
The 49ｔｈ SSCI　基礎スキーの部　ローテーション表

■ 男子個人演技　本選 BIB：1～498　（422名） 予選通過者A：136名
開始時刻　9:00～ 各班：140～141名 予選通過者B：132名

コート名

4-1 パラレルターン小回り　リズム変化 B ①班 1 ～ 141 → ③班 313 ～ 498 → ②班 142 ～ 154
155 ～ 312

4-2 パラレルターン大回り C ②班 142 ～ 154 → ①班 1 ～ 141 → ③班 313 ～ 498
155 ～ 312

4-3 総合滑降　助走規制 E ③班 313 ～ 498 → ②班 142 ～ 154 → ①班 1 ～ 141
155 ～ 312

注）各班内でのロ－テ－ションは行いません。

＜注意事項＞

★途中棄権の場合は、必ず「レーシングオフィス」に届出ください。

2月25日



Bib NAME TEAM 予選順位学年

男子個人A　予選通過者リスト（BIB順）

班分け

2班 矢野 裕太郎 新潟大学学友会基礎スキー部A 163155

小山 純平 東京農大基礎ｽｷｰ同好会RUBBISH 702156

関口 雅大 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 454157

笠原 梓 中央大学かもしかスキークラブ 952158

伊藤 大介 早稲田大学モンブランスキークラブ 1053160

伊藤 駿 名古屋大学基礎ｽｷｰｻｰｸﾙHotDog 604161

神取 颯太郎 東京大学基礎スキー研究会 142162

服部 光記 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 313163

杉原 佑弥 愛知工業大学基礎スキー部 1263165

杉山 佳久 名城大学体育会スキー部 264166

松下 来夢 大東文化大学ﾗ･ﾈｰｼﾞｭｽｷｰ愛好会 1123167

佐藤 幹紘 慶應大学リーベンスキークラブ 924168

光安 純平 早稲田大学スガスキークラブB 1112169

橘川 博樹 東京理科大WhiteLiber 792170

鳥沢 祐大 千葉大学体育会スキー部 504171

竹原 有哉 慶應義塾大学ピュアスキークラブ 9M2172

三宅 遼作 大阪大学基礎スキー部JUNGFRAU 283173

福田 峻平 新潟大学学友会基礎スキー部B 114174

松本 稜太 東京大学LBJスキーチーム 422175

大泉 恭平 立正大学ﾎﾜｲﾄﾗﾊﾞｰｽﾞｽｷｰ同好会 344176

森 優太 上智大学ASPENスキークラブ 64179

星野 佑汰 法政大学レインディアスキークラブ 131181

佐成 航太 北大基礎スキー部 283182

河村 昌軌 同志社大学ルナスキークラブ 1053183

青峰 岳斗 都市大ゼフィルススキークラブ 1343184

大呂 友人 関西学院大学モルゲンロートSC 672185

瀧沢 有生 青山学院大学USAスキー愛好会 664186

柴崎 航一 早稲田大学モンブランスキークラブ 433187

坪田 史哉 上智大学ASPENスキークラブ 204188

豊田 陸人 新潟大学学友会基礎スキー部B 94190

前田 陽大 東京大学LBJスキーチーム 642191

奥山 侑希 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 131M1192

松原 英輝 明治学院大学オーストリアSC 942193

山本 航 青山学院大学イフ基礎ｽｷｰ愛好会 333194

衣笠 絋大 京都産業大学体育会スキー部 542195

加藤 優作 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 263196

後藤 健太 北海学園大学基礎スキー部 43197

下山 遼 一橋大学Glacer Ski Team 1002198

岡島 和輝 中部大学イノセントスキーチーム 191199

和田 壮太 東京理科大WhiteLiber 852200

増田 雅紀 慶應大学リーベンスキークラブ 564201

井上 耀 早稲田大学スガスキークラブ 373204

阿部 周 新潟大学学友会基礎スキー部A 463205

椿澤 玄 立正大学ﾎﾜｲﾄﾗﾊﾞｰｽﾞｽｷｰ同好会 1143206

畑 青空 青山学院大学USAスキー愛好会 1184207
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Bib NAME TEAM 予選順位学年

男子個人A　予選通過者リスト（BIB順）

班分け

2班 伊藤 公輝 明治学院大学オーストリアSC 1262208

和田 健誠 青山学院大学イフ基礎ｽｷｰ愛好会 793210

白石 英暉 立正大学ﾎﾜｲﾄﾗﾊﾞｰｽﾞｽｷｰ同好会 1123211

大塚 雄太 明治大学ロンドールBチーム 1102212

藤井 颯 信州大学基礎スキー部 34213

石田 圭 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 14M2214

柏倉 慶樹 上智大学ASPENスキークラブ 204215

山中 拓真 京都工芸繊維大ホワイトローカス　 672216

大羽賀 政希 東京理科大学BLITZ 852217

藤松 勇大 立命館大学金太郎スキー同好会 363218

井戸 康晴 東京理科大WhiteLiber 742219

鈴木 斗眞 中部大学イノセントスキーチーム 562220

小玉 洋輔 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌA 323221

永井 奎吾 千葉大学体育会スキー部 492222

岩原 将斗 早稲田大学スガスキークラブ 203223

上原 太一 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 743224

塩澤 祐介 東京理科大WhiteLiber 1322226

牧野 椎 立命館大学金太郎スキー同好会 202227

山下 智弘 同志社大学ルナスキークラブ 1242228

池端 諒 新潟大学学友会基礎スキー部A 562229

渡邊 裕次郎 新潟大学学友会基礎スキー部B 44232

茂呂 俊輝 立正大学ﾎﾜｲﾄﾗﾊﾞｰｽﾞｽｷｰ同好会 1253233

手塚 隆二 明治大学ロンドールAチーム 484234

吉崎 健司 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌA 242235

鈴木 貴大 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 37M2236

渡邉 壮馬 東京大学LBJスキーチーム 602237

土岐 瑛春 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1203239

小山 直人 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 763240

山下 愛斗 明治大学ロンドールBチーム 1152241

稲木 亮太 北大基礎スキー部K&O 1002242

箕浦 亮太 法政エバグレ 732243

田村 千英 早稲田大学スガスキークラブ 403244

古村 光世 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 602245

吉井 英人 青山学院大学USAスキー愛好会 1072246

中野 了 北大基礎スキー部 164247

袖長 大基 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌA 304248

堀 秀宇 東京理科大学BLITZ 431249

松嵜 淳也 慶應大学リーベンスキークラブ 813250

石浜 太一 明治大学ロンドールBチーム 1234253

矢島 諒 明治大学ロンドールCチーム 1042254

佐藤 士竜 法政エバグレ 873255

古橋 康生 明治大学ロンドールCチーム 932256

石田 亜門 北大基礎スキー部K&O 472258

小泉 玄碩 慶應大学リーベンスキークラブ 1073259

常盤 輝 北大基礎スキー部 344261

田中 実希 明治大学ロンドールAチーム 593263
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Bib NAME TEAM 予選順位学年

男子個人A　予選通過者リスト（BIB順）

班分け

2班 中野 亮平 東京大学LBJスキーチーム 502265

山中 柊弥 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌA 812266

村本 真志 立命館大学金太郎スキー同好会 993267

野島 拓樹 北大基礎スキー部K&O 812269

大石 悠矢 信州大学基礎スキー部 393270

蔡 ひかる 明治大学ロンドールBチーム 984272

高田 裕也 大阪大学基礎スキー部JUNGFRAU 1182273

廣川 雅洋 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌA 872274

松浦 和海 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 762275

元谷 祐太 慶應大学リーベンスキークラブ 952276

猪原 淳 北大基礎スキー部 243277

谷髙 健斗 早稲田大学スガスキークラブ 83278

大森 嘉之 明治大学ロンドールBチーム 692279

岩井 未来也 北大基礎スキー部 504281

加藤 大誠 大阪大学基礎スキー部JUNGFRAU 1212282

佐藤 匠 北大基礎スキー部K&O 1032283

古久根 秀 法政エバグレ 1003286

岡澤 翔太 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌA 1221287

笹田 健人 明治大学ロンドールAチーム 643288

寺口 岳利 信州大学基礎スキー部 22289

小田 大聖 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌA 40M2290

長谷田 一真 立命館大学金太郎スキー同好会 702291

原田　 潤 法政エバグレ 872292

豊岡 祐太 北海道大学エレガントスキー部 533293

本嶋 晃 北大基礎スキー部K&O 812295

藤原 亮治 立命館大学金太郎スキー同好会 1072297

岸 裕人 早稲田大学スガスキークラブ 543298

三木 智幸 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1362299

前田 祐輔 信州大学基礎スキー部 114301

小林 拓海 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 603304

金野 凜 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌA 1302305

山口 響也 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌA 1352306

竹谷 憲志 信州大学基礎スキー部 12307

山浦 将 早稲田大学スガスキークラブ 913309

池田 祐基 立命館大学金太郎スキー同好会 1172310

桂田 稜大 新潟大学学友会基礎スキー部A 1292312

3班 大森 敬太 北大基礎スキー部K&O 70M2313

鈴木 團 北大基礎スキー部 872315

野波 祐希 信州大学基礎スキー部 184316

高橋 裕之 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 972317

峯田 瞭 新潟大学学友会基礎スキー部A 1332320

田中 航 明治大学ロンドールAチーム 764322

荒谷 伶音 信州大学基礎スキー部 72324

久保田 幸宏 新潟大学学友会基礎スキー部B 1153325

久野 颯斗 新潟大学学友会基礎スキー部A 1282326
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Bib NAME TEAM 予選順位学年

男子個人B　予選通過者リスト（BIB順）

班分け

3班 川口 健斗 信州大学基礎スキー部 13328

田代 大河 青山学院大学イフ基礎ｽｷｰ愛好会 793329

今井 遼 京都工芸繊維大ホワイトローカス　 1262330

津江 皆登 明治大学ロンドールAチーム 43331

上野 貴嗣 早稲田大学スガスキークラブ 63332

星 雄太 法政エバグレ 332334

加納 啓行 北海道大学エレガントスキー部 1244335

貝塚 亮太 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 474337

前山 舜 北海学園大学基礎スキー部 93338

今江 勘太 同志社大学ルナスキークラブ 673339

立花 慶一郎 立命館大学金太郎スキー同好会 333340

渡邊 郁仁 京都産業大学体育会スキー部 1254341

神戸 一喜 富山県立大学スキー部 1203342

平原 大介 明治大学ロンドールCチーム 942343

金子 奏太 東洋大学クローシュスキークラブ 211344

大村 崚馬 中部大学イノセントスキーチーム 71346

山岸 史拓 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌA 114347

小野澤 泰智 駒澤大学ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｯｸｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1283348

山下 宗一郎 関西学院大学モルゲンロートSC 31349

小山 哲 青山学院大学USAスキー愛好会 504351

高杉 豪 北大基礎スキー部K&O 2M2352

鈴木 壮一郎 一橋大学Glacer Ski Team 364353

税所 航司 東京理科大学BLITZ 783355

大野 由 大東文化大学ﾗ･ﾈｰｼﾞｭｽｷｰ愛好会 913357

饗庭 壮祐 東京農大基礎ｽｷｰ同好会RUBBISH 612358

赤松 瞬 千葉大学体育会スキー部 362359

赤岩 諒 法政エバグレ 803361

鶴田 公彦 東京大学基礎スキー研究会 542362

橋本 智矢 明治大学ロンドールAチーム 303364

原 彩人 駒澤大学ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｯｸｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 813365

桑原 優太 京都工芸繊維大ホワイトローカス　 883366

栗原 将大 中央大学かもしかスキークラブ 1132367

青木 駿仁 大阪大学基礎スキー部JUNGFRAU 733368

牧野 旭訓 立命館大学金太郎スキー同好会 302369

田中 大賀 北海道大学エレガントスキー部 223370

塩原 秀司 北大基礎スキー部K&O 9M2371

渡邉 琉生 愛知学院大学スキー部 1231372

青木 悠 富山大学基礎ｽｷｰ部 Sleepy Foxes 1122373

内田 翔馬 北大基礎スキー部 504374

室谷 悠太 信州大学基礎スキー部 154375

宮嵜 洸多 東京理科大学BLITZ 852376

池 龍優翔 明治大学ロンドールCチーム 1052377

角田 将一 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 974378

松下 大輝 早稲田大学スガスキークラブB 1042379

小黒 颯 北大基礎スキー部K&O 24M2380
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Bib NAME TEAM 予選順位学年

男子個人B　予選通過者リスト（BIB順）

班分け

3班 村上 合 北大基礎スキー部 273381

本井 悠剛 北海道大学エレガントスキー部 172383

香川 寛多 東京大学LBJスキーチーム 324384

竹井 智彦 新潟大学学友会基礎スキー部B 14M1385

中村 海斗 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 744386

浦 知希 新潟大学学友会基礎スキー部A 252387

大塚 康太 駒澤大学ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｯｸｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1292388

近藤 優樹 法政エバグレ 934389

原田 涼介 京都産業大学体育会スキー部 942390

田中 慎二郎 大阪大学基礎スキー部JUNGFRAU 1033392

菊野 大輝 慶應大学リーベンスキークラブ 944393

野本 了輔 北海学園大学基礎スキー部 152394

大河原 弘貴 明治大学ロンドールCチーム 982395

田崎 遼平 同志社大学ルナスキークラブ 912396

上林 賢治 早稲田大学モンブランスキークラブ 1083397

福知 奨一朗 大阪大学基礎スキー部JUNGFRAU 672398

高橋 皓太郎 東京理科大学BLITZ 1003399

馬場 惇平 北海道大学エレガントスキー部 123400

水口 拳 法政エバグレ 392401

村尾 卓磨 駒澤大学ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｯｸｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1312402

町田 光規 早稲田大学モンブランスキークラブ 772403

柳井 大輝 千葉大学体育会スキー部 222404

横川 智紀 明治大学ロンドールCチーム 1102405

須藤 洋平 青山学院大学USAスキー愛好会 1302406

山中 蒼也 慶應大学リーベンスキークラブ 813407

横川 勇斗 信州大学基礎スキー部 172408

蒔田 安里 北大基礎スキー部 382409

星野 勇樹 早稲田大学スガスキークラブ 1274412

梅澤 悠人 北大基礎スキー部K&O 872413

真鍋 洸生 東京大学LBJスキーチーム 282414

田島 樹 明治大学ロンドールAチーム 744415

江田 朋矢 信州大学基礎スキー部 53416

岡村 逸平 青山学院大学イフ基礎ｽｷｰ愛好会 1222417

溝上 広大 大阪大学基礎スキー部JUNGFRAU 1002418

広瀬 稜真 同志社大学ルナスキークラブ 1322420

竹之内 信希 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 1093422

伊藤 將太郎 立命館大学金太郎スキー同好会 203424

佐藤 大知 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 573425

清水 啓太 新潟大学学友会基礎スキー部A 672426

伊保内 将太 北海道大学エレガントスキー部 74427

堀口 優斗 立命館大学金太郎スキー同好会 552428

松岡 涼 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 1192429

吉川 和輝 大阪大学基礎スキー部JUNGFRAU 1142430

馬場 翔吾 青山学院大学USAスキー愛好会 1182431

大入 拓馬 青山学院大学イフ基礎ｽｷｰ愛好会 1162432

伊藤 韻 新潟大学学友会基礎スキー部A 762433
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Bib NAME TEAM 予選順位学年

男子個人B　予選通過者リスト（BIB順）

班分け

3班 河口 颯 信州大学基礎スキー部 474434

原田 昂 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 423435

加藤 颯 早稲田大学スガスキークラブ 413436

加藤 康祐 北海道大学エレガントスキー部 293437

佐藤 良太 青山学院大学イフ基礎ｽｷｰ愛好会 1212440

岡田 泰朋 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 603441

中込 啓太 北海道大学エレガントスキー部 453443

今吉 理輝 明治大学ロンドールAチーム 523444

鈴村 球斗 早稲田大学スガスキークラブ 252445

松永 直 新潟大学学友会基礎スキー部A 842448

植田 祥太 東京大学LBJスキーチーム 472449

宮川 南斗 法政エバグレ 853450

今井 昴渡 北海道大学エレガントスキー部 393452

大鷲 俊哉 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 522454

立石 紘樹 信州大学基礎スキー部 173455

平野 貴郎 新潟大学学友会基礎スキー部A 712456

中村 空真 東京大学LBJスキーチーム 714457

齋藤 晴紀 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1002458

山田 将馬 大阪大学基礎スキー部JUNGFRAU 1152462

山崎 光太郎 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1112463

小田 悠人 北大基礎スキー部 64M1464

髙野 大地 早稲田大学スガスキークラブ 573467

正木 康仁 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 893468

小野 光朝 新潟大学学友会基礎スキー部A 1072469

岩間 陽太 北大基礎スキー部K&O 45M2472

木庭 悠吏 北海道大学エレガントスキー部 642473

大森 一毅 明治大学ロンドールAチーム 634475

岡部 圭佑 北大基礎スキー部 124476

鈴木 孝侑 新潟大学学友会基礎スキー部A 1052477

稲木 滉朗 北海道大学エレガントスキー部 423480

玉置 篤史 北大基礎スキー部 643482

鈴木 千尋 明治大学ロンドールAチーム 334483

中尾 文哉 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 812484

吉澤 優樹 北大基礎スキー部K&O 55M2486

田中 政貴 立命館大学金太郎スキー同好会 572487

窪田 大樹 北海道大学エレガントスキー部 612490

山田 晃石 北大基礎スキー部 703493

高橋 遼真 早稲田大学スガスキークラブ 993494

永尾 敏温 北海道大学エレガントスキー部 422496

星 和希 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 892497

中田 英希 立命館大学金太郎スキー同好会 1172498
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