
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 6300168 高原 悠綺 学連 中京大学
2 6300380 三浦 旭 学連 日本大学
3 6300212 石渡 健 学連 慶応義塾大学
4 6300944 山田 大雅 学連 慶応義塾大学
5 304853 伊藤 健介 学連 法政大学
6 304789 萩生田 博之 学連 東洋大学
7 6300452 富井 大賀 長野 野沢温泉SC
8 304369 藤原 颯大 山梨 清里SC
9 6300305 森田 昂也 学連 中央大学

10 6300321 富岡 恭冴 学連 東京農業大学
11 6300198 坂次 大和 学連 立命館大学
12 6300236 池田 桃太 学連 東京農業大学
13 6300516 手塚 芳宗 学連 日本大学
14 304838 青木 誠也 学連 大東文化大学
15 6300527 嶋田 健人 学連 日本大学
16 6300195 溝口 雄平 学連 愛知工業大学
17 6300404 中山 大輝 学連 立教大学
18 6300383 永田 嵐 学連 中京大学
19 6300201 谷 勇介 学連 中京大学
20 303098 木村 翔馬 東京 東京ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ
21 6300187 中島 秀斗 学連 法政大学
22 6300893 小栁 一葉 長野 長野俊英高等学校
23 6300299 玉田 智也 学連 中京大学
24 6300453 中澤 駿太郎 学連 慶応義塾大学
25 6300219 森末 義弘 学連 日本大学
26 6300226 長谷川 凌太郎 学連 立教大学
27 6301065 小林 仁太 長野 飯山高校
28 6300403 榎森 啓悟 学連 慶応義塾大学
29 6300411 宮崎 尚太朗 学連 法政大学
30 6300917 宮﨑 裕 学連 中央大学
31 6301337 君島 王羅 栃木 足利大附属高校
32 6300663 村越 公平 学連 中京大学
33 6301072 船本 叶 長野 長野俊英高等学校
34 6300382 中澤 優 学連 東京農業大学
35 6300622 山口 福太 学連 専修大学
36 6301068 小林 晴太 長野 下高井農林高校
37 6300916 干川 大智 学連 大東文化大学
38 6301291 桑原 太陽 長野 上田西高校
39 6300526 唐沢 航希 学連 専修大学
40 6300970 山内 勇輝 学連 山梨学院大学
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41 6300473 横井 甲 学連 中京大学
42 6300911 齋藤 将紀 長野 飯山高校
43 6301290 今井 勢弥 長野 上田西高校
44 6300488 阿部 健汰 学連 東京経済大学
45 6300740 堀口 直暉 学連 法政大学
46 6301070 宮﨑 靖 長野 長野吉田高校
47 6300708 根岸 来夢 学連 大東文化大学
48 6300926 明保能 弘翔 兵庫 村岡高校
49 6300274 髙木 樹 学連 関西学院大学
50 6300900 深澤 竜之介 長野 白馬高校
51 6300903 勘解由 辰之介 長野 白馬高校
52 6300573 村田 顕吾 学連 中京大学
53 6300038 市川 隼也 学連 青山学院大学
54 6300849 山口 豪太 石川 星稜高校
55 6300902 赤澤 侑剛 長野 白馬高校
56 6301067 関原 威吹 長野 飯山高校
57 6300621 森田 伊織 学連 法政大学
58 6301341 中村 拓幹 群馬 沼田高校
59 6301063 北林 凌 長野 白馬高校
60 6300759 田邉 謙介 学連 日本大学
61 6301336 中島 賢伸 栃木 足利大附属高校
62 6301047 渡部 要 新潟 八海高校
63 6300758 森下 海渡 学連 関西学院大学
64 6300572 阿部 健 学連 東北福祉大学
65 6300851 井林 健 学連 青山学院大学
66 6301064 橋本 一貴 長野 飯山高校
67 6301292 新村 龍司 長野 上田東高校
68 6300992 大谷 友斗 千葉 拓大紅陵高校
69 6300912 佐藤 創太 長野 飯山高校
70 6300408 髙橋 諒介 学連 東北学院大学
71 6300635 大谷 龍平 学連 国士舘大学
72 6300809 佐々木 健 学連 大谷大学
73 6301071 坂本 一馬 長野 長野高専
74 6300946 片山 大輔 香川 香川大学医学部ｽｷｰ部
75 6301146 石井 壱国 群馬 嬬恋高校
76 6300585 浅田 真先 学連 関西学院大学
77 6301029 岡村 翔馬 新潟 六日町高校
78 6301148 加邉 正宗 群馬 嬬恋高校
79 6301295 髙橋 良伸 長野 飯山高校
80 6301185 野口 光太 神奈川 荏田高校
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81 6300904 今泉 豪太 長野 白馬高校
82 6301043 阿部 渓矢 新潟 八海高校
83 6301062 杠 翔希 長野 白馬高校
84 6300869 杵渕 玲大 新潟 六日町高校
85 300662 村山 高志 埼玉 上福岡SC
86 6301038 齋藤 優磨 富山 砺波工業高等学校
87 6300164 松宮 弘忠 学連 立教大学
88 6301028 小島 駿 新潟 六日町高校
89 304886 酒井 康隆 学連 関西学院大学
90 6301046 西村 大 新潟 八海高校
91 6301144 岩崎 裕太 長野 地球環境高校
92 6301201 渡邉 琢己 千葉 拓大紅陵高校
93 6300538 椎名 浩基 学連 国士舘大学
94 6301045 谷内 敦哉 新潟 八海高校
95 6301281 篠原 忠善 新潟 六日町高校
96 6300899 保科 和希 長野 白馬高校
97 6301059 尾沼 海星 長野 上田東高校
98 6301149 本多 純 群馬 利根商業高校
99 6300725 杉本 啓典 学連 神奈川大学

100 6301282 宮沢 大吾 新潟 八海高校
101 6301283 村田 海斗 新潟 八海高校
102 6301258 野中 大資 岐阜 飛騨高山高校
103 6301257 清水 隼太 岐阜 岐阜第一高校
104 6301287 柴田 侑志 長野 白馬高校
105 6301240 石井 要 富山 砺波工業高等学校
106 6301278 河野 太郎 神奈川 慶応義塾高校
107 6301286 ウィリアムス 飛 長野 白馬高校
108 6301247 大野 翼 石川 鶴来高校
109 6301297 村上 嘉應 長野 飯山高校
110 6301374 横内 亮太郎 山梨 北杜高校
111 6301294 安田 佑待 長野 飯山高校
112 6301033 谷口 泰治 岐阜 飛騨神岡高校
113 6301338 吉本 和眞 栃木 足利大附属高校
114 6301255 山腰 正義 岐阜 高山工業高校
115 6301277 中島 世生 東京 ASIJ高校
116 6301372 浅川 耀太 山梨 北杜高校
117 6301199 山内 直己 東京 早稲田実業高校
118 6301285 笹川 拓也 長野 白馬高校
119 6301241 田形 匡史 富山 砺波工業高等学校
120 6301289 三笠 楓 長野 白馬高校
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