
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 新 敏彦 [北海道] コース名

大松山チャンピオンコース
主審 梶 悠亮 [石川] スタート地点 1640m

フィニッシュ地点 1340m
競技委員長 今井 弘基 [長野] 標高差 300m

ホモロゲーションNo. SAJ04-GS-41/88

１本目
コースセッター 清澤 恵美子 [東京]

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 1042502 吉田 尋翔 岩手 沢内ジュニア
2 1032978 小熊 健祐 東京 アスペンスキークラブ
3 1010578 遠藤 隆二 岡山 川上小学校
4 1039977 田中 大雅 岐阜 宮小学校
5 1043678 添田 咲太朗 長野 木島平小学校
6 1042558 川久保 皇佑 北海道 M’sスキーチーム
7 1039704 眞鍋 親ノ介 長野 松川小学校
8 1023658 菊池 尚樹 東京 バディスポーツクラブ
9 1043293 星 和磨 福島 猪苗代小学校

10 1043600 宮崎 玲穏 長野 上田市立菅平小学校
11 1041473 金沢 拓 北海道 玉越ｽﾄﾘｰﾑﾚｰｼﾝｸﾞ
12 1041132 大澤 優 埼玉 秩父市立原谷小学校
13 1042998 砂畑 旺佑 岐阜 新宮小学校
14 1043006 鈴木 瑛心 長野 才教学園小学校
15 1043208 高橋 一綺 山形 天童市スポーツ少年団

2022-03-27 / 長野県 菅平高原 0570 GM3 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

JOC ジュニアオリンピックカップ
2022全日本ジュニアスキー選手権大会

アルペン競技 技術系

K1男子 大回転
１本目スタートリスト

--------------------------------------------



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 1004492 松本 眞之介 群馬 嬬恋レーシング
17 1042786 村松 駿太郎 新潟 妙高高原ｼﾞｭﾆｱｽｷｰ育成会
18 1009693 横井 太一 愛知 本庄小学校
19 1022723 池田 準生 和歌山 宮小学校
20 1040591 山本 隆次 石川 白峰スキークラブ
21 1044852 渡邉 空孜 宮城 上杉山通小学校
22 1041464 森田 毅 北海道 札幌SSプロダクツ
23 1041587 桐生 健士朗 岐阜 西小学校
24 1040021 八幡 陸斗 岩手 田山スポ少
25 1036009 加賀崎 勝之介 埼玉 ぐんま国際アカデミー
26 1035749 中村 心乃助 神奈川 中山小学校
27 1041476 若井 謙成 新潟 松代スキー協会
28 1043718 河野 聖良 長野 野沢温泉小学校
29 1040828 児玉 遥飛 秋田 花輪小学校
30 1043397 丸山 颯大 長野 白馬北小学校
31 1042503 藤原 颯斗 岩手 沢内ジュニア
32 1044848 橋本 和弥 宮城 富ヶ丘小学校
33 1039535 小林 瑛介 北海道 南富良野SJS
34 1002445 須田 喜森 群馬 太田市スキー協会
35 1035390 前田 琉太 福井 村岡小学校
36 1042831 西澤 柊宇 長野 上田市立菅平小学校
37 1042889 松江 伶恩 青森 鶴田小学校
38 1001656 荒川 雄輝 群馬 草津スキークラブ
39 1032021 久保 煌士郎 北海道 稚内ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団
40 1043222 小座間 向 山形 ZAO猿倉RC
41 1032988 林 遼仁 北海道 北広島JAS
42 1002193 石井 凱 高知 具同小学校
43 1039583 松田 知也 岩手 インターアルペン雫石
44 1041140 山田 悠貴 北海道 Raumu. SRT
45 1001920 柴田 詩葵 兵庫 おじろジュニア
46 1039908 古田 櫂 岐阜 三城小学校
47 1035398 川嶋 佑弥 神奈川 篠原小学校
48 1041708 鹿志村 慎之介 岩手 APPI Jr.
49 1042616 山崎 青嶺 長野 軽井沢西部小学校
50 1039373 佐藤 銀河 埼玉 さいたま市立大戸小学
51 1043282 小林 輝英 長野 山ノ内東小学校
52 1043785 山田 航輝 長野 小谷小学校
53 1043667 山岸 渓太 長野 和小学校
54 1043187 設楽 奏大 山形 置賜スキークラブ
55 1043217 清野 冬真 山形 湯殿山スポーツ少年団
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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 1027606 濟 大樹 兵庫 神鍋ジュニア
57 1043214 齋藤 孝彦 山形 天元台Jr.
58 1035790 紅林 涼雅 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
59 1040166 遠藤 文志郎 北海道 ニセコJST
60 1043571 遠藤 輪人 福島 鶴城小学校
61 1039941 山腰 拓海 岐阜 南小学校
62 1039818 平瀬 善之 岐阜 山王小学校
63 1039662 斉藤 友哉 北海道 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰﾁｰﾑ
64 1041460 川尻 泰晟 北海道 玉越ｽﾄﾘｰﾑﾚｰｼﾝｸﾞ
65 0999980 山口 礼恩 神奈川 長津田小学校
66 1000673 田中 駿介 愛媛 郡中小学校
67 1039252 勢木 来志 鳥取 末恒小学校
68 1043391 大日方 禅治 長野 戸隠小学校
69 1009675 嶋守 健人 群馬 高崎市スキー連盟
70 1009226 山田 健太郎 京都 京都光華S.C.
71 1043407 近藤 大和 長野 茅野市立永明小学校
72 1009425 田中 奏多 熊本 隈庄小学校
73 1041405 樋浦 侃士 新潟 妙高小学校
74 1041465 清水 大嗣 北海道 玉越ｽﾄﾘｰﾑﾚｰｼﾝｸﾞ
75 1039844 田中 颯 長野 白馬北小学校
76 1039821 大石 楓真 東京 杉並区スキー連盟
77 1040401 山下 陽大 北海道 EMSCレーシング
78 1000054 竹田 景哉 島根 波佐小学校
79 1039637 安孫子 晴真 北海道 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰﾁｰﾑ
80 1041898 佐藤 沙是 新潟 小出小学校
81 0998481 寺田 駿平 群馬 富岡小学校
82 1041841 主浜 麻惟人 岩手 APPI Jr.
83 0998520 干川 鎧司 群馬 嬬恋レーシング
84 1040552 小川 隼 滋賀 マキノ西小学校
85 1040583 下 照英 石川 白峰スキークラブ
86 1044136 清水 雅俊 長野 飯山小学校
87 1043207 岩崎 太郎 山形 米沢ジュニア
88 1043462 佐藤 翔 長野 城東小学校
89 1004673 串田 有 静岡 静岡大学付属浜松小学
90 1039564 井出 劉聖 長野 北相木小学校
91 1043190 安部 寿喜矢 山形 置賜スキークラブ
92 1005963 荒井 優翔 大分 飯田小学校
93 1004580 前田 太基 広島 高野小学校
94 1010043 菅谷 新汰 山梨 清里スキークラブ
95 1034168 森北 光 宮城 ホライゾン学園仙台小
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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

96 1041719 増田 渓人 秋田 鷹巣小学校
97 1044436 本田 歩夢 富山 福光中部小学校
98 1043160 滝沢 慧太 新潟 まつのやま学園
99 1031551 勝見 洸太 北海道 比布ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ

100 1039797 高原 蒼 新潟 長岡アルペンジュニア
101 1043194 遠藤 伊吹 山形 朝日スポーツ少年団
102 1043444 茂木 鉄平 長野 更級小学校
103 1011026 木村 公宣 栃木 宇都宮市立雀宮中央小
104 1043506 田川 遥太 長野 福島小学校
105 0998291 三浦 楓生 群馬 片品小学校
106 1043725 五十嵐 諒 福島 猪苗代小学校
107 1042685 成田 光輝 長野 上田市立菅平小学校
108 1021504 渡辺 琉生 愛知 山之手小学校
109 1042289 市川 湊人 秋田 藤里小学校
110 1022623 清水 万葉 三重 太平洋建設SC
111 1042855 忠永 佳士 北海道 ニセコJST
112 1043668 山岸 稜太 長野 和小学校
113 1039832 吉沢 漸ノ翼 長野 白馬北小学校
114 1042117 加藤 山登 新潟 上越ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝSC
115 1041246 柳 壱平 新潟 松代小学校
116 1043212 渡辺 爽介 山形 羽山スポーツ少年団
117 1043481 千葉 稜太 長野 原小学校
118 1044026 南 皆惺 岐阜 宮小学校
119 1032071 石丸 慧 東京 ﾁｰﾑﾃﾞｨｰｴﾙﾍﾞｰﾊｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ
120 1039888 長瀬 莉旺 岐阜 朝日小学校
121 1043633 伊東 拓真 長野 泉野小学校
122 1043361 田中 知尋 長野 軽井沢風越学園
123 1044068 村山 雄飛 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
124 1044973 渡邉 慶悟 石川 小松市スキー協会
125 1036314 吉村 創晴 大阪 阪南小学校
126 1043378 萩原 瑠彩 長野 白馬北小学校
127 1043487 奈良尾 悠空 長野 福島小学校
128 1043193 小松 永和 山形 平田ジュニア
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