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Bib FISNO Name(氏名） Name(ｶﾅ） Nation(県名） Team(所属) FIS_GSﾎﾟｲﾝﾄ

1 6301036 新谷 翔也 ｱﾗﾀﾆ ｼｮｳﾔ 学連 東洋大学 61.78

2 6301326 溝口 雄陽 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾋ 学連 北見工業大学 67.36

3 6301291 桑原 太陽 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｲﾖｳ 学連 日本大学 49.84

4 6301066 薄井 理央 ｳｽｲ ﾀｶﾋﾛ 学連 中央大学 54.15

5 6301643 津野尾 広大 ﾂﾉｵ ｺｳﾀﾞｲ 長野 白馬高校 66.66

6 6301095 森囿 竜輝 ﾓﾘｿﾞﾉ ﾘｭｳｷ 学連 中央大学 59.58

7 303322 清水 大 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲ 長野 小賀坂SC 38.74

8 304535 中村 舜 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝ 北海道 Nerve fund SC 45.10

9 6300624 森田 智也 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾔ 学連 近畿大学 63.23

10 6300518 三上 大我 ﾐｶﾐ ﾀｲｶﾞ 山形 置環 44.90

11 6301501 宮島 太陽 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 北海道 北照高校 45.96

12 304099 光井 恭平 ﾐﾂｲ ｷｮｳﾍｲ 岐阜 岐阜日野自動車SC 35.57

13 6301323 黒岩 樹生 ｸﾛｲﾜ ﾀﾂｷ 学連 東海大学 45.28

14 6301292 新村 龍司 ﾆｲﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 学連 日本大学 67.61

15 6300836 下畑 岳大 ｼﾓﾊﾀ ﾀｹﾋﾛ 学連 東洋大学 68.54

16 6301283 村田 海斗 ﾑﾗﾀ ｶｲﾄ 学連 東洋大学 69.04

17 6301622 中村 騎士 ﾅｶﾑﾗ ﾅｲﾄ 山形 日大山形高等学校 71.05

18 6301523 笠原 聡馬 ｶｻﾊﾗ ｿｳﾏ 学連 法政大学 71.34

19 6300911 齋藤 将紀 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｷ 学連 青山学院大学 72.74

20 6301487 青木 大翔 ｱｵｷ ﾔﾏﾄ 学連 東洋大学 74.39

21 6301030 長崎 歩 ﾅｶﾞｻｷ ｱﾕﾑ 学連 近畿大学 74.51

22 6301605 平井 颯馬 ﾋﾗｲ ｿｳﾏ 長野 長野俊英高校 76.41

23 6301343 橋詰 岳 ﾊｼﾂﾞﾒ ｶﾞｸ 学連 東洋大学 76.66

24 6300837 黒木 健斗 ｸﾛｷ ｹﾝﾄ 学連 京都産業大学 78.87

25 6301647 高橋 侑也 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 新潟 八海高校 82.36

26 6301383 廣嶋 渓介 ﾋﾛｼﾏ ｹｲｽｹ 学連 京都産業大学 82.41

27 6301461 山石 奏人 ﾔﾏｲｼ ｶﾅﾄ 学連 北見工業大学 83.53

28 6301597 遠藤 悠 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 山形 九里学園 83.87

29 6301318 村瀬 大我 ﾑﾗｾ ﾀｲｶﾞ 学連 法政大学 85.00

30 6301247 大野 翼 ｵｵﾉ ﾀｽｸ 学連 法政大学 85.84

31 6301654 武村 勇飛 ﾀｹﾑﾗ ﾕｳﾄ 長野 中野立志館高校 89.17

32 6301780 河野 大峨 ｺｳﾉ ﾀｲｶﾞ 長野 飯山高校 91.64

33 6301491 宮島 碧生 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵｲ 長野 飯山高校 93.85

34 6301443 下畑 勇登 ｼﾓﾊﾀ ﾕｳﾄ 岐阜 飛騨高山高校 98.70

35 6301897 手銭 利玖 ﾃｾﾞﾝ ﾘｸ 長野 日本ｳｪﾙﾈｽ長野高校 98.72

36 6301812 髙橋 駈琉 ﾀｶﾊｼ ｶｹﾙ 長野 長野俊英高校 101.10

37 6301668 西坂 匠真 ﾆｼｻﾞｶ ｼｮｳﾏ 長野 白馬高校 101.30

38 6301517 間澤 翔笙 ﾏｻﾞﾜ ｼｮｳｾｲ 学連 東洋大学 101.95

39 6301625 西村 桔坪 ﾆｼﾑﾗ ｷｯﾍﾟｲ 長野 白馬高校 102.08

40 6301620 村井 翔 ﾑﾗｲ ｼｮｳ 岐阜 飛騨神岡高校 102.54

41 6301046 西村 大 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲ 学連 近畿大学 102.62

42 6301493 畔上 翔大郎 ｱｾﾞｶﾞﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ 長野 長野俊英高校 102.63

43 6300616 中畑 竣介 ﾅｶﾊﾀ ｼｭﾝｽｹ 学連 国士舘大学 103.89

44 6301682 椎木 基覚 ｼｲﾉｷ ﾓﾄｱｷ 鳥取 米子北高等学校 105.89

45 6301494 成澤 和真 ﾅﾙｻﾜ ｶｽﾞﾏ 長野 長野俊英高校 108.90

46 6301270 村田 勇人 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ 学連 専修大学 109.23

47 6301642 利部 旬悟 ﾄｼﾍﾞ ｼｭﾝｺﾞ 長野 白馬高校 109.90

48 6301339 新名 将也 ｼﾝﾒｲ ﾏｻﾔ 学連 青山学院大学 111.13

49 6301664 洞口 誠吾 ﾎﾗｸﾞﾁ ｾｲｺﾞ 岐阜 飛騨神岡高校 112.06

50 6301641 安田 琢待 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾏ 長野 飯山高校 112.76
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51 6301865 下 康生 ｼﾓ ｺｳｾｲ 石川 鶴来高校 113.63

52 6301217 福士 聖弥 ﾌｸｼ ｾｲﾔ 学連 専修大学 113.77

53 6300860 冨澤 元弥 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾓﾄﾔ 学連 近畿大学 113.79

54 6301525 黒須 悠太郎 ｸﾛｽ ﾕｳﾀﾛｳ 茨城 岩瀬日本大学高校 114.14

55 6301824 切久保 冬輝 ｷﾘｸﾎﾞ ﾌﾕｷ 長野 白馬高校 115.80

56 6301463 濱 維希 ﾊﾏ ﾕｲｷ 秋田 角館高校 118.10

57 6301398 堀井 響 ﾎﾘｲ ﾋﾋﾞｷ 学連 愛知工業大学 120.42

58 6301777 上村 脩太 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾀ 新潟 六日町高校 120.74

59 6301186 林 風月 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ 学連 中京大学 120.75

60 300860 池田 晃 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾗ 岐阜 岐阜日野自動車SC 121.25

61 6301357 水野 大 ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲ 学連 東京農業大学 122.53

62 6301347 中村 大斗 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾄ 学連 京都産業大学 122.60

63 6301843 森山 太雅 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 長野 長野俊英高校 122.69

64 6301737 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 125.97

65 6301602 半戸 宝良 ﾊﾝﾄﾞ ﾀｶﾗ 新潟 六日町高校 126.63

66 6301177 山中 怜 ﾔﾏﾅｶ ﾚﾝ 学連 東京農業大学 128.12

67 6301520 岩津 有生 ｲﾜﾂ ﾅｵｷ 大阪 清風高校 128.27

68 6301120 野尻 優太 ﾉｼﾞﾘ ﾕｳﾀ 学連 名古屋大学 128.76

69 6301560 平松 直季 ﾋﾗﾏﾂ ﾅｵｷ 東京 RB Tokyo 129.00

70 6300870 高橋 翔 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 学連 北見工業大学 133.07

71 6301456 伊藤 玲央 ｲﾄｳ ﾚｵ 秋田 花輪高校 136.47

72 6301444 山村 駿太朗 ﾔﾏﾑﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岐阜 飛騨高山高校 138.46

73 6300390 横山 真太郎 ﾖｺﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 東京 RB Tokyo 139.51

74 6301594 奥田 丈偉 ｵｸﾀﾞ ｼﾞｮｳｲ 埼玉 熊谷高校 139.97

75 6301201 渡邉 琢己 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 千葉 ヨシキスキークラブ 141.61

76 6301867 中村 和実 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾐ 群馬 沼田高校 143.31

77 6301801 国本 空良 ｸﾆﾓﾄ ｿﾗ 長野 白馬高校 143.58

78 6301713 藤川 晏規 ﾌｼﾞｶﾜ ﾊﾙｷ 埼玉 伊奈学園高校 150.96

79 6300830 境 悠太 ｻｶｲ ﾕｳﾀ 東京 練馬区スキー協会 151.98

80 6301020 鈴木 彩生 ｽｽﾞｷ ｻｲｾｲ 学連 國學院大学 154.13

81 6301680 中村 太空 ﾅｶﾑﾗ ﾀｽｸ 群馬 嬬恋高校 155.08

82 6301182 高橋 廣 ﾀｶﾊｼ ｺｳ 東京 ﾁｰﾑJWSC 157.83

83 6301426 河田 有生 ｶﾜﾀ ﾕｳ 学連 青山学院大学 162.02

84 6301861 榎本 龍人 ｴﾉﾓﾄ ﾀﾂﾄ 東京 学習院高等科 164.82

85 6301571 岸田 和珠 ｷｼﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ 滋賀 比叡山高校 168.50

86 6301673 橋本 雅知 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾄ 山梨 山梨学院高等学校 171.40

87 6301436 藤田 大輝 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 青森 東奥義塾高校 172.48

88 6301689 谷口 大海 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 京都 福知山成美高校 178.56

89 6301750 後藤 昂志 ｺﾞﾄｳ ｺｳｼ 滋賀 比叡山高校 178.87

90 6301735 一ノ瀬 迅 ｲﾁﾉｾ ｼﾞﾝ 東京 日本体育大学荏原高校 179.68

91 6301587 布川 凜旺 ﾇﾉｶﾜ ﾘｵ 福井 大野高校 180.44

92 6301416 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 200.49

93 6301808 野呂 颯太 ﾉﾛ ｿｳﾀ 岐阜 高山工業高校 201.86

94 6301667 宮本 大輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 富山 富山第一高校 216.08

95 6301638 山岸 康平 ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳﾍｲ 富山 富山第一高校 216.79

96 6301018 池田 幸大 ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 217.84

97 304905 下出 晃央 ｼﾓｲﾃﾞ ｱｷﾋﾛ 三重 松阪ﾚｰｼﾝｸﾞSC 217.96

98 6301446 原田 裕成 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｾｲ 京都 福知山成美高校 233.98

99 6300943 星加 伊織 ﾎｼｶ ｲｵﾘ 神奈川 ｳｨ!!ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 247.82

100 6301797 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 251.64
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101 6301214 金春 飛翔 ｺﾝﾊﾟﾙ ﾋｶﾙ 奈良 大和スキークラブ 259.21

102 6301542 佐橋 滉大 ｻﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 愛知 豊川高校 261.02

103 6301868 佐々木 健佑 ｻｻｷ ｹﾝｽｹ 鳥取 鳥取城北高等学校 278.65

104 6301770 牧野 櫂 ﾏｷﾉ ｶｲ 福井 福井工大附属福井高校 295.31

105 6301411 笠井 康平 ｶｻｲ ｺｳﾍｲ 岡山 新見公立大学 346.83

106 6301902 中嶋 太一 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 東京 日本大学豊山高校 353.70

107 6301877 五十嵐 陽 ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙ 静岡 島田高校
108 6301918 重光 玄 ｼｹﾞﾐﾂ ﾊｼﾞﾒ 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
109 6301869 水口 京汰 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｷｮｳﾀ 鳥取 鳥取城北高等学校
110 6301901 奈良 善乃進 ﾅﾗ ｾﾞﾝﾉｼﾝ 東京 日本大学豊山高校
111 6301935 田中 凜太朗 ﾀﾅｶ ﾘﾝﾀﾛｳ 富山 富山第一高校


