
第７６回 北海道スキー選手権大会 / 第21回　朝里川温泉ＳＬ競技会 ATOMIC CUP

 エントリ-リスト(男子）  【資格順】
ポイントリスト FIS-No16 2021/2/23-24

No． FIS-No 　氏　　　名    よみがな 都道府県
１戦目
140名

２戦目
140名

FIS-SL SAJ-SL
開
催
地

　資　　　格 　所　　属　　名

①国内強化指定選手 5 名
1 304242  成田 秀将 ﾅﾘﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ  茨城 ○ ○ 46.06 3.94 強化指定 ｶﾜｻｷﾌｨｰﾙﾄﾞSC

2 6301279  鈴木 一生 ｽｽﾞｷ ｲｯｾｲ  神奈川 ○ ○ 51.99 34.37 強化指定 慶応義塾高校

3 6301499  片山 龍馬 ｶﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾏ  北海道 ○ ○ 53.86 27.35 強化指定 北照高校

4 6301501  宮島 太陽 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ  北海道 ○ ○ 68.66 46.46 強化指定 北照高校

5 6301741  浅川 岳斗 ｱｻｶﾜ ﾔﾏﾄ  北海道 ○ ○ 142.84 98.16 強化指定 小樽双葉高校

②開催地推薦（プロテクト３０名） 30 名 （ブロック出身学連選手含む）
6 6301057  畠山 公佑 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳｽｹ  学連 ○ ○ 93.72 68.21 1 北海道推薦 北見工業大学

7 6301118  工藤 亮太 ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ  学連 ○ ○ 138.95 113.44 2 北海道推薦 東京農業大学（網走キャンパス）

8 6301316  平田 真暉 ﾋﾗﾀ ﾏｻｷ  北海道 ○ ○ 140.62 112.60 3 北海道推薦 札幌第一高校

9 6301500  西原 太陽 ﾆｼﾊﾗ ﾀｲﾖｳ  北海道 ○ ○ 146.41 114.31 4 北海道推薦 北照高校

10 6300688  佐藤 稀一 ｻﾄｳ ｷｲﾁ  学連 ○ ○ 154.02 97.63 5 北海道推薦 北翔大学

11 6301045  谷内 敦哉 ﾀﾆｳﾁ ｱﾂﾔ  学連 ○ ○ 160.80 126.43 6 北海道推薦 東京農業大学（網走キャンパス）

12 6300160  吉川 駿 ﾖｼｶﾜ ｼｭﾝ  学連 ○ ○ 168.12 118.74 7 北海道推薦 北見工業大学

13 6301310  鈴木 怜遠 ｽｽﾞｷ ﾚｵﾝ  北海道 ○ ○ 177.26 116.48 8 北海道推薦 蘭越高校

14 6301686  田村 颯彪 ﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ  北海道 ○ ○ 193.23 143.09 9 北海道推薦 旭川明成高校

15 6301506  橋本 祐輝 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ  北海道 ○ ○ 198.06 165.27 10 北海道推薦 名寄高校

16 6301615  小山 真輝 ｺﾔﾏ ﾏｻｷ  北海道 ○ ○ 201.24 156.49 11 北海道推薦 北海学園札幌高校

17 6301644  堀井 康矢 ﾎﾘｲ ｺｳﾔ  北海道 ○ ○ 203.00 175.90 12 北海道推薦 北照高校

18 6301502  原田 侑駿 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾏ  北海道 ○ ○ 203.53 149.79 13 北海道推薦 北照高校

19 6301645  笹森 虎 ｻｻﾓﾘ ﾀｲｶﾞ  北海道 ○ ○ 205.45 185.41 14 北海道推薦 北照高校

20 6301177  山中 怜 ﾔﾏﾅｶ ﾚﾝ  学連 ○ ○ 209.78 122.62 15 北海道推薦 東京農業大学（網走キャンパス）

21 6301505  松澤 拓海 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾐ  北海道 ○ ○ 223.53 198.02 16 北海道推薦 倶知安高校

22 6301688  内田 大晴 ｳﾁﾀﾞ ﾀｲｾｲ  北海道 ○ ○ 227.68 200.58 17 北海道推薦 旭川明成高校

23 6301635  寺嶋 莉輝 ﾃﾗｼﾏ ﾘｷ  北海道 ○ ○ 249.87 139.00 18 北海道推薦 北海学園札幌高校

24 6300870  高橋 翔 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ  学連 ○ ○ 253.37 167.34 19 北海道推薦 北見工業大学

25 6301357  水野 大 ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲ  学連 ○ ○ 271.65 156.98 20 北海道推薦 東京農業大学（網走キャンパス）

26 6301629  佐々木 櫂 ｻｻｷ ｶｲ  北海道 ○ ○ 283.39 169.10 21 北海道推薦 札幌第一高校

27 6301690  渡辺 翔輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｷ  北海道 ○ ○ 287.00 182.12 22 北海道推薦 旭川明成高校

28 6301368  松村 周平 ﾏﾂﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ  北海道 ○ ○ 373.44 311.33 23 北海道推薦 三笠ﾚｰｼﾝｸﾞ

29 6301614  小谷 悠斗 ｺﾀﾆ ﾕｳﾄ  北海道 ○ ○ 375.72 146.32 24 北海道推薦 北海学園札幌高校

30 6301407  田中 俊悟 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｺﾞ  北海道 ○ 376.62 269.96 25 北海道推薦 日高高校

31 6301631  宍戸 琉斗 ｼｼﾄﾞ ﾅｶﾞﾄ  北海道 ○ ○ 398.40 208.78 26 北海道推薦 恵庭南高校

32 6301367  淺田 健正 ｱｻﾀﾞ ﾀｹﾏｻ  北海道 ○ ○ 690.83 575.82 27 北海道推薦 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾀﾞｽﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ

33 6301744  野澤 瑠 ﾉｻﾞﾜ ﾘｭｳ  北海道 ○ ○ ------ 206.22 28 北海道推薦 滝川高校

34 6301699  尾崎 光 ｵｻﾞｷ ﾋｶﾙ  北海道 ○ ○ ------ 448.19 29 北海道推薦 立命館慶祥高校

35 6301721  齋藤 光 ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ  北海道 ○ ○ ------ ------ 30 北海道推薦 留萌高校
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③有資格者 88 名
36 6300690  佐藤 竜馬 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾏ  学連 ○ ○ 42.98 25.77 有資格者 東洋大学

37 303219  中村 和司 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｼ  秋田 ○ ○ 51.06 28.11 有資格者 秋田ｾﾞﾛｯｸｽ株式会社

38 304139  新 賢範 ｼﾝ ﾏｻﾉﾘ  北海道 ○ ○ 51.33 25.82 有資格者 Brain

39 6301058  田口 慧 ﾀｸﾞﾁ ｻﾄｷ  学連 ○ ○ 54.97 28.20 有資格者 慶應義塾大学

40 6300877  今野 主税 ｺﾝﾉ ﾁｶﾗ  学連 ○ ○ 57.18 28.12 有資格者 東海大学

41 300779  寺島 瑛介 ﾃﾗｼﾏ ｴｲｽｹ  学連 ○ ○ 57.97 29.52 有資格者 近畿大学

42 6301511  市村 柊人 ｲﾁﾑﾗ ｼｭｳﾄ  北海道 ○ ○ 58.07 32.46 有資格者 東海大学付属札幌高校

43 6301319  山中 新汰 ﾔﾏﾅｶ ｱﾗﾀ  北海道 ○ ○ 59.08 35.74 有資格者 札幌第一高校

44 6300414  押切 凌 ｵｼｷﾘ ﾘｮｳ  埼玉 ○ ○ 60.53 32.88 有資格者 リーゼンSC

45 6300700  髙山 慎太郎 ﾀｶﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ  学連 ○ ○ 61.96 40.41 有資格者 近畿大学

46 6301307  松本 充史 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｼ  北海道 ○ ○ 62.12 36.25 有資格者 小樽双葉高校

47 6300776  三分一 旭 ｻﾝﾌﾞｲﾁ ｱｻﾋ  学連 ○ ○ 62.86 44.16 有資格者 北翔大学

48 6301086  佐藤 大虎 ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ  学連 ○ ○ 62.87 51.43 有資格者 日本大学

49 6301460  大津 歩夢 ｵｵﾂ ｱﾕﾑ  秋田 ○ ○ 64.75 40.84 有資格者 角館高校

50 6301061  畔上 大地 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ  学連 ○ ○ 65.35 44.02 有資格者 東海大学

51 6300876  吉田 海夢 ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾑ  学連 ○ ○ 65.76 41.09 有資格者 中央大学

52 6301267  須賀 龍稀 ｽｶﾞ ﾘｭｳｷ  山形 ○ ○ 66.03 40.08 有資格者 九里学園

53 6300893  小栁 一葉 ｺﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞﾊ  学連 ○ ○ 67.51 37.22 有資格者 東洋大学

54 6301504  戸谷 椋 ﾄﾔ ﾘｮｳ  北海道 ○ ○ 70.96 45.45 有資格者 小樽双葉高校

55 6301341  中村 拓幹 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ  群馬 ○ ○ 71.27 43.02 有資格者 沼田高校

56 6301323  黒岩 樹生 ｸﾛｲﾜ ﾀﾂｷ  北海道 ○ ○ 72.71 45.21 有資格者 東海大学付属札幌高校

57 6301503  遠藤 三四郎 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾝｼﾛｳ  北海道 ○ ○ 73.10 44.99 有資格者 小樽双葉高校

58 6301320  尾池 諄海 ｵｲｹ ﾄﾓﾐ  学連 ○ ○ 73.57 46.07 有資格者 東海大学

59 6301073  佐鳥 一樹 ｻﾄﾘ ｶｽﾞｷ  学連 ○ ○ 73.90 47.07 有資格者 中央大学

60 6301291  桑原 太陽 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｲﾖｳ  長野 ○ ○ 74.00 44.88 有資格者 上田西高校

61 6301091  前田 裕夢 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾑ  学連 ○ ○ 74.55 46.19 有資格者 日本体育大学

62 6300782  桔梗 和貴 ｷｷｮｳ ｶｽﾞｷ  学連 ○ ○ 76.50 50.87 有資格者 北翔大学

63 6300685  横川 悟 ﾖｺｶﾜ ｻﾄﾙ  学連 ○ ○ 77.30 51.68 有資格者 日本体育大学

64 6300821  鏡 大聖 ｶｶﾞﾐ ﾀｲｾｲ  学連 ○ ○ 77.46 50.72 有資格者 日本体育大学

65 6301037  佐伯 愛斗 ｻｴｷ ﾏﾅﾄ  学連 ○ ○ 78.74 50.65 有資格者 立命館大学

66 6300643  田中 駿 ﾀﾅｶ ｼｭﾝ  学連 ○ ○ 78.78 40.45 有資格者 中央大学

67 6300849  山口 豪太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾞｳﾀ  学連 ○ ○ 80.35 55.13 有資格者 日本体育大学

68 6301278  河野 太郎 ｺｳﾉ ﾀﾛｳ  神奈川 ○ ○ 81.29 54.19 有資格者 慶応義塾高校

69 6300884  瀧本 楓大 ﾀｷﾓﾄ ﾌｳﾀ  学連 ○ ○ 82.71 65.85 有資格者 京都産業大学

70 6300847  山田 拓郎 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾛｳ  学連 ○ ○ 85.68 55.95 有資格者 日本体育大学

71 6301317  町田 雅仁 ﾏﾁﾀﾞ ﾏｻﾄ  北海道 ○ ○ 86.56 58.61 有資格者 札幌第一高校

72 6301343  橋詰 岳 ﾊｼﾂﾞﾒ ｶﾞｸ  群馬 ○ ○ 87.31 61.80 有資格者 嬬恋高校

73 6300689  佐藤 秀 ｻﾄｳ ｼｭｳ  学連 ○ ○ 87.44 61.81 有資格者 東海大学

74 6301324  斎藤 宇哉 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾔ  北海道 ○ ○ 88.40 60.39 有資格者 東海大学付属札幌高校

75 6301325  進藤 拓海 ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ  北海道 ○ ○ 88.81 63.30 有資格者 東海大学付属札幌高校

76 6301331  高 佑樹 ﾀｶ ﾕｳｷ  北海道 ○ ○ 88.95 55.35 有資格者 旭川明成高校

77 6301650  中島 崇秀 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ  栃木 ○ ○ 91.53 64.43 有資格者 足利大付属高校

78 6301326  溝口 雄陽 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾋ  北海道 ○ ○ 93.96 65.94 有資格者 東海大学付属札幌高校

79 6300744  今泉 悠弥 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳﾔ  学連 ○ ○ 94.23 52.59 有資格者 青森大学

80 6301660  永澤 壮馬 ﾅｶﾞｻﾜ ｿｳﾏ  秋田 ○ ○ 94.33 66.63 有資格者 秋田県立角館高等学校

81 6301330  杉山 喜規 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼｷ  学連 ○ ○ 96.55 68.53 有資格者 関西大学

82 6301290  今井 勢弥 ｲﾏｲ ｾｲﾔ  長野 ○ ○ 96.93 46.02 有資格者 上田西高校

83 6301305  小栗 浩輝 ｵｸﾞﾘ ﾋﾛｷ  北海道 ○ ○ 97.64 69.63 有資格者 北照高校
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84 6301461  山石 奏人 ﾔﾏｲｼ ｶﾅﾄ  秋田 ○ ○ 98.94 70.22 有資格者 角館高校

85 6301308  宮澤 虎ノ介 ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾉｽｹ  北海道 ○ ○ 99.09 63.99 有資格者 小樽双葉高校

86 6300696  中島 悠祐 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ  学連 ○ ○ 99.54 73.91 有資格者 日本体育大学

87 6301247  大野 翼 ｵｵﾉ ﾀｽｸ  石川 ○ ○ 100.24 61.04 有資格者 鶴来高校

88 6301309  原山 海 ﾊﾗﾔﾏ ｳﾐ  北海道 ○ ○ 102.84 73.69 有資格者 倶知安高校

89 6301498  梅澤 宗利士 ｳﾒｻﾞﾜ ﾀｶﾄｼ  北海道 ○ ○ 105.83 69.95 有資格者 北照高校

90 6301306  福田 幸太郎 ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ  北海道 ○ ○ 106.73 84.34 有資格者 北照高校

91 6301315  加藤 雄希 ｶﾄｳ ﾕｳｷ  北海道 ○ ○ 108.33 55.70 有資格者 札幌第一高校

92 6301497  服部 慎也 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝﾔ  北海道 ○ ○ 108.52 69.36 有資格者 北照高校

93 6301256  谷口 皓生 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｷ  岐阜 ○ ○ 110.43 71.23 有資格者 飛騨神岡高校

94 6300698  尾崎 翔汰 ｵｻﾞｷ ｼｮｳﾀ  学連 ○ ○ 110.49 80.19 有資格者 専修大学

95 6301513  髙橋 強 ﾀｶﾊｼ ﾂﾖｼ  北海道 ○ ○ 110.90 72.11 有資格者 東海大学付属札幌高校

96 6301514  内藤 蓮 ﾅｲﾄｳ ﾚﾝ  北海道 ○ ○ 114.09 83.47 有資格者 東海大学付属札幌高校

97 6301321  天野 絢登 ｱﾏﾉ ｹﾝﾄ  北海道 ○ ○ 114.40 76.83 有資格者 東海大学付属札幌高校

98 6301322  岩堀 光 ｲﾜﾎﾘ ﾋｶﾙ  北海道 ○ ○ 119.46 77.22 有資格者 東海大学付属札幌高校

99 6301510  竹内 一 ﾀｹｳﾁ ﾊｼﾞﾒ  北海道 ○ ○ 120.75 84.04 有資格者 札幌第一高校

100 6301621  村瀬 裕矢 ﾑﾗｾ ﾕｳﾔ  北海道 ○ ○ 125.28 102.67 有資格者 東海大学付属札幌高校

101 6301661  遠藤 暢人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾄ  秋田 ○ ○ 125.97 97.97 有資格者 秋田県立角館高校

102 6301687  内藤 裕平 ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ  北海道 ○ ○ 129.41 93.42 有資格者 旭川明成高校

103 6301512  猪股 陸 ｲﾉﾏﾀ ﾘｸ  北海道 ○ ○ 130.00 98.16 有資格者 東海大学付属札幌高校

104 6301318  村瀬 大我 ﾑﾗｾ ﾀｲｶﾞ  北海道 ○ ○ 130.36 103.91 有資格者 札幌第一高校

105 6301488  金沢 優大 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ  長野 ○ ○ 131.13 104.68 有資格者 小海高校

106 6301740  鈴木 幸悦 ｽｽﾞｷ ｺｳｴﾂ  北海道 ○ ○ 132.08 92.75 有資格者 小樽双葉高校

107 6301517  間澤 翔笙 ﾏｻﾞﾜ ｼｮｳｾｲ  北海道 ○ ○ 133.00 106.53 有資格者 旭川明成高校

108 6301515  溝口 陽斗 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ  北海道 ○ ○ 135.47 94.78 有資格者 東海大学付属札幌高校

109 6300701  髙田 智哉 ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓﾔ  学連 ○ ○ 137.35 114.59 有資格者 日本体育大学

110 6301292  新村 龍司 ﾆｲﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ  長野 ○ ○ 138.91 114.23 有資格者 上田東高校

111 6301607  五十嵐 瑞希 ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽﾞｷ  山形 ○ ○ 139.53 115.07 有資格者 日大山形高等学校

112 6301613  國分 逸生 ｺｸﾌﾞﾝ ｲﾂｷ  山形 ○ ○ 143.40 88.29 有資格者 九里学園

113 6301518  後藤 大己 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ  北海道 ○ ○ 144.08 115.01 有資格者 旭川明成高校

114 6301458  成田 光哉 ﾅﾘﾀ ｺｳﾔ  秋田 ○ ○ 151.54 110.59 有資格者 花輪高校

115 303644  原田 達也 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾂﾔ  東京 ○ 153.68 128.17 有資格者 ﾃﾞｻﾝﾄｽｷｰﾁｰﾑ

116 6301457  小林 魁星 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ  秋田 ○ ○ 159.24 113.46 有資格者 花輪高校

117 6301628  寒河江 清弥 ｻｶﾞｴ ｾｲﾔ  山形 ○ ○ 160.58 92.68 有資格者 山形工業高等学校

118 6301463  濱 維希 ﾊﾏ ﾕｲｷ  秋田 ○ ○ 162.93 141.04 有資格者 角館高校

119 6301617  三浦 圭仁 ﾐｳﾗ ｹｲﾄ  秋田 ○ ○ 192.61 98.39 有資格者 花輪高校

120 6301746  宮﨑 翼 ﾐﾔｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ  北海道 ○ ○ 210.88 125.33 有資格者 倶知安高校

121 6301609  五十嵐 脩平 ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳﾍｲ  福島 ○ ○ 320.17 167.41 有資格者 会津工業高校

122 6301598  深澤 嵩晴 ﾌｶｻﾜ ｺｳｾｲ  栃木 ○ ○ 395.89 97.62 有資格者 足利大附属高校

123 6301655  芳賀 芽生 ﾊｶﾞ ﾒｲ  北海道 ○ ○ ------ 143.80 有資格者 札幌第一高校
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④開催地推薦選手 8 名 プロテクト３０名以外（ブロック出身学連選手含む）
124 6301568  酒井 颯汰 ｻｶｲ ｿｳﾀ  北海道 ○ ○ ------ ------ 31 北海道推薦 三笠ﾚｰｼﾝｸﾞ

125 6301567  中田 康貴 ﾅｶﾀ ｺｳｷ  北海道 ○ ------ ------ 32 北海道推薦 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾀﾞｽﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ

126 6301675  渡邉 太文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾓﾝ  北海道 ○ ○ ------ ------ 33 北海道推薦 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾀﾞｽﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ

127 6301081  石川 優太 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀ  学連 ○ ○ 91.35 65.84 34 ブ 北海道推薦 近畿大学体育会スキー部

128 6300873  永田 春樹 ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙｷ  学連 ○ ○ 154.62 101.91 35 ブ 北海道推薦 京都産業大学

129 6301078  新井 廉 ｱﾗｲ ﾚﾝ  学連 ○ ○ 155.59 97.67 36 ブ 北海道推薦 神奈川大学体育会スキー部

130 6301088  永瀬 由晟 ﾅｶﾞｾ ﾕｳｾｲ  学連 ○ ○ 166.41 147.93 37 ブ 北海道推薦 専修大学

131 6301080  池田 匡邦 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｸﾆ  学連 ○ ○ 378.48 138.31 38 ブ 北海道推薦 帝京大学

⑤都道府県推薦選手 7 名
132 6301451  石田 悠真 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾏ  富山 ○ ○ 128.28 94.13 他 富山県推薦 富山第一高校

133 6301462  千田 陸 ﾁﾀﾞ ﾘｸ  秋田 ○ ○ 151.20 99.69 他 秋田県推薦 角館高校

134 6300386  栗山 一輝 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞｷ  東京 ○ ○ 160.53 122.54 他 東京都推薦 野辺山SC

135 6301630  佐藤 希海 ｻﾄｳ ﾉｱ  山形 ○ ○ 163.69 113.59 他 山形県推薦 日大山形高等学校

136 6301608  五十嵐 玲 ｲｶﾞﾗｼ ﾚｲ  山形 ○ ○ 164.26 105.69 他 山形県推薦 日大山形高等学校

137 6301540  浅井 征人 ｱｻｲ ﾏｻﾄ  宮城 ○ 453.84 112.37 他 宮城県推薦 大崎中央高校

138 6301707  倉澤 秀太 ｸﾗｻﾜ ｼｭｳﾀ  埼玉 ○ ○ ------ 223.56 他 埼玉県推薦 ふじみ野高校

⑥学連推薦選手 8 名
139 6300621  森田 伊織 ﾓﾘﾀ ｲｵﾘ  学連 ○ ○ 92.50 73.96 学 学連推薦 法政大学

140 6300647  杉田 海 ｽｷﾞﾀ ｶｲ  学連 ○ ○ 104.47 86.40 学 学連推薦 法政大学

141 6301257  清水 隼太 ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾀ  学連 ○ ○ 129.75 89.25 学 学連推薦 中京大学

142 6300704  富森 悠真 ﾄﾐﾓﾘ ﾕｳﾏ  学連 ○ ○ 132.01 115.35 学 学連推薦 関西大学

143 6300916  干川 大智 ﾎｼｶﾜ ﾀﾞｲﾁ  学連 ○ ○ 138.36 102.34 学 学連推薦 大東文化大学

144 6300723  安藤 昻佑 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ  学連 ○ ○ 179.69 145.37 学 学連推薦 愛知工業大学

145 6301342  根岸 天馬 ﾈｷﾞｼ ﾃﾝﾏ  学連 ○ ○ 208.42 112.95 学 学連推薦 神奈川大学体育会スキー部

146 6301186  林 風月 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ  学連 ○ ○ 335.40 183.23 学 学連推薦 中京大学

※ 両日、No142までで１４０名です。　（両日１レースのみの選手が２名います。）

※ No.143～146は待機者です。


