
78th Hokkaido Championship / THE23RD ASARIGAWA ONSEN SL RACE

 エントリーリスト(男子）   【 受付順 】
ポイントリスト FIS-No16 2023/2/22-23

No． FISNO 　氏　　　名    よみがな 都道府県
２戦目
１０３名

FIS
SL

SAJ
SL

  所　　属　　名

1 6301746  宮﨑 翼 ﾐﾔｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 北海道 ○ 1 ○ 201.83 76.86 倶知安高校

2 6301798  川田 遥斗 ｶﾜﾀ ﾊﾙﾄ 北海道 ○ 2 ○ 114.33 69.81 滝川西高校

3 6301974  中田 煌太郎 ﾅｶﾀ ｺｳﾀﾛｳ 北海道 ○ 3 ○ 202.73 滝川西高校

4 6302064  長屋 壮 ﾅｶﾞﾔ ｿｳ 北海道 4 ○ 253.13 千歳高校

5 6301320  尾池 諄海 ｵｲｹ ﾄﾓﾐ 北海道 ○ 5 ○ 45.37 11.93 ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ

6 6301407  田中 俊悟 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｺﾞ 北海道 ○ 6 ○ 181.63 155.92 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾀﾞｽﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ

7 6301600  福山 修 ﾌｸﾔﾏ ｼｭｳ 青森 ○ 7 ○ 148.00 98.85 東奥義塾高校

8 6301970  武本 柄壱 ﾀｹﾓﾄ ﾋﾟｮﾝｲﾙ 青森 ○ 8 ○ 98.37 58.56 東奥義塾高校

9 6301825  淡路 海地 ｱﾜｼﾞ ｶｲﾁ 青森 ○ 9 ○ 128.30 65.17 東奥義塾高校

10 6301822  中野渡 慶大 ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ﾉﾘﾋﾛ 青森 ○ 10 ○ 152.62 72.87 柴田学園大学附属高校

11 6301969  小笠原 祥太 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾔｽﾀｶ 青森 ○ 11 ○ 187.56 柴田学園大学附属高校

12 6301506  橋本 祐輝 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 北海道 ○ 12 ○ 156.55 133.90 北見工業大学

13 6301992  鈴木 來 ｽｽﾞｷ ﾗｲ 福島 ○ 13 ○ 137.81 77.26 若松商業高等学校

14 6301750  後藤 昂志 ｺﾞﾄｳ ｺｳｼ 滋賀 ○ 14 ○ 421.17 149.71 比叡山高校

15 6301899  谷口 陽輝 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｻﾋ 滋賀 ○ 15 ○ 191.69 102.75 高島高校

16 6301865  下 康生 ｼﾓ ｺｳｾｲ 石川 ○ 16 ○ 89.19 41.44 鶴来高校

17 6301660  永澤 壮馬 ﾅｶﾞｻﾜ ｿｳﾏ 秋田 ○ 17 ○ 50.82 22.74 角館高校

18 6301988  岡田 拓己 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 秋田 ○ 18 141.24 78.81 角館高校

19 6301987  鎌田 宇朗 ｶﾏﾀﾞ ﾈｵ 秋田 ○ 19 53.62 29.32 角館高校

20 6301781  石塚 心樹 ｲｼﾂﾞｶ ﾓﾄｷ 秋田 ○ 20 75.50 40.14 角館高校

21 6301783  千田 隼 ﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 秋田 ○ 21 106.84 54.25 角館高校

22 6301790  阿部 宗平 ｱﾍﾞ ｿｳﾍｲ 秋田 ○ 22 ○ 100.43 51.44 花輪高校

23 6301617  三浦 圭仁 ﾐｳﾗ ｹｲﾄ 秋田 ○ 23 ○ 95.37 44.25 花輪高校

24 6301782  小西 翔汰郎 ｺﾆｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 秋田 ○ 24 ○ 118.37 78.90 角館高校

25 6301989  佐々木 太翔 ｻｻｷ ﾀｲﾄ 秋田 ○ 25 164.67 132.96 角館高校

26 6301842  中川 顕 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝ 北海道 ○ 26 ○ 89.55 64.17 北海学園札幌高校

27 6301834  山本 遥 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙ 北海道 ○ 27 ○ 118.35 79.05 北海学園札幌高校

28 6301841  吉川 龍希 ﾖｼｶﾜ ﾘｭｳｷ 北海道 ○ 28 ○ 191.05 142.04 北海学園札幌高校

29 6301615  小山 真輝 ｺﾔﾏ ﾏｻｷ 北海道 ○ 29 ○ 162.90 107.51 北海学園札幌高校

30 6301297  村上 嘉應 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾀｶ 東京 ○ 30 ○ 99.53 65.62 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

31 6301793  相澤 蓮 ｱｲｻﾞﾜ ﾚﾝ 北海道 ○ 31 ○ 94.39 64.56 東海大学付属札幌高校

32 6301963  北村 優弥 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ 北海道 ○ 32 ○ 203.09 124.09 東海大学付属札幌高校

33 6301795  髙橋 大貴 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ 北海道 ○ 33 ○ 186.65 143.96 東海大学付属札幌高校

34 6300690  佐藤 竜馬 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾏ 北海道 ○ 34 ○ 30.56 10.10 brain

35 6301838  佐藤 レオン ｻﾄｳ ﾚｵﾝ 北海道 ○ 35 ○ 50.46 21.66 札幌 SS PRODUCTS ｽｷｰﾁｰﾑ

36 6301619  村井 堅 ﾑﾗｲ ｹﾝ 岐阜 ○ 36 ○ 94.28 47.56 飛騨神岡高校

37 6301620  村井 翔 ﾑﾗｲ ｼｮｳ 岐阜 ○ 37 ○ 98.32 48.39 飛騨神岡高校

38 6301632  鈴口 諒真 ｽｽﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 岐阜 ○ 38 ○ 118.60 69.94 飛騨高山高校

39 6301598  深澤 嵩晴 ﾌｶｻﾜ ｺｳｾｲ 栃木 ○ 39 ○ 56.03 31.45 足利大学附属高校

40 6301650  中島 崇秀 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ 栃木 ○ 40 ○ 55.84 32.47 足利大学附属高校

41 6301785  権田 武蔵 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾑｻｼ 栃木 ○ 41 ○ 56.92 31.66 足利大学附属高校

42 6301675  渡邉 太文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾓﾝ 学連 ○ 42 ○ 85.64 56.53 旭川医科大学

43 6301705  日笠 瑛二朗 ﾋｶｻ ｴｲｼﾞﾛｳ 学連 43 ○ 旭川医科大学

44 6301367  淺田 健正 ｱｻﾀﾞ ﾀｹﾏｻ 学連 44 ○ 608.49 390.41 旭川医科大学

45 6301787  山本 洸貴 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 長野 ○ 45 ○ 63.57 35.41 長野県中野立志館高校
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46 6301942  竹節 天太 ﾀｹﾌｼ ﾃﾝﾀ 長野 ○ 46 ○ 95.37 64.98 長野県中野立志館高校

47 6301654  武村 勇飛 ﾀｹﾑﾗ ﾕｳﾄ 長野 ○ 47 ○ 83.33 47.00 中野立志館高校

48 6301778  輿水 遥人 ｺｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 長野 ○ 48 ○ 107.81 77.42 小海高校

49 6301792  伊藤 冴生 ｲﾄｳ ｻｴｷ 長野 ○ 49 ○ 133.54 96.02 小海高校

50 6301773  磯崎 櫂 ｲｿｻﾞｷ ｶｲ 長野 ○ 50 ○ 123.77 75.45 上田西高校

51 6301780  河野 大峨 ｺｳﾉ ﾀｲｶﾞ 長野 ○ 51 ○ 75.25 41.05 飯山高校

52 6301641  安田 琢待 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾏ 長野 ○ 52 ○ 95.32 60.87 飯山高校

53 6301897  手銭 利玖 ﾃｾﾞﾝ ﾘｸ 長野 ○ 53 ○ 68.38 33.93 日本ｳｪﾙﾈｽ長野高校

54 6301843  森山 太雅 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 長野 ○ 54 ○ 101.02 70.63 長野俊英高等学校

55 6301984  渡辺 友規 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 長野 ○ 55 ○ 144.56 長野高専

56 6301812  髙橋 駈琉 ﾀｶﾊｼ ｶｹﾙ 長野 ○ 56 ○ 82.05 39.93 長野俊英高校

57 6301605  平井 颯馬 ﾋﾗｲ ｿｳﾏ 長野 ○ 57 ○ 81.30 46.00 長野俊英高校

58 6301944  保坂 宙 ﾎｻｶ ｿﾗ 長野 ○ 58 ○ 89.49 46.64 長野俊英高等学校

59 6301983  松岡 青空 ﾏﾂｵｶ ｿﾗ 北海道 ○ 59 ○ 161.97 111.89 北照高校

60 6301837  西原 孝俊 ﾆｼﾊﾗ ﾀｶﾄｼ 北海道 ○ 60 ○ 86.62 56.23 北照高校

61 6301982  平井 翔太 ﾋﾗｲ ｼｮｳﾀ 北海道 ○ 61 ○ 195.11 北照高校

62 6301998  今村 心温 ｲﾏﾑﾗ ｼｵﾝ 北海道 ○ 62 ○ 104.66 40.94 旭川明成高校

63 6301999  長谷川 岳流 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹﾙ 北海道 ○ 63 ○ 124.47 93.34 旭川明成高校

64 6301997  石川 大和 ｲｼｶﾜ ﾔﾏﾄ 北海道 ○ 64 ○ 206.96 88.69 旭川明成高校

65 6301858  小島 悠翔 ｺｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ 北海道 ○ 65 ○ 321.04 145.52 旭川明成高校

66 6301629  佐々木 櫂 ｻｻｷ ｶｲ 北海道 ○ 66 ○ 69.73 47.07 札幌第一高校

67 6301655  芳賀 芽生 ﾊｶﾞ ﾒｲ 北海道 ○ 67 ○ 86.18 56.93 札幌第一高校

68 6301802  野澤 雪丸 ﾉｻﾞﾜ ﾕｷﾏﾙ 北海道 ○ 68 ○ 55.51 30.73 札幌第一高校

69 6301788  岡本 侑 ｵｶﾓﾄ ｱﾂﾑ 北海道 ○ 69 ○ 138.74 113.67 札幌第一高校

70 6301947  堤 琢登 ﾂﾂﾐ ﾀｸﾄ 北海道 ○ 70 ○ 161.00 127.61 札幌第一高校

71 6301647  高橋 侑也 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 新潟 ○ 71 ○ 82.60 46.27 八海高校

72 6301776  大橋 蔵人 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾄ 新潟 ○ 72 ○ 66.70 36.41 関根学園高校

73 6301954  上村 千春 ｶﾐﾑﾗ ﾁﾊﾙ 新潟 ○ 73 ○ 117.05 67.13 関根学園高校

74 6301955  高橋 陸都 ﾀｶﾊｼ ﾘｸﾄ 新潟 ○ 74 ○ 78.62 48.23 関根学園高校

75 6301775  峰村 知宏 ﾐﾈﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 新潟 ○ 75 ○ 88.42 40.72 関根学園高校

76 6301777  上村 脩太 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾀ 新潟 ○ 76 ○ 71.44 37.73 六日町高校

77 6302014  山浦 竜斗 ﾔﾏｳﾗ ﾘｭｳﾄ 新潟 ○ 77 ○ 120.93 79.55 新井高校

78 6301774  芦本 孝太 ｱｼﾓﾄ ｺｳﾀ 新潟 ○ 78 ○ 176.74 98.54 関根学園高校

79 6301953  内田 桜太郎 ｳﾁﾀﾞ ｵｳﾀﾛｳ 新潟 ○ 79 ○ 118.14 116.95 関根学園高校

80 6301807  飯吉 旭 ｲｲﾖｼ ｱｻﾋ 新潟 ○ 80 ○ 157.44 112.02 新井高校

81 6301959  近藤 快成 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｲｾｲ 北海道 ○ 81 ○ 129.64 114.33 小樽双葉高校

82 6301740  鈴木 幸悦 ｽｽﾞｷ ｺｳｴﾂ 北海道 ○ 82 ○ 82.13 42.69 小樽双葉高校

83 6301741  浅川 岳斗 ｱｻｶﾜ ﾔﾏﾄ 北海道 ○ 83 ○ 83.08 55.76 小樽双葉高校

84 6301742  関戸 誠 ｾｷﾄﾞ ﾏｺﾄ 北海道 ○ 84 ○ 66.04 43.39 小樽双葉高校

85 6301853  葛巻 福春 ｸｽﾞﾏｷ ﾌｸﾊﾙ 北海道 ○ 85 ○ 53.21 27.71 小樽双葉高校

86 6301856  直江 優作 ﾅｵｴ ﾕｳｻｸ 北海道 ○ 86 ○ 41.55 24.00 小樽双葉高校

87 6301810  松倉 徹平 ﾏﾂｸﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 北海道 ○ 87 ○ 92.96 66.01 小樽双葉高校

88 6301851  木村 颯汰 ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 北海道 ○ 88 ○ 71.35 40.15 小樽双葉高校

89 6301852  原田 望 ﾊﾗﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 北海道 ○ 89 ○ 63.38 39.59 小樽双葉高校

90 6301855  濱田 一希 ﾊﾏﾀﾞ ｲﾂｷ 北海道 ○ 90 ○ 65.51 35.12 小樽双葉高校

91 6301854  藤田 駿仁 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾄ 北海道 ○ 91 ○ 78.02 55.37 小樽双葉高校

92 6301960  足立 大騎 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 北海道 ○ 92 ○ 127.26 86.33 小樽双葉高校

93 6302002  小川 竜司 ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 山形 ○ 93 ○ 82.13 35.53 日大山形高等学校
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94 6302004  杉田 開斗 ｽｷﾞﾀ ｶｲﾄ 山形 ○ 94 ○ 107.21 75.50 日大山形高等学校

95 6302007  茶谷 秀羽 ﾁｬﾀﾆ ｼｭｳﾊ 山形 ○ 95 ○ 156.24 日大山形高等学校

96 6302000  峯岸 陽 ﾐﾈｷﾞｼ ﾊﾙ 山形 ○ 96 ○ 91.93 47.27 山形中央高校

97 6301832  林 壱成 ﾊﾔｼ ｲｯｾｲ 山形 ○ 97 ○ 113.72 51.15 山形中央高校

98 6301628  寒河江 清弥 ｻｶﾞｴ ｾｲﾔ 山形 ○ 98 ○ 82.01 48.08 山形工業高等学校

99 6301827  斉藤 東真 ｻｲﾄｳ ﾄｳﾏ 山形 ○ 99 ○ 105.60 44.65 山形工業高等学校

100 6301597  遠藤 悠 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 山形 ○ 100 ○ 76.53 37.49 九里学園

101 6301829  柴崎 凌空 ｼﾊﾞｻｷ ﾘｸ 山形 ○ 101 ○ 88.86 47.91 九里学園

102 6302008  小松 大晟 ｺﾏﾂ ﾋﾛｾ 山形 ○ 102 ○ 107.78 64.12 九里学園

103 6301831  梅津 颯麻 ｳﾒﾂ ｿｳﾏ 山形 ○ 103 ○ 124.83 80.54 九里学園

104 6301830  平 一輝 ﾀｲﾗ ｶｽﾞｷ 山形 ○ 104 ○ 124.16 62.83 九里学園

105 6302005  阿部 和人 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾄ 山形 ○ 105 ○ 97.89 日大山形高等学校

106 304535  中村 舜 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝ 北海道 ○ 106 ○ 35.15 10.16 Nerve fund SC(ﾅｰﾌﾞ ﾌｧﾝﾄﾞ SC)

107 304801  松本 達希 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂｷ  群馬 ○ 107 ○ 28.50 7.24 嬬恋村ｽﾎﾟｰﾂ協会

108 6301859  古江 昂太 ﾌﾙｴ ｺｳﾀ 北海道 108 ○ 153.08 121.15 滝川西高校


