
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 猪俣　修 コース名

大松山チャンピオンコース
主審 庚敏　久 スタート地点 1640.8m

フィニッシュ地点 1340.8m
競技委員長 上平　茂幸 [長野] 標高差 300m

ホモロゲーションNo. SAJ29-GS-41/88

１本目
コースセッター 関　辰紀 [長野]
前走者 - A - 和田　圭弥
前走者 - B - 大塚　匠
前走者 - C - 三原　幹

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 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

1 03015919 数土 凌 長野 信大附属長野中学校
2 03015797 鈴木 一生 東京 慶應義塾中学校
3 03015278 網代 滉介 山形 米沢市立第七中学校
4 03014093 宮﨑 靖 長野 野沢温泉中学校
5 03016258 桑原 太陽 長野 東御東部中学校
6 03014610 三原 樹 長野 菅平中学校
7 03013292 高田 隼之介 長野 信濃町立信濃小中学校
8 03014003 畔上 大地 長野 山ﾉ内中学校
9 03014161 伊藤 颯馬 山形 最上中学校

10 03013283 薄井 理央 長野 高瀬中学校
11 03014017 小林 晴太 長野 下高井農林高校
12 03013100 常田 真矢 長野 山ﾉ内中学校
13 03015877 今井 勢弥 長野 川上中学校
14 03014401 関原 威吹 長野 飯山高校
15 03013280 佐鳥 一樹 長野 長野俊英高等学校
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男子 大回転
１本目スタートリスト
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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 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

16 03014010 小林 仁太 長野 山ﾉ内中学校
17 03013296 藤本 凌輔 長野 白馬中学校
18 03013284 北澤 準也 長野 高瀬中学校
19 03015125 髙橋 良伸 長野 野沢温泉中学校
20 03013297 切久保 仁朗 長野 白馬中学校
21 03013298 北林 凌 長野 白馬高校
22 03015559 宮澤 虎ノ介 長野 戸隠中学校
23 03016657 猪股 陸 長野 小谷中学校
24 03016210 黒岩 樹生 群馬 嬬恋中学校
25 03015289 結城 初 山形 最上中学校
26 03014646 村松 諒 長野 木島平中学校
27 03014016 船本 叶 長野 山ﾉ内中学校
28 03016687 金沢 優大 長野 南牧中学校
29 03014954 中村 拓幹 群馬 沼田西中学校
30 03015568 北林 仁 長野 白馬中学校
31 03015916 柴田 侑志 長野 白馬中学校
32 03015567 ウィリアムス 飛 長野 白馬中学校
33 03015126 富井 涼雅 長野 野沢温泉中学校
34 03016213 橋詰 岳 群馬 嬬恋中学校
35 03014020 下出 貫太 長野 王滝中学校
36 03013295 横川 勇斗 長野 白馬中学校
37 03016670 戸谷 椋 長野 戸隠中学校
38 03016327 河野 太郎 東京 慶應義塾中学校
39 03016182 三原 蔵 東京 学芸大学附属竹早中学
40 03015288 鏡 颯太 山形 最上中学校
41 03015869 磯崎 新 長野 菅平中学校
42 03014029 菊池 崚太 長野 佐久穂中学校
43 03016669 徳武 優太 長野 戸隠中学校
44 03015863 栗田 湧斗 長野 飯山城北中学校
45 03013302 丸山 大 長野 飯山城北中学校
46 03015571 青木 大翔 長野 山ﾉ内中学校
47 03013282 笹川 拓也 長野 白馬中学校
48 03015134 上田 平 長野 飯綱中学校
49 03018386 板垣 健太 山形 最上中学校
50 03016262 岩崎 裕太 長野 木島平中学校
51 03015871 新村 龍司 長野 菅平中学校
52 03016725 小座間 考浩 長野 飯山城北中学校
53 03016720 高屋 裕太郎 山形 長井南中学校
54 03017113 宮﨑 侑人 長野 信濃町立信濃小中学校
55 03013304 佐藤 洸斗 長野 飯山城北中学校
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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 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

56 03017629 板羽 佑樹 東京 玉川学園中学校
57 03016844 大津 歩夢 奈良 ｱﾙﾍﾟﾝSC
58 03014084 下条 太一 長野 菅平中学校
59 03013992 油井 快斗 長野 川上中学校
60 03016664 金田 羅生 長野 菅平中学校
61 03016656 関 憂源 長野 高社中学校
62 03014036 和田 直己 長野 木祖中学校
63 03016691 畔上 優希 長野 山ﾉ内中学校
64 03013290 木村 勇斗 長野 信濃町立信濃小中学校
65 03017103 畔上 翔大郎 長野 野沢温泉中学校
66 03014021 下出 葵 長野 王滝中学校
67 03015576 船本 新大 長野 山ﾉ内中学校
68 03017645 宮島 碧生 長野 広徳中学校
69 03016692 成澤 和真 長野 山ﾉ内中学校
70 03017797 唐沢 智也 長野 東御東部中学校
71 03017798 齊藤 拓夢 長野 東御東部中学校
72 03016700 笹岡 蒼空 長野 野沢温泉中学校
73 03016702 手塚 慧介 長野 上田市立第四中学校
74 03015122 太田 敦也 長野 小谷中学校
75 03016680 利部 旬悟 長野 白馬中学校
76 03015124 目時 冬羽 長野 小谷中学校
77 03016686 小林 叡治 長野 東御東部中学校
78 03016677 西原 太陽 長野 高山中学校
79 03017115 胡桃澤 寛竜 長野 王滝中学校
80 03017688 田中 智久 長野 川上中学校
81 03016673 小畑 翔太朗 長野 上田市立第三中学校
82 03019057 松沢 拓空 長野 小谷中学校
83 03019092 由井 創士 長野 川上中学校
84 03017111 木村 渓悟 長野 信濃町立信濃小中学校
85 03016208 黒岩 旭陽 群馬 嬬恋中学校
86 03019018 伊藤 浩樹 長野 長峰中学校
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