ　ゆうけん 男 1999年7月2日 17 札幌日大高校 北海道

13 栗田　力樹 くりた　りき 男 1998年9月16日 18 明治大学 学連

14 二階堂　蓮 にかいどう　れん 男 2001年5月24日 15 下川商業高校 北海道

15 山川 太朗 やまかわ　たろう 男 1998年9月17日 18 東海大学 学連

16 大井 駿　 おおい　しゅん 男 2001年6月6日 15 札幌日大高校 北海道

17 工藤 漱太 くどう　そうた 男 2002年1月31日 15 下川商業高校 北海道

18 日下 瑠基 くさか　りゅうき 男 2002年2月16日 15 下川商業高校 北海道

19 小林　龍尚 こばやし　たつなお 男 2001年8月10日 15 盛岡中央高校 岩手県
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20 髙梨　沙羅 たかなし　さら 女 1996年10月8日 20 クラレ 北海道

21 伊藤　有希 いとう　ゆうき 女 1994年5月10日 22 土屋ホームスキー部 北海道

22 勢藤　優花 せとう　ゆうか 女 1997年2月22日 20 北海道メディカル・スポーツ専門学校 北海道

23 岩渕　香里 いわぶち　かおり 女 1993年4月28日 23 北野建設SC 長野県

24 茂野　美咲 しげの　みさき 女 1986年11月5日 30 CHINTAIスキークラブ 北海道

25 岩佐　明香 いわさ　はるか 女 1996年4月12日 21 日本大学 学連

26 小林 諭果 こばやし　ゆか 女 1994年5月16日 22 CHINTAIスキークラブ 北海道

27 渡邉　陽 わたなべ　みなみ 女 1997年9月5日 19 東海大学 学連

28 大井　栞 おおい　しほり 女 1999年6月29日 17 札幌日大高校 北海道

29 丸山　希 まるやま　のぞみ 女 1998年6月2日 18 明治大学 学連

30 瀬川　芙美佳 せがわ　ふみか 女 1999年5月23日 17  下川商業高校 北海道

31 勢藤　理桜 せとう　りお 女 2001年4月23日 16  下川商業高校 北海道

32 五十嵐　彩佳 いがらし　あやか 女 1999年5月18日 17  下川商業高校 北海道

33 鴨田 鮎華 かもだ　あゆか 女 2001年2月18日 16  下川商業高校 北海道

34 御家瀬 恋 みかせ　れん 女 2000年3月10日 17  下川商業高校 北海道

35 久保田 真知子 くぼた　まちこ 女 2003年3月18日 14 野沢温泉中学校 長野県

36 笹川 笑子 ささがわ　えみこ 女 2004年2月26日 13 白馬中学校 長野県

37 櫻井 梨子 さくらい　りこ 女 2003年11月26日 13 余市西中学校 北海道

38 津志田 雛 つしだ　ひな 女 2003年7月17日 13 下川中学校 北海道

39 池田 光希 いけだ　みき 女 2003年9月2日 13 上川中学校 北海道
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