
No. 組 氏　　名 都道府県 所　　　属 No. 組 氏　　名 都道府県 所　　　属 No. 組 氏　　名 都道府県 所　　　属

1 中学2年 石川　　蘭 北海道 小樽西陵中学校 31 中学3年 西方　遥人 長野 野沢温泉中学校 61 高校 川上航太郎 北海道 札幌日大高校

2 中学1年 竹内　千穂 長野 木島平中学校 32 高校 木村　哉人 秋田 小坂高校 62 高校 千葉　大輝 北海道 札幌日大高校

3 中学1年 山﨑詩由衣 長野 木島平中学校 33 高校 髙橋　浩貴 北海道 余市紅志高校 63 高校 上杉　倫平 埼玉 早稲田大学本庄高等学院

4 中学1年 長谷川芽依 北海道 名寄中学校 34 中学3年 眞正　　蓮 富山 上滝中学校 64 中学2年 沢田　勇渡 青森 金木中学校

5 中学1年 櫻井　羽奈 北海道 余市西中学校 35 中学2年 目時　羽琉 長野 小谷中学校 65 中学3年 坂大　芳輝 富山 堀川中学校

6 中学1年 内田ここな 長野 野沢温泉中学校 36 中学1年 糸氏　琉人 長野 白馬中学校 66 高校 山本　　礼 群馬 長野原高校

7 中学2年 三上　琳加 北海道 積丹美国中学校 37 高校 鴨田　大綺 北海道 下川商業高校 67 高校 成田　健太 秋田 花輪高校

8 高校 佐藤ひなた 長野 飯山高校 38 中学3年 伊藤　煌牙 岩手 松尾中学校 68 高校 中澤　拓哉 長野 飯山高校

9 高校 葛西　春香 北海道 東海大学付属札幌高校 39 中学1年 松澤　慶門 長野 小谷中学校 69 中学2年 工藤　琉翔 岩手 安代中学校

10 中学3年 池田　葉月 北海道 赤井川中学校 40 中学３ 鈴木　一世 新潟 六日町中学校 70 高校 平田　悠理 長野 白馬高校

11 中学2年 杉山　璃子 長野 野沢温泉中学校 41 高校 菊地　正汰 秋田 花輪高校 71 中学3年 湯瀬　一磨 秋田 十和田中学校

12 高校 松沢　　幸 長野 白馬高校 42 高校 松本　晃典 北海道 下川商業高校 72 高校 鈴木　寛太 長野 白馬高校

13 中学2年 佐藤　柚月 北海道 札幌羊丘中学校 43 中学1年 富井　　孝 長野 野沢温泉中学校 73 中学3年 森　　恢晟 北海道 札幌市福井野中学校

14 中学2年 日野森琥珀 北海道 小樽西陵中学校 44 高校 海沼 　史人 秋田 花輪高校 74 高校 矢口　昂太 長野 飯山高校

15 中学2年 藤元　彩子 青森 金木中学校 45 高校 髙田　雄生 北海道 東海大学付属札幌高校 75 高校 西方　優人 長野 飯山高校

16 中学3年 齋藤　　優 北海道 下川中学校 46 中学3年 馬場　慎平 新潟 妙高高原中学校 76 高校 森野　幹登 北海道 札幌日大高校

17 中学3年 岩崎　里胡 北海道 名寄市風連中学校 47 中学3年 横沢　雄咲 長野 白馬中学校 77 高校 辻　　創太 北海道 東海大学付属札幌高校

18 高校 佐藤　美月 北海道 札幌日大高校 48 中学2年 西田蓮太郎 北海道 下川中学校 78 高校 中村　正幹 北海道 東海大学付属札幌高校

19 高校 宮嶋　林湖 長野 白馬高校 49 高校 深澤　駿太 長野 白馬高校 79 高校 桑田　　匠 青森 五所川原農林高校

20 高校 津志田　雛 北海道 下川商業高校 50 中学3年 小野沢秀太 長野 山ノ内中学校 80 中学3年 坂野　旭飛 北海道 札幌市栄南中学校

21 高校 櫻井　梨子 北海道 余市紅志高校 51 中学1年 中井　來輝 北海道 余市東中学校

22 高校 池田　光希 北海道 下川商業高校 52 高校 山﨑叶太郎 長野 飯山高校

23 高校 一戸くる実 千葉 N高等学校 53 中学2年 山本　宇宙 岩手 安代中学校

24 高校 中山　　和 北海道 下川商業高校 54 高校 佐藤　瑞樹 秋田 小坂高校

55 高校 加藤　大志 富山 雄山高校

56 中学3年 杉山　律太 長野 野沢温泉中学校

57 中学3年 久保田康太郎 長野 野沢温泉中学校

58 中学3年 成田　　絆 秋田 小坂中学校

59 高校 山川　伶欧 新潟 新井高校

60 高校 小野沢泰雅 長野 飯山高校

JOCジュニアオリンピックカップ２０２１全日本ジュニアスキー選手権大会
　兼　全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目）

スペシャルジャンプ競技　スタートリスト　
【女子】 【男子】 【男子】


