
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 304775 西 颯太 学連 東洋大学
2 6300893 小栁 一葉 長野 長野俊英高等学校
3 6300908 猪股 優 長野 飯山高校
4 6300624 森田 智也 石川 鶴来高校
5 6300219 森末 義弘 学連 日本大学
6 6300404 中山 大輝 学連 立教大学
7 6300202 山越 貴文 学連 日本大学
8 320424 JUNG Minsik KOR 韓国
9 303322 清水 大 長野 小賀坂SC

10 6300944 山田 大雅 神奈川 慶応義塾高校
11 6300236 池田 桃太 学連 東京農業大学
12 6300742 金子 竣哉 栃木 足利工業大附属高校
13 6300516 手塚 芳宗 学連 日本大学
14 303517 宇佐美 真太郎 青森 そうまﾛﾏﾝﾄﾋﾟｱSC
15 6300891 小山 慧 長野 地球環境高校
16 6300663 村越 公平 長野 飯山高校
17 6300913 髙橋 拓海 長野 飯山高校
18 6300849 山口 豪太 石川 星稜高校
19 6300639 野川 大地 山形 日大山形高等学校
20 6300162 三浦 賢人 学連 専修大学
21 6300665 河野 明日斗 長野 飯山高校
22 320435 YANG Dong-Hyuk KOR 韓国
23 6300910 小林 啓将 長野 飯山高校
24 6301006 髙田 隼之介 山形 日大山形高等学校
25 6300664 河野 真太郎 長野 飯山高校
26 6301067 関原 威吹 長野 飯山高校
27 6300195 溝口 雄平 学連 愛知工業大学
28 6300916 干川 大智 群馬 嬬恋高校
29 6301061 畔上 大地 長野 中野立志館高校
30 6300623 前波 健 石川 鶴来高校
31 6301066 薄井 理央 長野 飯山高校
32 6301005 髙木 柊吾 山形 日大山形高等学校
33 6300621 森田 伊織 石川 星稜高校
34 304838 青木 誠也 学連 大東文化大学
35 6300907 石塚 翼 長野 白馬高校
36 6300970 山内 勇輝 山梨 山梨学院大学附属高校
37 6300903 勘解由 辰之介 長野 白馬高校
38 6300662 山本 陵太 長野 飯山高校
39 6300386 栗山 一輝 東京 野辺山SC
40 6300784 窪田 友洋 山梨 北杜高校
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41 6300911 齋藤 将紀 長野 飯山高校
42 6300758 森下 海渡 鳥取 鳥取城北高校
43 6301065 小林 仁太 長野 飯山高校
44 6300912 佐藤 創太 長野 飯山高校
45 6300708 根岸 来夢 群馬 嬬恋高校
46 6301068 小林 晴太 長野 下高井農林高校
47 6300620 小津 大地 石川 星稜高校
48 6300127 瀧川 幸広 学連 愛知工業大学
49 6300707 萩原 大成 群馬 沼田高校
50 6300105 石渡 翔 学連 亜細亜大学
51 6300513 西田 光太郎 学連 大阪産業大学
52 6300012 原田 将寛 学連 東京大学
53 6300946 片山 大輔 香川 香川大学医学部ｽｷｰ部
54 6300164 松宮 弘忠 学連 立教大学
55 6300619 藤原 博紹 秋田 角館高校
56 6300850 大島 隼人 石川 鶴来高校
57 6300244 細野 新 学連 摂南大学体育会ｽｷｰ部
58 6300809 佐々木 健 学連 大谷大学
59 6300901 太田 樹 長野 白馬高校
60 6300926 明保能 弘翔 兵庫 村岡高校
61 6300538 椎名 浩基 学連 国士舘大学
62 6300478 中井 一成 学連 大東文化大学
63 6301062 杠 翔希 長野 白馬高校
64 6301146 石井 壱国 群馬 嬬恋高校
65 6300351 南雲 亮佑 学連 筑波大学
66 6300576 前田 湧作 学連 学習院大学
67 6300803 臼井 達哉 学連 明治学院大学
68 6301148 加邉 正宗 群馬 嬬恋高校
69 6300730 藤井 雄大 学連 関西学院大学
70 6300995 山崎 光 神奈川 RED BIB
71 6301063 北林 凌 長野 白馬高校
72 304958 赤間 祐太郎 学連 大東文化大学
73 6301000 三崎 貴瑛 学連 東北大学
74 6300914 宮下 冬摩 長野 飯山高校
75 6301064 橋本 一貴 長野 飯山高校
76 6301137 宮本 智弘 京都 大谷高校
77 6301141 川野 浩太郎 学連 学習院大学
78 6301143 宇津 瑛人 大阪 清風高校
79 6300311 東口 良祐 学連 大阪経済大学
80 6301156 新出 翔太 東京 日本大学櫻丘高校
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