
ジュリー テクニカルデータ
コース名

大松山チャンピオンコース
スタート地点 1641m
フィニッシュ地点 1341m
標高差 300m

１本目
コースセッター

旗門数 OPEN スタート時間

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

1 荒谷 すみれ 鶴見大学3年
2 戸口 未咲 明海大学4年
3 三浦 由実 昭和大学6年
4 宮本 真由 東北大学4年
5 齋藤 夏実 東京医科歯科大学5年
6 久恒 楓 北海道大学4年
7 井上 麻衣 神奈川歯科大学2年
8 佐藤 晴香 朝日大学2年
9 関矢 日向子 東京歯科大学1年

10 藤田 真澄 日本歯科大学4年
11 上保 聡美 日本大学松戸4年
12 稲田 未悠 愛知学院大学1年
13 山中 美由紀 日本歯科大学新潟5年
14 小方 彩乃 日本大学4年
15 吉田 彩乃 新潟大学6年
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

16 梅澤 さやか 鶴見大学1年
17 篠田 眞保 昭和大学4年
18 阿部 みなみ 東北大学3年
19 山本 静香 東京医科歯科大学4年
20 高田 ひかる 北海道大学4年
21 井上 唯衣 神奈川歯科大学4年
22 中川 綾乃 朝日大学2年
23 中小路 美緒 日本歯科大学6年
24 関口 絢子 日本大学松戸3年
25 長 美奈子 愛知学院大学1年
26 高橋 里奈 日本歯科大学新潟2年
27 誉田 美沙 日本大学4年
28 広沢 茉奈 鶴見大学1年
29 河野 祥子 昭和大学2年
30 片岡 優子 東京医科歯科大学3年
31 田中 萌衣 北海道大学1年
32 田中 慧 神奈川歯科大学1年
33 松本 菜乃花 朝日大学2年
34 大原 ありさ 日本歯科大学5年
35 大野 美南 日本大学松戸1年
36 中島 理絵 日本歯科大学新潟3年
37 前田 智 日本大学2年
38 黒住 志織 鶴見大学1年
39 須坂 美咲 東京医科歯科大学2年
40 米澤 史華 北海道大学4年
41 白男川 静香 朝日大学2年
42 上野 桃子 日本歯科大学4年
43 小島 麻里江 日本歯科大学新潟3年
44 藤原 由 日本大学2年
45 角南 明歩 東京医科歯科大学1年
46 亀本 和沙 朝日大学2年
47 山井 綾子 日本歯科大学6年
48 伊藤 春子 日本歯科大学新潟3年
49 山内 麻綺 日本大学2年
50 勝浦 杏奈 日本歯科大学3年
51 山口 みづき 日本歯科大学新潟2年
52 浅野 若葉 日本大学3年
53 黒川 理佐子 日本歯科大学3年
54 佐藤 瑛子 日本歯科大学新潟2年
55 野田 祥子 日本大学2年
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

56 渡辺 慧 日本歯科大学3年
57 小見 瑛子 日本歯科大学新潟1年
58 堀 夏菜子 日本歯科大学4年
59 平野 真澄 日本歯科大学新潟1年
60 久保田 日向 日本歯科大学1年
61 大竹 茉友子 日本歯科大学新潟1年
62 中田 佑香 日本歯科大学新潟1年
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ＯＢクラス

ジュリー テクニカルデータ
コース名

大松山チャンピオンコース
スタート地点 1641m
フィニッシュ地点 1341m
標高差 300m

１本目
コースセッター

旗門数 OPEN スタート時間

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

70 堀部 茉梨子 愛知学院大学年
71 小谷田 夕里名 東京歯科大学年
72 堀篭 百合恵 日本大学松戸年
73 猪瀬 景子 日本大学松戸年
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ジュリー テクニカルデータ
コース名

大松山チャンピオンコース
スタート地点 1641m
フィニッシュ地点 1341m
標高差 300m

１本目
コースセッター

旗門数 OPEN スタート時間

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

1 佐々木 浩朗 愛知学院大学6年
2 成原 大衣智 東北大学1年
3 松山 大悟 北海道大学1年
4 清水 慎太郎 新潟大学3年
5 瓦井 海人 日本大学2年
6 高橋 正太郎 明海大学3年
7 水野 克政 日本歯科大学5年
8 伊藤 礁 東京歯科大学4年
9 中島 創 日本歯科大学新潟3年

10 丸山 瑠維 神奈川歯科大学2年
11 松田 久 昭和大学4年
12 松林 祐希 大阪大学2年
13 徳田 功至 日本大学松戸歯学部6 
14 白石 公哉 朝日大学2年
15 青井 康徳 東京医科歯科大学3年
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

16 大矢 昌樹 鶴見大学3年
17 澤田 憲孝 愛知学院大学6年
18 新井 利弥 北海道大学2年
19 箱山 裕佑 新潟大学6年
20 西村 響 日本大学5年
21 佐藤 輝太 明海大学6年
22 望月 航 日本歯科大学3年
23 洲之内 善一 東京歯科大学4年
24 大島 泰彦 日本歯科大学新潟2年
25 谷 洸希 昭和大学3年
26 大菊 啓正 大阪大学1年
27 須釜 直哉 日本大学松戸歯学部5 
28 藤本 一樹 朝日大学3年
29 森田 和機 東京医科歯科大学3年
30 加納 亮一 鶴見大学3年
31 原 健祐 愛知学院大学5年
32 吉田 理志 北海道大学3年
33 三羽 敏之 新潟大学6年
34 朝山 雄之 日本大学4年
35 小澤 昴太 明海大学5年
36 中村 光希 日本歯科大学5年
37 宇津 暁久 東京歯科大学3年
38 白井 良周 日本歯科大学新潟3年
39 三神 亮 昭和大学5年
40 平岡 康弘 大阪大学1年
41 中島 諄哉 日本大学松戸歯学部3 
42 亀本 雄己 朝日大学1年
43 見越 葉介 東京医科歯科大学4年
44 水谷 悠希 鶴見大学1年
45 高岡 大嗣 愛知学院大学2年
46 吉川 公輝 北海道大学3年
47 飯田 猛 日本大学5年
48 平出 聖人 明海大学3年
49 美濃 直輝 日本歯科大学5年
50 片野 雄太郎 東京歯科大学3年
51 野口 裕太 日本歯科大学新潟3年
52 尾川 拓郎 昭和大学4年
53 関 真徳 日本大学松戸歯学部3 
54 柳本 佳秀 朝日大学2年
55 牛島 啓 東京医科歯科大学2年
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

56 山岸 秀輔 鶴見大学1年
57 塩川 智己 愛知学院大学2年
58 小田 哲也 北海道大学6年
59 遠藤 祐希 日本大学2年
60 山崎 毅 明海大学2年
61 前田 翔 日本歯科大学4年
62 吉野 輝 東京歯科大学3年
63 白石 楓人 日本歯科大学新潟3年
64 内田 淑喜 昭和大学5年
65 小宮山 和寛 日本大学松戸歯学部3 
66 宮地 亮太 朝日大学5年
67 川野 裕司 東京医科歯科大学1年
68 天海 颯一朗 鶴見大学1年
69 中嶋 侑仙 愛知学院大学3年
70 佐藤 舜 北海道大学4年
71 上林 大祐 日本大学5年
72 才川 晧平 日本歯科大学2年
73 酒井 弘 東京歯科大学1年
74 黒田 直希 日本歯科大学新潟3年
75 中島 稜太 日本大学松戸歯学部2 
76 横山 達大 東京医科歯科大学1年
77 高安 雅嗣 鶴見大学4年
78 吉村 雅史 愛知学院大学1年
79 山原 大吾 北海道大学2年
80 山崎 翼 日本大学3年
81 安田 隆臣 日本歯科大学2年
82 中島 優 東京歯科大学1年
83 植草 達也 日本歯科大学新潟2年
84 前川 大気 鶴見大学3年
85 鳥居 修 愛知学院大学1年
86 町田 亮人 北海道大学4年
87 山田 慧太 日本大学5年
88 山口 黎太 日本歯科大学2年
89 窪山 裕也 東京歯科大学1年
90 須賀 輝 日本歯科大学新潟2年
91 荒木 宥太 鶴見大学1年
92 内田 健太 北海道大学1年
93 新井 渓太 日本大学6年
94 田賀 裕己 日本歯科大学新潟1年
95 上田 将太郎 鶴見大学1年
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

96 夏山 昌大 北海道大学2年
97 新井 悠輝 日本大学2年
98 吉野 友都 北海道大学5年
99 嘉月 駿 日本大学3年

100 神原 啓 日本大学5年
101 大成 峻介 日本大学1年
102 小林 凌 日本大学1年
103 山田 智也 日本大学1年
104 篠山 和希 日本大学1年
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ＯＢクラス

ジュリー テクニカルデータ
コース名

大松山チャンピオンコース
スタート地点 1641m
フィニッシュ地点 1341m
標高差 300m

１本目
コースセッター

旗門数 OPEN スタート時間

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

151 新藤 広基 日本歯科大学年
152 成瀬 龍一 鶴見大学年
153 鈴木 寿和 昭和大学年
154 北川 純 神奈川歯科大学年
155 高橋 辰政 朝日大学年
156 小林 賢二 日本大学松戸年
157 椎貝 達央 東京歯科大学年
158 武藤 昭紀 愛知学院大学年
159 長谷川 雄一 明海大学年
160 星野 哲 東京医科歯科大学年
161 村井 理 朝日大学年
162 山田 裕貴 日本大学松戸年
163 田中 公文 東京歯科大学年
164 安藤 清文 愛知学院大学年
165 本郷 智之 東京医科歯科大学年
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ＯＢクラス

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

166 浅野 雅司 朝日大学年
167 水野 洋一 日本大学松戸年
168 難波 崇 東京歯科大学年
169 三原 理智 愛知学院大学年
170 黒田 英孝 東京歯科大学年
171 大村 雄介 東京歯科大学年
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