
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 304544 廣島 聖也 学連 早稲田大学
2 304099 光井 恭平 岐阜 ｷｰﾌﾟﾜﾝSC
3 304252 清野 嵩悠 学連 早稲田大学
4 302928 上遠野 大地 長野 相澤病院
5 304725 降旗 一樹 学連 早稲田大学
6 304784 山越 涼平 岐阜 岐阜第一高校
7 304292 武田 一将 学連 旭川大学
8 304369 藤原 颯大 学連 近畿大学
9 304774 小林 竜登 学連 日本大学

10 304574 長友 海夢 学連 日本大学
11 303315 布施 峰 新潟 妙高ﾘｰｼﾞｮﾝSC
12 304139 新 賢範 学連 東洋大学
13 304775 西 颯太 長野 地球環境高校
14 6300010 深瀬 悟志 山形 日本大学山形高校
15 304298 安藤 佑太朗 学連 早稲田大学
16 303789 結城 智裕 山形 置環
17 304320 大山 瑠 学連 近畿大学
18 304619 池田 圭舗 学連 東洋大学
19 6300011 小嶋 貫太 秋田 角館高校
20 303752 関口 勝久 学連 東海大学
21 303517 宇佐美 真太郎 学連 弘前大学
22 304847 雲野 ジャスティ 山形 日本大学山形高校
23 304351 川上 遥 学連 京都産業大学
24 304341 中澤 和志 学連 東洋大学
25 303591 三上 正人 長野 小賀坂SC
26 304333 宮崎 優也 学連 明治大学
27 304410 松本 匡史 学連 関西学院大学
28 304647 大場 一輝 学連 中央大学
29 6300187 中島 秀斗 長野 小海高校
30 304464 有江 竣平 学連 近畿大学
31 6300202 山越 貴文 岐阜 岐阜第一高校
32 304603 宮﨑 円 学連 東洋大学
33 304986 菅原 康守隆 北海道 東海大学付属第四高校
34 304853 伊藤 健介 長野 白馬高校
35 6300403 榎森 啓悟 山形 日本大学山形高校
36 304690 佐藤 洋利 学連 東洋大学
37 6300305 森田 昂也 石川 星稜高校
38 304858 平田 大樹 岐阜 岐阜第一高校
39 304054 津村 悠 学連 國學院大学
40 304731 児玉 有矢 学連 東洋大学
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41 304344 上野 雅之 学連 大阪産業大学
42 304602 山田 駿 学連 慶応義塾大学
43 303613 清水 将 学連 國學院大学
44 304245 西谷 勇祐 学連 関西学院大学
45 6300181 平林 安里 長野 白馬高校
46 6300206 山口 晃 山形 日本大学山形高校
47 6300199 橋本 連之介 福井 福井工業大附属福井高
48 304856 関口 快 長野 白馬高校
49 6300347 阿部 翼 山形 新庄北高最上校
50 6300204 佐藤 優大 山形 日本大学山形高校
51 304338 島倉 陽史 学連 近畿大学
52 6300198 坂次 大和 富山 砺波工業高校
53 304595 林 良樹 埼玉 ﾎﾞｯｼｭｽｷｰ部
54 304869 上野 英悟 山形 日本大学山形高校
55 304845 清水 健斗 長野 白馬高校
56 304596 梅田 晃壮 学連 関西学院大学
57 6300404 中山 大輝 山形 日本大学山形高校
58 6300270 高橋 海里 福島 猪苗代高校
59 6300182 千國 真偉人 長野 飯山高校
60 304315 村田 輝昭 学連 京都産業大学
61 6300252 仲俣 一樹 長野 北部高校
62 304548 佐伯 大志 学連 日本体育大学
63 304729 養田 春近 学連 日本体育大学
64 304789 萩生田 博之 東京 日出高校
65 304820 佐藤 慧 富山 富山第一高校
66 304335 田辺 幸汰 学連 大東文化大学
67 6300455 久保田 拓 長野 中野西高校
68 304922 老野生 海渡 新潟 長岡高校
69 304848 宮﨑 泰輔 長野 上田東高校
70 6300268 長谷部 尚仁 福島 猪苗代高校
71 6300267 坂本 直俊 福島 猪苗代高校
72 6300336 高橋 大成 新潟 開志JWSC
73 304621 宮原 伸矢 学連 國學院大学
74 6300527 嶋田 健人 長野 飯山高校
75 6300441 廣瀬 公祐 新潟 関根学園高校
76 6300407 加藤 一 山形 日本大学山形高校
77 304521 松井 宏樹 学連 日本体育大学
78 304398 堀田 祐作 学連 専修大学
79 6300190 川崎 伊賢 長野 白馬村SC
80 6300321 富岡 恭冴 静岡 三島北高校
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81 304960 橋本 理 埼玉 本庄東高
82 6300516 手塚 芳宗 栃木 足利工業大附属高
83 304852 上野 航大 長野 飯山高校
84 6300426 小川 達也 岐阜 高山工業高校
85 304589 大高 裕生 東京 ﾗｯﾁ(RACH)
86 6300454 楢原 涼 長野 上田千曲高校
87 320420 KIM Sung-Jun
88 6300459 中島 剛流 長野 小海高校
89 6300350 吉澤 功太 群馬 嬬恋高校
90 6300384 鈴木 修太郎 東京 日体荏原高校
91 304978 鷲澤 健 長野 白馬高校
92 6300165 篠原 広大 東京 成蹊高校
93 304849 小林 幸世 長野 鹿島槍SC
94 6300531 井出 光星 長野 岩村田高校
95 304071 塩入 和哉 学連 神奈川大学
96 6300525 大槻 祥吾 長野 飯山高校
97 6532085 HAPKE Robert USA Buck Hill ski team a
98 6300406 阿部 雄人 山形 日本大学山形高校
99 6300428 大上 裕也 岐阜 高山工業高校

100 304935 星 将斗 福島 会津工業高校
101 6300435 白岩 拓朗 福島 川口高校
102 6300186 竹村 征峻 長野 上田千曲高校
103 6300188 梅田 晃丞 長野 飯山高校
104 6300183 冨 嶺央 長野 飯山高校
105 304334 村本 昌樹 学連 日本体育大学
106 6300449 小林 翔太 長野 下高井農林高校
107 6300429 小瀨 大和 岐阜 岐阜第一高校
108 320442 KIM Tae-Ho
109 6300528 土屋 元気 長野 飯山高校
110 304720 太田 裕也 学連 神奈川大学
111 6300484 関 輝 群馬 沼田高校
112 6300534 小林 凱人 長野 飯山高校
113 6300457 石塚 翔大 長野 白馬高校
114 6300482 黒岩 永吉 群馬 嬬恋高校
115 6300458 徳武 康尊 長野 白馬高校
116 6300474 丸山 大輝 長野 白馬高校
117 6300446 児玉 翔太 長野 中野立志館高校
118 6300481 箱田 陸歩 群馬 長野原高校
119 6300436 木村 知仁 東京 暁星高校
120 6300348 大久保 樹 山梨 駿台甲府高校
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121 6300044 石野 潤 新潟 関根学園高校
122 6300189 清水 友仁 長野 飯山高校
123 6300529 堀川 諒真 長野 飯山高校
124 6300532 村上 領 長野 屋代高校
125 6300335 橋本 一澄 新潟 開志JWSC
126 6300533 市川 祐貴 長野 北佐久農業高校
127 304899 横井 湧 新潟 開志JWSC
128 6300535 泉 竜馬 長野 大町高校
129 6300448 森 聖貴 長野 下高井農林高校
130 6300567 長倉 丈 山形 新庄北高最上校
131 6300185 福澤 雅也 長野 中野立志館高校
132 6300411 宮崎 尚太朗 神奈川 法政二高
133 6300561 杉村 雅喜 新潟 開志JWSC
134 6300433 吉田 龍次 富山 富山第一高校
135 6300476 大塚 匠 長野 上田西高等学校
136 6300539 本部 斗聖 千葉 学館浦安高校
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