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2026 阿部　風宥 ｱﾍﾞ ｶﾅﾀ 花輪小学校 小５年 176.50 132.17

2025 阿部　奨生 ｱﾍﾞ ｼｮｳｾｲ 大川西根小学校 小４年 240.96

2043 阿部　壮真 ｱﾍﾞ ｿｳﾏ 皆瀬小学校 小６年 221.73 310.06

2015 池田　想太朗 ｲｹﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 小坂小学校 小６年 486.55

板垣　孝亮 ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｽｹ 鷹巣東小学校 小５

2024 市川　湊人 ｲﾁｶﾜ ﾐﾅﾄ 藤里小学校 小６年 161.81 220.76 160.00

2003 伊藤　倫太郎 ｲﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 大内小学校 小５年 220.44 290.45 298.09

2009 植村　結之佑 ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾉｽｹ 矢島小学校 小４年 532.89

2011 大場　泰斗 ｵｵﾊﾞ ﾀｲﾄ 岩谷小学校 小６年 144.95 170.70 213.20

2045 柏木　里音 ｶｼﾜｷﾞ ﾘｵﾝ 花輪小学校 小５年

2001 加藤　友輝 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 太田南小学校 小５年 284.86 379.21 635.73

2029 加藤　雄太郎 ｶﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 四ツ小屋小学校 小４年 295.98

2021 鎌田　悠仁 ｶﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋﾄ 有浦小学校 小５年 384.26

2014 岸野　大雅 ｷｼﾉ ﾀｲｶﾞ 鷹巣小学校 小５年

2037 工藤　耀太 ｸﾄﾞｳ ﾖｳﾀ 尾去沢小学校 小６年 560.87

2035 久保市　琥大郎 ｸﾎﾞｲﾁ ｺﾀﾛｳ 栄小学校 小４年 284.85

2008 児玉　遥飛 ｺﾀﾞﾏ ﾊﾙﾄ 花輪小学校 小６年 100.00 285.23

2023 小林　瑠生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｲ 神岡小学校 小５年 170.99 407.16

2031 佐藤　仁 ｻﾄｳ ｼﾞﾝ 川連小学校 小５年 265.71 389.34 268.23

2016 佐藤　空 ｻﾄｳ ｿﾗ 駒形小学校 小５年 260.09 338.78 294.74

2010 柴田　樹 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾂｷ 藤木小学校 小４年 411.22

2030 髙桑　正仁 ﾀｶｸﾜ ﾏｻﾋﾄ 旭北小学校 小６年 569.00 481.71

2007 髙関　虎空 ﾀｶｾｷ ﾄｱ 米内沢小学校 小５年 237.48 311.04

2022 髙橋　結人 ﾀｶﾊｼ ﾕｲﾄ 東成瀬小学校 小６年 162.70 120.00 223.20

2044 髙橋　優心 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾝ 湯沢東小学校 小６年 208.50 291.84

2041 田口　剛士 ﾀｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 大曲小学校 小５年 324.32 327.21

2027 武田　修治 ﾀｹﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 大曲小学校 小６年 248.30

2020 武田　慎之助 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 大曲小学校 小４年 499.02

2013 武田　隆之助 ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 大曲小学校 小４年 436.67

2039 田沢　颯汰 ﾀｻﾞﾜ ｿｳﾀ 千畑小学校 小５年 256.95 274.29 546.06

2042 田中　丈心 ﾀﾅｶ ｼﾞｮｳｼﾝ 上小阿仁小学校 小４年

2040 谷口　智紀 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓﾉﾘ 大潟小学校 小４年 717.16

2018 谷藤　湊 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾐﾅﾄ 東成瀬小学校 小５年 190.67 321.58 191.97

2019 土田　透矢 ﾂﾁﾀﾞ ﾄｳﾔ 矢島小学校 小６年 287.70 340.54 370.41

2006 土田　遥心 ﾂﾁﾀﾞ ﾄｵｺﾞ 矢島小学校 小５年 147.80 242.36 209.15

2038 照井　柾斗 ﾃﾙｲ ﾏｻﾄ 大雄小学校 小６年 242.69 300.09 332.89

2012 芳賀　一磨 ﾊｶﾞ ｶｽﾞﾏ 成章小学校 小５年 468.03

2005 藤田　慶吾 ﾌｼﾞﾀ ｹｲｺﾞ 花館小学校 小４年 421.85

2002 増田　渓人 ﾏｽﾀﾞ ｹｲﾄ 鷹巣小学校 小６年 142.58 125.23 190.78

2034 三浦　颯太 ﾐｳﾗ ｿｳﾀ 川連小学校 小５年 171.88 184.98 343.83

2036 三澤　諒 ﾐｻﾜ ﾘｮｳ 大館市立南小学校 小５年 418.47
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2033 水平　譲翔 ﾐｽﾞﾋﾗ ﾕｽﾞﾄ 角館小学校 小４年 383.08

2017 三船　真裕 ﾐﾌﾈ ﾏﾋﾛ 朝倉小学校 小６年 330.67 496.70

2004 望月　大雅 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｲｶﾞ 桜小学校 小４年 586.40

2028 桃井　友心 ﾓﾓｲ ﾕｳｼﾝ 岩谷小学校 小４年 400.99

※ 21-22シーズンにおいて、SL・SG競技が中止となったため、GSのみ更新
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