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ジュリー

順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

宇佐美 真太郎 弘前4年1 38 57.1003000038
瀧田 謙 北海道3年2 3 57.4903000003
山崎 秀 旭川2年3 4 57.6503000004
市川 和英 北海道1年4 35 57.9603000035
坂本 貴優 杏林2年5 7 58.0103000007
平野 瑛久 東海2年6 5 58.5003000005
藤澤 良介 岩手4年7 12 58.7103000012
小木曽 翔 北里5年8 18 58.9603000018
吉池 奏人 信州3年9 22 59.7503000022
清水 圭太 新潟3年10 81 59.8603000081
田辺 耕介 杏林1年11 71 1:00.0003000071
尾仲 紘輔 昭和2年12 42 1:00.1003000042
井上 正章 日医4年13 31 1:00.1203000031
酒井 勁 東北4年14 9 1:00.4003000009
畑岡 努 北海道2年15 19 1:00.6503000019
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順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

師田 和宗 岩手3年16 2 1:00.7803000002
森川 嵩大 順天堂4年17 8 1:00.9803000008
西野 敬祥 秋田5年18 15 1:01.2903000015
向井 寛朗 北海道3年19 75 1:01.3203000075
竹部 慎一 東北1年20 76 1:01.4303000076
豊島 進 慶應6年21 23 1:01.5003000023
本田 航太郎 山形1年22 112 1:01.6103000112
須田 康裕 旭川4年23 21 1:01.7003000021
宮崎 輝 順天堂5年24 20 1:01.7503000020
新井 秀佑 山形2年25 59 1:01.7903000059
須賀 亮太 埼玉2年26 54 1:01.8703000054
峰咲 誠弥 獨協1年27 53 1:01.8803000053
吉田 龍太朗 岩手3年28 10 1:01.9203000010
越智 達哉 北海道5年29 133 1:01.9303000133
佐和田 力丸 杏林2年30 39 1:01.9403000039
川江 雄太 旭川2年31 74 1:02.0003000074
竹内 啓 慶應3年32 14 1:02.4303000014
江並 龍之介 東海1年33 45 1:02.4803000045
中川 翔太 筑波5年34 83 1:02.7103000083
加藤 正和 東邦6年35 51 1:03.2203000051
板谷 芳輝 信州2年36 28 1:03.2703000028
佐々木 貴裕 東北6年37 96 1:03.3603000096
南部 湧大 旭川1年38 36 1:03.5203000036
牛久保 陸生 群馬3年39 69 1:03.5603000069
細川 亮 帝京3年40 46 1:04.0303000046
成瀬 和久 山梨6年41 11 1:04.1603000011
倉橋 果南 筑波6年42 27 1:04.2103000027
高橋 一則 山形6年43 232 1:04.6103000232
小平 翔太 札幌3年44 24 1:04.6903000024
西原 弘貴 埼玉3年45 170 1:04.7003000170
寺井 匠 札幌1年46 143 1:04.7103000143
根井 仁平 新潟3年92 1:04.7103000092
右田 昌平 群馬5年48 41 1:04.7203000041
鬼頭 直文 慶應1年49 80 1:04.9303000080
阿部 健 秋田2年50 70 1:05.0503000070
森岡 晃平 慶應4年51 137 1:05.0903000137
加藤 紘輔 北海道3年52 152 1:05.1703000152
高橋 重文 東北4年53 151 1:05.2303000151
渡邉 茂也 北海道5年54 182 1:05.2603000182
堀川 輝斗 山梨5年55 43 1:05.2803000043
柏木 惇平 東大1年56 48 1:05.3803000048
小野 容岳 東海5年57 65 1:05.4003000065
鹿野 颯太 福島6年58 121 1:05.4703000121
小原 大和 東北2年59 245 1:05.6803000245
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順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

高橋 幹弘 東北3年60 183 1:05.8103000183
三浦 尚武 弘前6年61 180 1:06.0503000180
本多 正樹 山梨4年62 67 1:06.1203000067
中井 大貴 慶應3年63 93 1:06.4903000093
田山 義樹 福島4年64 61 1:06.5003000061
武蔵 尭志 群馬3年65 157 1:06.6203000157
植田 泰 新潟5年66 29 1:06.7103000029
外山 平 群馬1年67 127 1:07.1903000127
瀬下 治孝 東医4年68 44 1:07.2203000044
内田 瞬 千葉6年69 13 1:07.2703000013
島村 壮 山梨4年70 125 1:07.4603000125
山下 直哉 旭川1年71 98 1:07.5103000098
禰津 直樹 日大5年72 56 1:07.5403000056
長瀬 駿介 順天堂5年73 99 1:07.9003000099
市橋 雅大 山形5年74 52 1:07.9103000052
長谷川 和喜 日大2年75 115 1:07.9503000115
岡崎 裕一郎 日医1年76 79 1:08.0203000079
木本 和希 信州2年77 91 1:08.2003000091
赤松 俊信 千葉1年78 184 1:08.2703000184
岩崎 竜也 群馬5年79 178 1:08.5203000178
石川 雅文 福島3年80 50 1:08.5403000050
永井 啓太 筑波5年81 140 1:08.6803000140
林 佑紀 千葉4年82 78 1:08.7703000078
齋藤 隼 秋田3年83 128 1:08.8003000128
富田 裕 秋田1年84 197 1:08.8103000197
野田 健人 山梨1年85 255 1:08.8203000255
辰尾 秋斗 昭和3年86 177 1:08.9203000177
太田 純也 北海道4年87 196 1:08.9903000196
村上 哲彦 東海3年88 107 1:09.1703000107
猪俣 祐樹 信州4年89 82 1:09.2203000082
中澤 圭史 昭和4年90 68 1:09.3603000068
小林 佑輝 新潟1年91 224 1:09.3803000224
松木 泰典 弘前4年92 72 1:09.5103000072
阿部 一樹 昭和1年93 214 1:09.7103000214
山村 純史 北里1年94 122 1:09.8303000122
村瀬 悠也 日医1年95 136 1:09.8803000136
田村 太一 順天堂4年96 73 1:09.9403000073
鈴木 伝 東邦3年97 111 1:10.0503000111
富田 祐輔 札幌2年98 87 1:10.2103000087
武藤 広大 秋田3年99 102 1:10.4003000102
篠崎 智哉 弘前3年100 100 1:10.4303000100
前田 隼 福島4年101 110 1:10.4703000110
安島 和斗存 東邦1年102 172 1:10.5003000172
萱場 舜彬 北里1年103 109 1:10.5903000109
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稲垣 辰樹 新潟1年104 239 1:10.7003000239
村川 允崇 帝京3年105 175 1:10.9203000175
竹内 大輔 札幌1年106 144 1:10.9603000144
土屋 智章 山梨4年107 200 1:11.0003000200
伊部 匡晃 順天堂1年108 181 1:11.0203000181
荒牧 佳吾 群馬1年109 215 1:11.2503000215
山本 成則 聖マリ4年110 47 1:11.3603000047
石川 文徳 群馬6年111 249 1:11.8003000249
秦 雅貴 東邦2年112 164 1:11.8303000164
池田 耀介 千葉4年113 95 1:12.3003000095
杉山 純平 札幌2年114 86 1:12.5103000086
小島原 知大 医科歯科1年115 33 1:12.7103000033
岡安 慶太 千葉3年116 150 1:12.8903000150
船越 雄太 埼玉3年117 206 1:13.0903000206
宮里 実幸 旭川2年118 132 1:13.1003000132
安藤 涼太 山梨4年119 159 1:13.1203000159
林 裕紀 慶應3年120 186 1:13.1403000186
三石 一成 筑波1年121 189 1:13.2103000189
柳田 洸一朗 山形3年122 119 1:13.4103000119
石井 健太朗 東北1年123 256 1:13.4803000256
石田 恭崇 新潟1年124 219 1:13.5503000219
高階 朗 秋田1年125 179 1:13.5903000179
東川 康嗣 慶應3年126 218 1:13.8303000218
伊藤 雅弘 信州2年127 192 1:14.2003000192
荻野 礼眸 埼玉3年128 114 1:14.4803000114
井上 拓哉 山形6年129 234 1:14.5303000234
西岡 秀典 日大1年130 169 1:14.6003000169
藤井 文彰 信州3年131 139 1:15.2103000139
丸山 祐輝 信州1年132 146 1:15.6003000146
藤本 隆士 順天堂2年133 153 1:15.6503000153
岡部 亮斗 福島2年134 203 1:16.0303000203
芥川 裕詩朗 山形3年135 165 1:16.1203000165
上原 拓也 筑波1年136 222 1:16.2803000222
加々見 陽平 山梨2年137 235 1:16.5103000235
石橋 幹之助 北海道1年138 216 1:16.8103000216
奥山 興希 埼玉3年139 117 1:17.1503000117
堀 優人 埼玉4年140 57 1:17.1803000057
古屋 匡史 埼玉3年141 209 1:17.4203000209
小佐井 孝彰 山梨4年142 176 1:17.8603000176
川村 竜也 山梨1年143 248 1:17.8903000248
石川 如文 福島1年144 211 1:18.3203000211
一村 侑樹 昭和4年145 104 1:18.3503000104
加藤 想史 東北2年146 250 1:19.0603000250
山田 昂平 山梨2年147 229 1:19.0703000229
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順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

吉田 剛大 帝京4年148 123 1:19.4003000123
齋藤 晋平 札幌1年149 190 1:19.6903000190
上村 拓 東大1年150 63 1:20.4203000063
中山 知章 東医3年151 66 1:20.4303000066
友寄 乃裕 帝京4年152 108 1:20.4503000108
鯨岡 優 杏林5年153 101 1:20.9203000101
川島 優和 慈恵3年154 88 1:20.9803000088
福田 雅之 北海道1年155 227 1:22.6303000227
柴田 晟智 群馬1年156 228 1:22.7403000228
井上 雄貴 帝京3年157 161 1:23.2003000161
貫井 紀宏 慶應2年158 244 1:23.6603000244
小倉 和成 山梨2年159 247 1:23.8103000247
石橋 由基 慶應4年160 251 1:24.9503000251
桑原 幸佑 群馬1年161 246 1:25.0903000246
中西 達彌 昭和3年162 199 1:25.1503000199
工藤 諒 岩手1年163 89 1:26.7503000089
清水 裕介 慶應3年164 253 1:27.5103000253
梯 滉太 岩手2年165 84 1:27.6303000084
申 俊利 信州2年166 242 1:29.7803000242
永澤 拓也 東北1年167 264 1:30.0503000264
弓狩 雄斗 日大2年168 116 1:30.0703000116
手計 勇哉 信州1年169 223 1:31.9503000223
桝井 裕之 慶應3年170 262 1:32.4703000262
鈴木 啓 東医2年171 124 1:33.2203000124
阿部 慎太郎 北里1年172 230 1:35.7903000230
西本 有岐 日大1年173 207 1:36.0703000207
岸本 浩一郎 北里2年174 212 1:36.2103000212
島村 光 信州1年175 240 1:39.9103000240
曲 徳泰 慶應4年176 257 1:39.9703000257
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順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START [1st RUN] 60
村中 祐介 北海道5年6 DS03000006
安部 悠一郎 岩手6年17 DS03000017
岩内 聡太郎 慈恵3年25 DS03000025
川村 佳史 岩手6年26 DS03000026
川西 朗弥 千葉2年32 DS03000032
佐々木 一真 北里3年49 DS03000049
小林 甫 日大5年55 DS03000055
片山 賢 獨協5年58 DS03000058
恩田 直輝 東邦4年60 DS03000060
小倉 一輝 帝京5年64 DS03000064
大野 裕文 医科歯科3年77 DS03000077
梶 睦 慈恵5年85 DS03000085
堀内 辰也 山梨6年105 DS03000105
守谷 聡一郎 東医2年106 DS03000106
川村 碧海 獨協1年118 DS03000118
早水 亮介 東邦2年120 DS03000120
岡田 真人 杏林2年129 DS03000129
齋藤 大和 弘前2年130 DS03000130
赤崎 安俊 順天堂1年131 DS03000131
岩崎 一憲 東北3年134 DS03000134
中村 俊介 千葉2年135 DS03000135
大沼 貴哉 新潟3年138 DS03000138
高岡 俊 岩手1年141 DS03000141
山畑 勇統 慈恵2年142 DS03000142
中島 由紀夫 筑波2年145 DS03000145
寺谷 大弥 日医1年149 DS03000149
佐藤 匠 弘前1年154 DS03000154
一川 良太 杏林1年155 DS03000155
岩科 夏二郎 秋田2年156 DS03000156
藤岡 立樹 昭和4年158 DS03000158
小沢 忠晃 東医3年160 DS03000160
八辻 将 北里3年162 DS03000162
稲垣 高広 福島2年163 DS03000163
中山 幸量 獨協6年166 DS03000166
河野 遥 日大1年168 DS03000168
吉野 裕 山形5年171 DS03000171
蔵増 優 福島2年173 DS03000173
清水 裕貴 北里2年174 DS03000174
木村 英人 日医1年185 DS03000185
飯島 一祥 新潟2年187 DS03000187
山本 竜星 信州2年188 DS03000188
深井 諒 筑波1年191 DS03000191
福島 崇仁 新潟2年193 DS03000193
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順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

中村 暁 東北5年195 DS03000195
村上 尚 群馬2年198 DS03000198
木庭 毅人 山形2年205 DS03000205
板垣 英岐 山形1年210 DS03000210
力山 真樹 東北3年217 DS03000217
針替 研太 筑波3年221 DS03000221
阿部 直人 福島4年231 DS03000231
磯部 いの八 群馬1年236 DS03000236
朝光 世志 東北5年237 DS03000237
上原 智之 筑波1年241 DS03000241
川浪 孝介 新潟4年252 DS03000252
内藤 宏 慶應1年258 DS03000258
斉藤 有輝 東北1年260 DS03000260
田村 匡史 慶應1年265 DS03000265
松本 泰 慶應2年266 DS03000266
阿部 謙太郎 東北6年267 DS03000267
浅井 寛之 東北6年268 DS03000268

DID NOT FINISH [1st RUN] 29
吉野 望 新潟5年1 DF03000001
枝川 竣 慶應2年30 DF03000030
沼倉 裕堅 東北3年34 DF03000034
後藤 英介 順天堂3年37 DF03000037
新井 郷史 秋田5年40 DF03000040
荒田 裕貴 北里2年62 DF03000062
及川 亮 筑波3年90 DF03000090
根本 知樹 日医1年94 DF03000094
砂土居 泰生 北海道4年97 DF03000097
川崎 裕正 群馬5年103 DF03000103
高野 賢太 獨協1年113 DF03000113
黒田 浩平 昭和3年126 DF03000126
笠井 優作 新潟3年147 DF03000147
竹下 諒 慶應3年148 DF03000148
海津 伶 埼玉3年167 DF03000167
小森 貴大 慶應4年194 DF03000194
久保 善嗣 帝京3年201 DF03000201
倉田 拓人 北里2年202 DF03000202
小野 拓真 東邦1年204 DF03000204
西出 亮 山梨3年213 DF03000213
久野 真弘 慶應2年225 DF03000225
鈴木 優樹 東北1年226 DF03000226
渡邉 隆一 埼玉3年233 DF03000233
山中 隼 慶應1年238 DF03000238
岸本 薫 新潟1年243 DF03000243
石川 大樹 東北1年254 DF03000254
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順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

渡邉 健太郎 東北1年259 DF03000259
笹島 康平 慶應1年261 DF03000261
佐藤 隼人 東北1年263 DF03000263

DISQUALIFIED [1st RUN] 3
松野 敬 旭川4年16 GATE No 3003000016
井上 卓 日大1年208 GATE No 403000208
片山 隼人 信州2年220 GATE No 1503000220
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桜井 元樹技術代表

(前走者) -A-
-B-
-C-
-D-
-E-

森山 文彦
水野 克政
中島 創
後藤 和海
加藤 めぐみ

-F-
-G-
-H-
-I-

横山 真太郎
島田 岳洋
田原 一貴
米田 吉位

------------------- ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

------------------ １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

SAJ27-GS-41/88公認No

(前走者)

[SSC ]

[SSC ]

[SSC ]

[SSC ]

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

1641ｍ
1341ｍ
300ｍ

全 長

雪 質

旗門数

ｍ

ハード

32(28)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

-2.0℃
0.0℃

天 候 晴れ
雪 質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天 候

開始時間 08:30
終了時間

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

佐々木 彩 岩手5年1 1 1:00.9403000001
高橋 茜 弘前3年2 10 1:01.8603000010
荒谷 紀子 新潟6年3 11 1:04.4603000011
遠藤 汀奈 女子医3年4 5 1:04.6403000005
寺門 咲歩 筑波1年5 41 1:04.7003000041
濱谷 智子 弘前3年6 4 1:05.0303000004
渡辺 紗矢 医科歯科4年7 3 1:05.8503000003
川島 圭 群馬4年8 2 1:05.8703000002
高村 貴子 旭川3年9 18 1:06.4703000018
石川 万友美 旭川3年10 71 1:06.6203000071
山口 彩織 埼玉1年11 79 1:07.3603000079
及川 千尋 新潟1年12 36 1:07.5103000036
茅野 和可子 女子医3年13 16 1:07.6703000016
水野 杏南 東邦1年14 58 1:07.8003000058
武田 知佳 北海道3年15 7 1:07.8603000007
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順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

花岡 理以沙 東北3年16 8 1:08.1103000008
須藤 智子 埼玉2年17 49 1:08.6403000049
村上 風子 秋田3年18 22 1:08.8703000022
香月 姿乃 昭和4年19 12 1:09.4403000012
公平 妹亜 群馬5年20 6 1:09.6703000006
竹内 百合恵 岩手2年21 13 1:10.2103000013
加藤 舞 群馬5年22 52 1:10.5003000052
吉田 有梨枝 札幌1年23 19 1:10.5203000019
砂生 奈那美 群馬4年24 77 1:11.4603000077
佐賀 万里奈 山梨4年25 110 1:12.3703000110
辻 華子 東医3年26 27 1:13.2203000027
百瀬 ゆずこ 埼玉3年27 33 1:13.8803000033
吉田 英莉子 慶應4年28 34 1:14.2503000034
佐野 里紗 慶應3年29 48 1:14.3803000048
濱田 美聡 東北2年30 37 1:14.8703000037
今田 冴紀 旭川3年31 60 1:15.1503000060
山本 愛 新潟1年32 46 1:16.1803000046
指出 萌 北里1年33 83 1:16.2503000083
瀧澤 菜々 筑波4年34 84 1:16.5503000084
四十竹 麗 筑波2年35 42 1:16.7403000042
中川 美星子 昭和3年36 66 1:16.9703000066
金城 華奈 順天堂1年37 56 1:17.1403000056
馬塲 夏未 山梨3年38 54 1:18.8103000054
松田 あすか 秋田1年39 92 1:20.0303000092
佐藤 紗百合 獨協1年40 44 1:20.7203000044
山田 有佳 東邦2年41 21 1:22.0203000021
中本 博美 筑波2年42 98 1:22.0603000098
高橋 史織 東北1年43 105 1:22.1703000105
杉野 麻帆 女子医3年44 93 1:22.7703000093
高岡 身奈 獨協2年45 38 1:23.3803000038
上坂 朋 北里1年46 43 1:23.7003000043
関 桃子 女子医4年47 62 1:24.1003000062
鈴木 海 東海4年48 30 1:24.5203000030
岸野 愛子 千葉2年49 20 1:26.0203000020
上木 沙智 東京1年50 50 1:26.6603000050
小田 光璃 日医1年51 17 1:27.4103000017
谷口 枝穗 慶應4年52 80 1:28.7503000080
西中川 萌 弘前2年53 51 1:28.9703000051
井上 祐美加 筑波3年54 85 1:30.3703000085
清水 咲樹 山梨2年55 75 1:30.8903000075
中谷 恵理香 山形3年56 39 1:32.3203000039
小澤 未佳 山梨1年57 95 1:32.7303000095
得居 広葉 北海道2年58 64 1:32.9203000064
佐々木 優子 昭和2年59 67 1:34.8903000067
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順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

譜久山 倫子 秋田1年60 94 1:36.9103000094
伊丹 優紀乃 山梨1年61 101 1:38.6203000101
常岡 有希子 秋田2年62 57 1:39.0303000057
手塚 舞花 慶應1年63 100 1:40.5803000100
妹尾 杏奈 千葉3年64 59 1:42.5903000059
青藤 恵子 山梨2年65 90 1:45.6503000090
青野 真由子 山梨1年66 108 1:47.2203000108
石倉 智枝里 日本2年67 24 2:07.9903000024
林 理奈 岩手1年68 68 2:16.5503000068
小野 楓 慶應1年69 107 2:31.9203000107
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順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START [1st RUN] 30
小沢 麻実子 岩手4年9 DS03000009
佐野 桃子 慈恵2年15 DS03000015
小池 優衣 山梨5年25 DS03000025
冨田 澪 杏林1年26 DS03000026
渡辺 咲季 弘前2年31 DS03000031
小土井 佳美 東京2年32 DS03000032
大沢 香奈 信州4年35 DS03000035
中村 真衣 北里1年40 DS03000040
野原 瑛里 信州3年47 DS03000047
柏木 夕佳 杏林1年53 DS03000053
橋本 玲奈 日本2年55 DS03000055
西田 安里 日医1年61 DS03000061
松本 波留花 慈恵1年63 DS03000063
高橋 佳穂 岩手2年65 DS03000065
登内 紗英子 千葉2年72 DS03000072
関 みちる 秋田2年73 DS03000073
岡野 咲子 日本1年74 DS03000074
徳山 梨璃奈 杏林5年76 DS03000076
小川 茜 東北1年81 DS03000081
永田 彩 獨協6年82 DS03000082
高木 優花 獨協5年86 DS03000086
北野 真奈 慶應4年87 DS03000087
並木 沙奈実 弘前1年88 DS03000088
小山 あずさ 日本1年91 DS03000091
内山 怜香 慶應2年96 DS03000096
平田 麻美子 東北1年99 DS03000099
金 永珠 秋田1年102 DS03000102
上條 青依 山梨1年103 DS03000103
高月 映里 慶應1年104 DS03000104
三浦 優子 山梨6年109 DS03000109

DID NOT FINISH [1st RUN] 9
宮本 郁美 北海道2年14 DF03000014
藤田 彩華 順天堂2年23 DF03000023
内田 美帆 群馬4年29 DF03000029
笹岡 麻実 東北2年45 DF03000045
上野 南帆 北海道1年69 DF03000069
若井 理可子 女子医5年70 DF03000070
大木 絵美梨 群馬2年89 DF03000089
高原 有希子 東北1年97 DF03000097
高橋 彩理 東北1年106 DF03000106

DISQUALIFIED [1st RUN] 2
岡村 彩加 帝京3年28 GATE No 2903000028
田村 麻里子 弘前1年78 GATE No 3003000078
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