
Ｋ２　男子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 江川　太郎 [東京] コース名

戸倉ｽｷｰ場SLﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺｰｽ
主審 柴田　和浩 [東京] スタート地点 1254.1m

フィニッシュ地点 1134.1m
競技委員長 三浦　幸治 [群馬] 標高差 120m

ホモロゲーションNo. SAJ03-SL-65/93

１本目
コースセッター 住谷　亮太 [群馬]

旗門数 OPEN スタート時間

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

1 3019120 奈良 善乃進 東京 日本大学豊山高校
2 3019378 杉田 開斗 新潟 湯沢中学校
3 3020970 鈴木 琉生 埼玉 西武文理中学校
4 3020757 松原 健 神奈川 桐蔭学園中等教育学校
5 3019499 石井 宏多朗 群馬 水上中学校
6 3021961 三浦 一桔 群馬 片品中学校
7 3020630 岡村 岬 群馬 長野原西中学校
8 3019681 吉澤 凌央 群馬 富岡東中学校
9 3020030 小川 竜司 東京 三鷹第一中学校

10 3014955 大島 史彰 群馬 沼田中学校
11 3020155 亀井 勇希 東京 富士中学校
12 3022261 藤井 駿八 東京 早稲田実業学校中等部
13 3020524 渡辺 友規 長野 才教学園中学校
14 3020040 宮城 良佑 東京 砧中学校
15 3023198 提箸 柚宇 群馬 高崎市スキー連盟
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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

16 3020830 町田 央可 群馬 高崎長野郷中学校
17 3020739 新谷 凌也 岐阜 白川郷学園
18 3020756 羽村 悠樹 東京 本郷中学校
19 3019115 横堀 獅子丸 群馬 群大付属中
20 3023149 北山 桂月 群馬 藤原中学校
21 3021842 山村 泰蔵 岐阜 国府中学校
22 3023088 野呂 洸翔 岐阜 小泉中学校
23 3021965 中畑 一朗 岐阜 久々野中学校
24 3019515 江原 大和 群馬 新里中学校
25 3022565 新井 蔵人 東京 豊島区立西巣鴨中学校
26 3022359 青山 大輝 群馬 共愛学園中学校
27 3016590 吉成 龍之介 群馬 前橋第六中学校
28 3021587 丸山 隆乃介 東京 青山学院中等部
29 3021958 永井 真生 群馬 片品中学校
30 3020180 高橋 大夢 東京 日本橋中学校
31 3022845 小椋 一矢 東京 世田谷学園中学校
32 3022910 松浦 晴尚朗 千葉 ﾊﾟﾙﾚｰｼﾝｸﾞSC
33 3022949 吉澤 厘佑 東京 中山中学校
34 3022577 鈴木 蒼大 東京 千川中学校
35 3022569 田村 優有 東京 ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC
36 3022974 山本 裕智 東京 烏山中学校
37 3021884 和田 望 東京 早稲田実業学校中学校
38 3022262 堀 竣一 東京 明星中学校
39 3023380 中村 拓真 神奈川 桐光学園中学校
40 3022962 添野 開仁 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
41 3021669 東 太朗 岐阜 東長良中学校
42 3019193 永吉 洸綺 東京 成蹊中学校
43 3020839 後藤 穂高 岐阜 清見中学校
44 3021323 近藤 優太 東京 瀬田中学校
45 3023383 栗山 力綺 埼玉 川口市立八幡木中学校
46 3022776 正西 賢将 神奈川 桐蔭学園中学
47 3019326 山本 響暉 岐阜 久々野中学校
48 3022851 三賀山 嗣穏 千葉 千葉日本大学付属第一
49 3024142 杉山 武尊 埼玉 新曽中学校
50 3022360 宮嶋 倖太郎 群馬 月夜野中学校
51 3020161 磯田 雄大 東京 四ツ木中学校
52 3021641 諸 雄斗 埼玉 熊谷市立三尻中学校
53 3022885 大橋 慶太 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
54 3024387 青木 寛司 神奈川 桐光学園中学校
55 3022568 竹田 柊晴 東京 立教池袋中学校
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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

56 3022574 渡辺 悠斗 東京 本郷中学校
57 3023832 柴﨑 遥仁 茨城 取手市スキークラブ
58 3021870 片桐 悠一郎 東京 獨協中学校
59 3020031 小蔵 大成 東京 芝中学校
60 3024389 福岡 環 神奈川 バディースキークラブ
61 3024016 黒﨑 尚裕 東京 成蹊中学校
62 3024250 茂木 俐昇 東京 本郷中学校
63 3022086 永井 友悠 群馬 高崎市大類中学校
64 3022258 鈴木 凰心 東京 荒川区立第三中学校
65 3023742 安藤 晴也 東京 立教池袋中学校
66 3023261 高梨 駿 東京 獨協中学校
67 03020409 福岡 留圭 神奈川 ﾊﾞﾃﾞｨｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ
68 3019939 野呂 颯太 三重 くれいじぃﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
69 3022913 大越 壮一朗 東京 早稲田実業学校中等部
70 3024051 鎌田 遼 東京 国分寺市立第三中学校
71 3022886 大橋 拓馬 東京 文京区第六中学校
72 3024088 山田 健人 東京 獨協中学校
73 3023288 谷合 純矢 東京 海城中学校
74 3021881 櫻井 翔太 東京 早稲田実業学校中学校
75 3024265 中村 悠真 神奈川 横浜ペガサススキーク
76 3022561 岩﨑 辰海 静岡 清水町立清水中学校
77 3024309 本間 星輝 東京 石井スポーツスキーク
78 3024407 髙岡 雄一郎 神奈川 桐光学園中学校
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