
No コード 選  手  名 都道府県 学    校    名 生年月日 ブロック

1 03008935 吉澤  脩蔵 北海道 北海学園札幌高校 1997年5月27日 北海道

2 03009955 横山竜太郎 北海道 旭川明成高校 1997年7月22日 北海道

3 03010076 今    星弥 北海道 東海大学付属第四高校 1997年6月6日 北海道

4 03008331 坂本  直俊 東北 猪苗代高校 1997年3月10日 東北

5 03008921 須田　忠厚 東北 角館高校 1997年4月26日 東北

6 03008922 日高　大樹 東北 角館高校 1997年11月20日 東北

7 03010511 篠原  広大 東京 成蹊高等学校 1997年4月15日 南関東

8 03009299 鈴木修太郎 東京 早稲田実業　高等部 1997年8月30日 南関東

9 03010820 永田　　嵐 東京 獨協高校 1997年11月11日 南関東

10 03009032 笹川  佳幹 群馬 利根商業高校 1997年9月19日 北関東

11 03009034 吉澤  功太 群馬 嬬恋高校 1997年9月28日 北関東

12 03009060 黒岩  孝光 群馬 嬬恋高校 1997年4月8日 北関東

13 03009072 川崎　伊賢 長野 木島平ＳＣ 1997年5月10日 甲信越

14 03008390 中澤　　優 新潟 八海高校 1997年2月3日 甲信越

15 03008189 大久保　樹 山梨 駿台甲府高校 1997年2月6日 甲信越

16 03008499 坂次  大和 富山 砺波工業高校 1997年1月10日 東海北陸

17 03008222 谷    勇介 岐阜 岐阜第一高校 1997年2月14日 東海北陸

18 03009884 橋本連之介 福井 福井工業大付属福井高校 1997年6月10日 東海北陸

19 03007998 増田  友樹 京都 福知山成美高校 1997年2月11日 西日本

20 03012244 北村修司朗 京都 大谷高校 1997年8月20日 西日本

21 03007992 滝川遼太郎 兵庫 神戸大附属中等教育学校 1997年2月10日 西日本
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No コード 選  手  名 都道府県 学    校    名 生年月日 ブロック

1 03008941 鴇田  真寿 北海道 北海学園札幌高校 1997年9月18日 北海道

2 03010188 里木  初帆 北海道 旭川陵雲高校 1997年8月20日 北海道

3 03010204 服部    汀 北海道 北海学園札幌高校 1997年11月10日 北海道

5 03007445 畠山　睦美 岩手 平舘高校 1997年1月22日 東北

6 03010425 酒井　晴加 福島 南会津高校 1997年7月9日 東北

7 03010084 佐伯    歩 千葉 市原中央高校 1997年7月29日 南関東

8 03011879 手塚  希望 千葉 東邦大学付属東邦高校 1997年8月16日 南関東

9 03011428 島根    咲 埼玉 西武文理高 1997年6月2日 北関東

10 03009628 関    光里 茨城 土浦日大中等教育 1997年6月25日 北関東

11 03009144 雲野ウェンディー 長野 豊野高等専修学校 1997年11月21日 甲信越

12 03007551 林    鮎子 新潟 八海高校 1997年3月14日 甲信越

13 03008161 平井  彩音 山梨 北社高校 1997年1月20日 甲信越

14 03008523 荒井  彩里 富山 南砺平高校 1997年2月26日 東海北陸

15 03007887 山崎ゆうか 福井 福井工業大付属福井高校 1997年3月11日 東海北陸

16 03009902 吉川  佳菜 福井 武生高校 1997年11月23日 東海北陸

17 03009196 姜    利奈 京都 京都高華高校 1997年6月10日 西日本

18 03009845 橋本  夏実 奈良 育英西高校 1997年8月26日 西日本

19 03008615 南波  陽菜 福岡 香椎高校 1997年2月18日 西日本

女子各ブロックチルドレン推薦による１９９7年生まれ国内FISレース有資格者


	男子
	女子

