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男子　SL
Bib SAJ.CORD 氏名 Name Nation（県名） 所属 SAJ　SL
1 03019016 脇谷 柊司 ﾜｷﾀﾆ ｼｭｳｼﾞ 東京 日本体育大学荏原高校 86.10
2 03013894 小山 敬之 ｺﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 学連 日本大学 20.92
3 03012084 南木 岳司 ﾅﾝｷ ﾀｹｼ 学連 日本大学 46.18
4 03010890 前波 健 ﾏｴﾅﾐ ﾀｹﾙ 学連 大阪産業大学 75.97
5 03017915 村井 翔 ﾑﾗｲ ｼｮｳ 岐阜 飛騨神岡高校 96.08
6 03019612 岩津 有生 ｲﾜﾂ ﾅｵｷ 大阪 清風高校 99.57
7 03012266 山口 豪太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾞｳﾀ 学連 日本体育大学 51.88
8 03012352 黒木 健斗 ｸﾛｷ ｹﾝﾄ 学連 京都産業大学 59.16
9 03012364 下畑 岳大 ｼﾓﾊﾀ ﾀｹﾋﾛ 学連 東洋大学 46.08
10 03013923 新谷 翔也 ｱﾗﾀﾆ ｼｮｳﾔ 学連 東洋大学 61.71
11 03010956 横川 悟 ﾖｺｶﾜ ｻﾄﾙ 学連 日本体育大学 46.63
12 03010882 森田 伊織 ﾓﾘﾀ ｲｵﾘ 学連 法政大学 61.06
13 03016563 下畑 勇登 ｼﾓﾊﾀ ﾕｳﾄ 岐阜 飛騨高山高校 70.85
14 03016820 石田 悠真 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 富山 富山第一高校 62.93
15 03012357 益戸 優磨 ﾏｽﾄﾞ ﾕｳﾏ 学連 日本大学 33.73
16 03019657 下 康生 ｼﾓ ｺｳｾｲ 石川 鶴来高校 99.90
17 03017914 村井 堅 ﾑﾗｲ ｹﾝ 岐阜 飛騨神岡高校 101.62
18 03016568 山村 駿太朗 ﾔﾏﾑﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岐阜 飛騨高山高校 107.21
19 03017913 洞口 誠吾 ﾎﾗｸﾞﾁ ｾｲｺﾞ 岐阜 飛騨神岡高校 108.60
20 03014226 野尻 優太 ﾉｼﾞﾘ ﾕｳﾀ 学連 名古屋大学 116.47
21 03017095 野口 幸太郎 ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 学連 愛知工業大学 125.23
22 03017902 鈴口 諒真 ｽｽﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 岐阜 飛騨高山高校 126.61
23 03018093 畑谷 邦浩 ﾊﾀﾔ ｸﾆﾋﾛ 学連 同志社大学 130.28
24 03018355 五十嵐 陽 ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙ 静岡 島田高校 138.78
25 03017218 布川 凜旺 ﾇﾉｶﾜ ﾘｵ 福井 大野高校 148.54
26 03014866 北村 涼真 ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾏ 京都 ｸﾗｰｸ記念国際高校 152.98
27 03019369 二村 柊羽 ﾌﾀﾑﾗ ｼｭｳ 岐阜 飛騨高山高校 166.95
28 03001815 三上 正人 ﾐｶﾐ ﾏｻﾄ 岐阜 キープワン SC 168.10
29 03017221 牧野 紘明 ﾏｷﾉ ﾋﾛｱｷ 福井 大野高校（定） 171.23
30 03016252 藤原 純之介 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 学連 愛知工業大学 182.16
31 03019607 谷口 陽輝 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｻﾋ 滋賀 高島高校 190.63
32 03020970 鈴木 琉生 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 埼玉 西武文理中学校 190.73
33 03018975 石川 裕哉 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾔ 福井 大野高校 192.03
34 03019665 宮本 直太郎 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵﾀﾛｳ 石川 星稜高校 193.26
35 03021593 橋倉 蒼依 ﾊｼｸﾗ ｱｵｲ 三重 四日市SC 195.90
36 03019648 中野 光士郎 ﾅｶﾉ ｺｳｼﾛｳ 石川 星稜高校 205.31
37 03019939 野呂 颯太 ﾉﾛ ｿｳﾀ 岐阜 高山工業高校 216.64
38 03019306 一ノ本 禅都 ｲﾁﾉﾓﾄ ｾﾞﾝﾄ 福井 福井工業大学附属福井高校 226.89
39 03018568 森下 喬祐 ﾓﾘｼﾀ ｷｮｳｽｹ 福井 大野高校 227.80
40 03019112 山下 颯斗 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔﾄ 愛知 美和高校 234.70
41 03023011 川端 亜門 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾓﾝ 石川 鶴来高校 236.45
42 03020694 南 裕太 ﾐﾅﾐ ﾕｳﾀ 岐阜 宮中学校 246.60
43 03018129 宮本 大輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 富山 富山第一高校 248.21
44 03019354 今井 啄人 ｲﾏｲ ﾀｸﾄ 岐阜 高山工業高校 289.46
45 03024360 吉川 天晴 ｷﾁｶﾜ ﾀｶﾊﾙ 石川 鶴来高校 311.67
46 03022671 牧野 櫂 ﾏｷﾉ ｶｲ 福井 福井工大附属福井高校 320.03
47 03023012 北村 光樹 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾂｷ 石川 鶴来高校 371.33
48 03021591 沖谷 桔平 ｵｷﾀﾆ ｷｯﾍﾟｲ 愛知 愛工大名電高等学校 386.32
49 03020686 山岸 康平 ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳﾍｲ 富山 富山第一高校 391.25
50 03022670 細道 理暉 ﾎｿﾐﾁ ﾘｷ 福井 大野高校 465.87
51 03023936 石田 翔星 ｲｼﾀﾞ ｿﾗ 福井 大野高校 813.05
52 03019169 加藤 進 ｶﾄｳ ｼﾝ 愛知 愛工大名電高等学校 999.99
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