
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

101 6300687 吉田 隼汰 学連 日本大学
102 304535 中村 舜 北海道 Nerve fund SC
103 6301085 小山 敬之 学連 日本大学
104 6301320 尾池 諄海 北海道 ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
105 303322 清水 大 長野 小賀坂SC
106 301709 湯浅 直樹 東京 ｼｰﾊｲﾙｱｶﾃﾞﾐｰ
107 6301097 渡邉 唯翔 北海道 留辺蘂スキー少年団
108 6301319 山中 新汰 学連 慶應義塾大学
109 6301284 切久保 仁朗 学連 法政大学
110 6301061 畔上 大地 学連 東海大学
111 6301499 片山 龍馬 北海道 北照高校
112 6301511 市村 柊人 学連 東海大学
113 6301490 笹岡 蒼空 長野 飯山高校
114 6300202 山越 貴文 岐阜 朴の木平スキークラブ
115 6300692 小林 大翔 学連 慶應義塾大学
116 6301460 大津 歩夢 学連 近畿大学
117 6300858 俵山 哲多 学連 近畿大学
118 6300835 益戸 優磨 学連 日本大学
119 6301497 服部 慎也 学連 日本大学
120 6301501 宮島 太陽 北海道 北照高校
121 6301341 中村 拓幹 学連 日本大学
122 6301856 直江 優作 北海道 小樽双葉高校
123 6300624 森田 智也 学連 近畿大学
124 6301323 黒岩 樹生 学連 東海大学
125 6301283 村田 海斗 学連 東洋大学
126 6301838 佐藤 レオン 北海道 北照高校
127 6301037 佐伯 愛斗 学連 立命館大学
128 6301291 桑原 太陽 学連 日本大学
129 6301193 伊藤 颯馬 学連 日本大学
130 6301094 宮澤 昂大 学連 近畿大学
131 6301650 中島 崇秀 栃木 足利大付属高校
132 6301278 河野 太郎 学連 慶應義塾大学
133 6301280 峰村 岳臣 学連 東洋大学
134 6300663 村越 公平 学連 中京大学
135 6300842 南木 岳司 学連 日本大学
136 6301853 葛巻 福春 北海道 小樽双葉高校
137 6300836 下畑 岳大 学連 東洋大学
138 6301268 石塚 航史郎 学連 東京農業大学
139 6301500 西原 太陽 北海道 北照高校
140 6301598 深澤 嵩晴 栃木 足利大附属高校
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141 6301605 平井 颯馬 長野 長野俊英高校
142 6301494 成澤 和真 長野 長野俊英高校
143 6300944 山田 大雅 学連 慶應義塾大学
144 6301480 山本 柊吾 新潟 八海高校
145 6300759 田邉 謙介 学連 日本大学
146 6301324 斎藤 宇哉 学連 東海大学
147 6301036 新谷 翔也 学連 東洋大学
148 6300450 篠原 諒 学連 立命館大学
149 6301488 金沢 優大 長野 小海高校
150 6301256 谷口 皓生 学連 立命館大学
151 6301451 石田 悠真 富山 富山第一高校
152 6301473 佐藤 淳哉 新潟 関根学園高校
153 6301476 井口 尚也 新潟 六日町高校
154 6301247 大野 翼 学連 法政大学
155 6301643 津野尾 広大 長野 白馬高校
156 6300837 黒木 健斗 学連 京都産業大学
157 6301523 笠原 聡馬 学連 法政大学
158 6301443 下畑 勇登 岐阜 飛騨高山高校
159 6301785 権田 武蔵 栃木 足利大学附属高等学校
160 6301487 青木 大翔 学連 東洋大学
161 6300740 堀口 直暉 学連 法政大学
162 6301780 河野 大峨 長野 飯山高校
163 6301604 橋口 拓弥 新潟 関根学園高校
164 6301786 横尾 錬 栃木 足利大学附属高等学校
165 6301525 黒須 悠太郎 茨城 岩瀬日本大学高校
166 6301648 奈良場 優大 新潟 八海高校
167 6301493 畔上 翔大郎 長野 長野俊英高校
168 6301043 阿部 渓矢 学連 専修大学
169 6301491 宮島 碧生 長野 飯山高校
170 6301641 安田 琢待 長野 飯山高校
171 6301642 利部 旬悟 長野 白馬高校
172 6301668 西坂 匠真 長野 白馬高校
173 6300635 大谷 龍平 学連 国士舘大学
174 6301620 村井 翔 岐阜 飛騨神岡高校
175 6301647 高橋 侑也 新潟 八海高校
176 6301618 宮﨑 侑人 長野 飯山高校
177 6301664 洞口 誠吾 岐阜 飛騨神岡高校
178 6301625 西村 桔坪 長野 白馬高校
179 6301186 林 風月 学連 中京大学
180 6301602 半戸 宝良 新潟 六日町高校
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181 6301444 山村 駿太朗 岐阜 飛騨高山高校
182 6301146 石井 壱国 学連 京都産業大学
183 6301632 鈴口 諒真 岐阜 飛騨高山高校
184 6301259 野口 幸太郎 学連 愛知工業大学
185 6301843 森山 太雅 長野 長野俊英高校
186 6301707 倉澤 秀太 埼玉 ふじみ野高校
187 6300957 久保 壮登 学連 関西学院大学
188 6301588 牧野 紘明 福井 大野高校（定）
189 6301297 村上 嘉應 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
190 6301120 野尻 優太 学連 名古屋大学
191 6301702 森下 喬祐 福井 大野高校
192 6301587 布川 凜旺 福井 大野高校
193 6301667 宮本 大輔 富山 富山第一高校
194 6301701 石川 裕哉 福井 大野高校
195 6301797 一ノ本 禅都 福井 福井工業大学附属福井
196 6301770 牧野 櫂 福井 福井工大附属福井高校
197 6301674 松村 瑛一郎 東京 三田ディモンズクラブ
198 6301883 細道 理暉 福井 大野高校
199 6301777 上村 脩太 新潟 六日町高校
200 6301897 手銭 利玖 長野 日本ｳｪﾙﾈｽ長野高校
201 6301812 髙橋 駈琉 長野 長野俊英高校
202 6301861 榎本 龍人 東京 学習院高等科
203 6301807 飯吉 旭 新潟 新井高校
204 6301808 野呂 颯太 岐阜 高山工業高校
205 6301638 山岸 康平 富山 富山第一高校
206 6301754 境田 陸人 学連 学習院大学
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