
The 49ｔｈ SSCI　基礎スキーの部　ローテーション表

■ 男子個人演技　決戦 BIB：1～496　（300名）
開始時刻　10:30～ 各班：100名

6-1 パラレルターン大回り（6ターン以 F ①班 1 ～ 137 → ③班 322 ～ 496 → ②班 138 ～ 317
6-2 総合滑降　助走規制 E ②班 138 ～ 317 → ①班 1 ～ 137 → ③班 322 ～ 496
6-3 パラレルターン小回り　不整地 G ③班 322 ～ 496 → ②班 138 ～ 317 → ①班 1 ～ 137

注）各班内でのロ－テ－ションは行いません。
＜注意事項＞
★女子終了後、男子スタートです。
★スタート順は、各班ごとBIB順（昇順～小さい順）です。

★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26日



Bib NAME TEAM 本選順位学年

男子個人　決戦　出場者リスト

班分け

1班 豊嶋 修輔 早稲田大学モンブランスキークラブ 60M11

寺前 亮佑 大阪大学基礎スキー部JUNGFRAU 15443

篠田 大輝 北海道教育大学競技スキー部 444

上條 直希 立正大学ﾎﾜｲﾄﾗﾊﾞｰｽﾞｽｷｰ同好会 6345

井出 明徳 早稲田大学スガスキークラブ 64M17

萩原 孝紀 立命館大学ホワイトクリスタル 9638

広橋 健太 一橋大学Glacer Ski Team 13949

川上 憲太郎 北海道大学エレガントスキー部B 8M210

江口 惟月 関西学院大学モルゲンロートSC 104314

沢崎 雄一郎 信州大学競技スキークラブ 152215

前田 真之介 京都工芸繊維大ホワイトローカス　 68316

加藤 淳矢 大東文化大学ﾗ･ﾈｰｼﾞｭｽｷｰ愛好会 135417

関 貴裕 明治大学ロンドールAチーム 114418

山本 拓 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌA 21419

坂巻 克哉 愛知工業大学基礎スキー部 20220

高橋 将道 法政エバグレ 1421

平間 優希 青山学院大学USAスキー愛好会 140322

蓼沼 信悟 中央大学かもしかスキークラブ 286423

松葉 大悟 金沢大学Griffin 290324

岸 隼冬 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 89425

清瀧 亮 富山県立大学スキー部 21426

有江 陽大地 東京農大基礎ｽｷｰ同好会RUBBISH 96428

松永 晃汰 名城大学体育会スキー部 30329

横山 省吾 小樽商科大学基礎スキー部 2230

鎌田 敏生 北翔大学スキー部 9431

南 紘雅 富山大学基礎ｽｷｰ部 Sleepy Foxes 154432

清水 速人 北見工業大学スキー部 13333

木藤 直己 東洋大学クローシュスキークラブ 282234

平野 徳也 同志社大学isc 56236

大橋 昌矢 駒澤大学ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｯｸｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 2337

池内 達也 新潟大学学友会基礎スキー部B 42M138

荒川 凌久 駒澤大学体育会一般スキー部 214339

薄井 浩生 北海道大学エレガントスキー部 12444

保科 和希 松本大学スキー部 32345

村上 達哉 明治大学ロンドールCチーム 172247

永井 幸輝 慶應義塾大学ピュアスキークラブ 94450

池田 俊輝 東京大学LBJスキーチーム 265251

西本 涼 関西大学基礎スキー同好会 15452

上原 将輝 東京国際スキークラブ 32353

三笠 楓 大阪電気通信大学ｽｷｰ部ケーニッヒ 25154

花井 耀二朗 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 42M255

若松 龍児 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 120456

金子 斗真 東京医科歯科大学LBJｽｷｰﾁｰﾑ 86358

山本 大悟 東京理科大学BLITZ 77M159

秋本 南椰 千葉大学体育会スキー部 5360

林 直輝 都市大ゼフィルススキークラブ 227361

三浦 陸登 新潟大学学友会基礎スキー部A 18362

安藤 捺稀 中部大学イノセントスキーチーム 81263

寺内 雄一 早稲田大学ネージュスキークラブ 264464

柏木 健人 獨協大学体育会スキー部 150265

佐藤 雄也 日本体育大学基礎スキー研究会 11466

益井 海斗 東京理科大WhiteLiber 66269

成田 一久 帝京科学大学まぐろ・やきにく 21370
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Bib NAME TEAM 本選順位学年

男子個人　決戦　出場者リスト

班分け

1班 後藤 樹 名古屋大学基礎ｽｷｰｻｰｸﾙHotDog 92M271

垣内 優亮 東京大学基礎スキー研究会 135373

佐山 竜太 北海学園大学基礎スキー部 9474

梅沢 弘 信州大学基礎スキー部 6275

竹下 一弘 同志社大学ルナスキークラブ 227M276

田口 顕明 立命館大学金太郎スキー同好会 73277

大島 正一 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌA 32278

堀尾 隆人 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 56M179

依田 真治 法政エバグレ 40481

荒谷 康太朗 都市大ゼフィルススキークラブ 275383

高見 俊旭 同志社大学isc 182384

伴 竜馬 北海学園大学基礎スキー部 47486

冨田 貴仁 立正大学ﾎﾜｲﾄﾗﾊﾞｰｽﾞｽｷｰ同好会 164487

千羽 恒輝 愛知工業大学基礎スキー部 114488

谷口 裕也 東京理科大学BLITZ 112389

福田 隆介 名古屋大学基礎ｽｷｰｻｰｸﾙHotDog 214490

内山 龍彦 京都産業大学体育会スキー部 36491

舟木 迪朗 信州大学基礎スキー部 16494

安藤 大賀 北海道教育大学競技スキー部 79295

田中 隆之介 法政大学レインディアスキークラブ 267496

若林 健太 名城大学体育会スキー部 27498

土田 陽斗 関西学院大学モルゲンロートSC 89399

久保 健人 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1484102

塚村 周平 大阪大学基礎スキー部JUNGFRAU 1543106

中村 富夢 大阪電気通信大学ｽｷｰ部ケーニッヒ 2714107

伊藤 龍朗 新潟大学学友会基礎スキー部A 813110

三宅 立馬 早稲田大学モンブランスキークラブ 2074111

澤 龍也 京都工芸繊維大ホワイトローカス　 1773112

今野 太生 青山学院大学USAスキー愛好会 1402113

牧野 涼 一橋大学Glacer Ski Team 2334114

林 大祐 北海道大学エレガントスキー部 614115

生源寺 健太 立命館大学ホワイトクリスタル 2142116

下村 亮也 東京農大基礎ｽｷｰ同好会RUBBISH 1903118

笠原 彰悟 立命館大学金太郎スキー同好会 474119

谷 一希 富山大学基礎ｽｷｰ部 Sleepy Foxes 2722120

鈴木 良育 北海道大学エレガントスキー部B 1544124

的野 陽向 明治大学ロンドールCチーム 1722127

吉田 龍斗 早稲田大学ネージュスキークラブ 1234128

加藤 航太 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 1634129

奥村 太揮 富山県立大学スキー部 863130

吉池 晋一 中央大学かもしかスキークラブ 1124131

太田 寛明 東京大学基礎スキー研究会 211D3132

田邉 一真 信州大学競技スキークラブ 2722133

山下 和生 明治大学ロンドールAチーム 2204134

薬丸 大毅 慶應大学リーベンスキークラブ 2233135

國分 優人 明治学院大学オーストリアSC 2382136

加藤 諄之 東京理科大WhiteLiber 1482137

2班 東 隆太郎 中部大学イノセントスキーチーム 711138

小太刀 寛知 千葉大学体育会スキー部 754139

前島 礼旺 東洋大学クローシュスキークラブ 2333143

本多 翔太 早稲田大学スガスキークラブB 2312144

木村 公祐 大東文化大学ﾗ･ﾈｰｼﾞｭｽｷｰ愛好会 2233145

荒 大洋 上智大学ASPENスキークラブ 2753148
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Bib NAME TEAM 本選順位学年

男子個人　決戦　出場者リスト

班分け

2班 有賀 幹人 早稲田大学スガスキークラブ 68M2149

武下 真志 駒澤大学ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｯｸｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 131150

宮腰 礼惟 日本体育大学基礎スキー研究会 304153

矢野 裕太郎 新潟大学学友会基礎スキー部A 763155

小山 純平 東京農大基礎ｽｷｰ同好会RUBBISH 1822156

関口 雅大 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 1684157

伊藤 駿 名古屋大学基礎ｽｷｰｻｰｸﾙHotDog 2824161

神取 颯太郎 東京大学基礎スキー研究会 642162

服部 光記 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 1773163

杉山 佳久 名城大学体育会スキー部 1294166

松下 来夢 大東文化大学ﾗ･ﾈｰｼﾞｭｽｷｰ愛好会 2973167

佐藤 幹紘 慶應大学リーベンスキークラブ 2544168

光安 純平 早稲田大学スガスキークラブB 2882169

橘川 博樹 東京理科大WhiteLiber 2862170

鳥沢 祐大 千葉大学体育会スキー部 2204171

竹原 有哉 慶應義塾大学ピュアスキークラブ 51M2172

三宅 遼作 大阪大学基礎スキー部JUNGFRAU 1333173

福田 峻平 新潟大学学友会基礎スキー部B 704174

松本 稜太 東京大学LBJスキーチーム 1522175

大泉 恭平 立正大学ﾎﾜｲﾄﾗﾊﾞｰｽﾞｽｷｰ同好会 1874176

森 優太 上智大学ASPENスキークラブ 1004179

星野 佑汰 法政大学レインディアスキークラブ 961181

河村 昌軌 同志社大学ルナスキークラブ 2903183

大呂 友人 関西学院大学モルゲンロートSC 2002185

瀧沢 有生 青山学院大学USAスキー愛好会 2504186

柴崎 航一 早稲田大学モンブランスキークラブ 1963187

坪田 史哉 上智大学ASPENスキークラブ 1044188

豊田 陸人 新潟大学学友会基礎スキー部B 964190

前田 陽大 東京大学LBJスキーチーム 1822191

松原 英輝 明治学院大学オーストリアSC 2782193

山本 航 青山学院大学イフ基礎ｽｷｰ愛好会 1453194

衣笠 絋大 京都産業大学体育会スキー部 2032195

加藤 優作 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 1333196

後藤 健太 北海学園大学基礎スキー部 593197

岡島 和輝 中部大学イノセントスキーチーム 1031199

和田 壮太 東京理科大WhiteLiber 2452200

増田 雅紀 慶應大学リーベンスキークラブ 1544201

井上 耀 早稲田大学スガスキークラブ 1673204

阿部 周 新潟大学学友会基礎スキー部A 1773205

和田 健誠 青山学院大学イフ基礎ｽｷｰ愛好会 2443210

藤井 颯 信州大学基礎スキー部 584213

石田 圭 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 117M2214

柏倉 慶樹 上智大学ASPENスキークラブ 1144215

山中 拓真 京都工芸繊維大ホワイトローカス　 2542216

大羽賀 政希 東京理科大学BLITZ 2822217

藤松 勇大 立命館大学金太郎スキー同好会 613218

井戸 康晴 東京理科大WhiteLiber 2072219

鈴木 斗眞 中部大学イノセントスキーチーム 1292220

小玉 洋輔 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌA 1083221

永井 奎吾 千葉大学体育会スキー部 1262222

岩原 将斗 早稲田大学スガスキークラブ 923223

上原 太一 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 2673224

牧野 椎 立命館大学金太郎スキー同好会 1082227

池端 諒 新潟大学学友会基礎スキー部A 1722229
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Bib NAME TEAM 本選順位学年

男子個人　決戦　出場者リスト

班分け

2班 渡邊 裕次郎 新潟大学学友会基礎スキー部B 214232

手塚 隆二 明治大学ロンドールAチーム 2034234

吉崎 健司 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌA 1402235

鈴木 貴大 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 104M2236

渡邉 壮馬 東京大学LBJスキーチーム 1722237

土岐 瑛春 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 2883239

小山 直人 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 2583240

箕浦 亮太 法政エバグレ 2232243

田村 千英 早稲田大学スガスキークラブ 2033244

古村 光世 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 2122245

袖長 大基 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌA 1454248

堀 秀宇 東京理科大学BLITZ 1641249

松嵜 淳也 慶應大学リーベンスキークラブ 2413250

佐藤 士竜 法政エバグレ 2383255

古橋 康生 明治大学ロンドールCチーム 2452256

田中 実希 明治大学ロンドールAチーム 2233263

中野 亮平 東京大学LBJスキーチーム 1722265

山中 柊弥 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌA 2182266

村本 真志 立命館大学金太郎スキー同好会 2773267

大石 悠矢 信州大学基礎スキー部 1613270

松浦 和海 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 2972275

元谷 祐太 慶應大学リーベンスキークラブ 2542276

谷髙 健斗 早稲田大学スガスキークラブ 1043278

大森 嘉之 明治大学ロンドールBチーム 2622279

加藤 大誠 大阪大学基礎スキー部JUNGFRAU 2652282

古久根 秀 法政エバグレ 2783286

笹田 健人 明治大学ロンドールAチーム 2513288

寺口 岳利 信州大学基礎スキー部 162289

小田 大聖 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌA 227M2290

長谷田 一真 立命館大学金太郎スキー同好会 2722291

原田　 潤 法政エバグレ 2592292

豊岡 祐太 北海道大学エレガントスキー部 1643293

藤原 亮治 立命館大学金太郎スキー同好会 2972297

岸 裕人 早稲田大学スガスキークラブ 2073298

前田 祐輔 信州大学基礎スキー部 774301

小林 拓海 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 2203304

竹谷 憲志 信州大学基礎スキー部 512307

山浦 将 早稲田大学スガスキークラブ 1873309

野波 祐希 信州大学基礎スキー部 514316

高橋 裕之 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 2512317

3班 田中 航 明治大学ロンドールAチーム 2334322

荒谷 伶音 信州大学基礎スキー部 272324

川口 健斗 信州大学基礎スキー部 423328

田代 大河 青山学院大学イフ基礎ｽｷｰ愛好会 2453329

今井 遼 京都工芸繊維大ホワイトローカス　 1822330

津江 皆登 明治大学ロンドールAチーム 513331

上野 貴嗣 早稲田大学スガスキークラブ 363332

星 雄太 法政エバグレ 802334

加納 啓行 北海道大学エレガントスキー部 74335

貝塚 亮太 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1614337

前山 舜 北海学園大学基礎スキー部 363338

今江 勘太 同志社大学ルナスキークラブ 943339

立花 慶一郎 立命館大学金太郎スキー同好会 663340
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Bib NAME TEAM 本選順位学年

男子個人　決戦　出場者リスト

班分け

3班 渡邊 郁仁 京都産業大学体育会スキー部 192341

平原 大介 明治大学ロンドールCチーム 2452343

金子 奏太 東洋大学クローシュスキークラブ 361344

大村 崚馬 中部大学イノセントスキーチーム 551346

山岸 史拓 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌA 424347

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 1203348

山下 宗一郎 関西学院大学モルゲンロートSC 811349

小山 哲 青山学院大学USAスキー愛好会 1174351

鈴木 壮一郎 一橋大学Glacer Ski Team 1354353

税所 航司 東京理科大学BLITZ 1903355

大野 由 大東文化大学ﾗ･ﾈｰｼﾞｭｽｷｰ愛好会 2373357

饗庭 壮祐 東京農大基礎ｽｷｰ同好会RUBBISH 1902358

赤松 瞬 千葉大学体育会スキー部 1292359

鶴田 公彦 東京大学基礎スキー研究会 1262362

橋本 智矢 明治大学ロンドールAチーム 813364

原 彩人 駒澤大学ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｯｸｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 2323365

桑原 優太 京都工芸繊維大ホワイトローカス　 2433366

青木 駿仁 大阪大学基礎スキー部JUNGFRAU 2123368

牧野 旭訓 立命館大学金太郎スキー同好会 1542369

田中 大賀 北海道大学エレガントスキー部 1233370

渡邉 琉生 愛知学院大学スキー部 411372

室谷 悠太 信州大学基礎スキー部 424375

宮嵜 洸多 東京理科大学BLITZ 1962376

池 龍優翔 明治大学ロンドールCチーム 2672377

角田 将一 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 2614378

松下 大輝 早稲田大学スガスキークラブB 1902379

本井 悠剛 北海道大学エレガントスキー部 262383

香川 寛多 東京大学LBJスキーチーム 474384

竹井 智彦 新潟大学学友会基礎スキー部B 71M1385

中村 海斗 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1904386

浦 知希 新潟大学学友会基礎スキー部A 862387

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 2532388

近藤 優樹 法政エバグレ 2944389

原田 涼介 京都産業大学体育会スキー部 2542390

菊野 大輝 慶應大学リーベンスキークラブ 2624393

野本 了輔 北海学園大学基礎スキー部 1202394

大河原 弘貴 明治大学ロンドールCチーム 2942395

田崎 遼平 同志社大学ルナスキークラブ 2822396

上林 賢治 早稲田大学モンブランスキークラブ 2903397

福知 奨一朗 大阪大学基礎スキー部JUNGFRAU 2002398

高橋 皓太郎 東京理科大学BLITZ 2783399

馬場 惇平 北海道大学エレガントスキー部 813400

水口 拳 法政エバグレ 1682401

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 2592402

町田 光規 早稲田大学モンブランスキークラブ 1982403

柳井 大輝 千葉大学体育会スキー部 1432404

須藤 洋平 青山学院大学USAスキー愛好会 2192406

山中 蒼也 慶應大学リーベンスキークラブ 2413407

横川 勇斗 信州大学基礎スキー部 272408

星野 勇樹 早稲田大学スガスキークラブ 1234412

真鍋 洸生 東京大学LBJスキーチーム 1022414

田島 樹 明治大学ロンドールAチーム 2004415

江田 朋矢 信州大学基礎スキー部 733416

溝上 広大 大阪大学基礎スキー部JUNGFRAU 2272418
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Bib NAME TEAM 本選順位学年

男子個人　決戦　出場者リスト

班分け

3班 伊藤 將太郎 立命館大学金太郎スキー同好会 1013424

佐藤 大知 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 1453425

清水 啓太 新潟大学学友会基礎スキー部A 1772426

伊保内 将太 北海道大学エレガントスキー部 504427

堀口 優斗 立命館大学金太郎スキー同好会 1382428

吉川 和輝 大阪大学基礎スキー部JUNGFRAU 2452430

伊藤 韻 新潟大学学友会基礎スキー部A 2032433

河口 颯 信州大学基礎スキー部 1084434

原田 昂 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 1263435

加藤 颯 早稲田大学スガスキークラブ 1293436

加藤 康祐 北海道大学エレガントスキー部 1173437

岡田 泰朋 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 2383441

中込 啓太 北海道大学エレガントスキー部 1683443

今吉 理輝 明治大学ロンドールAチーム 2143444

鈴村 球斗 早稲田大学スガスキークラブ 892445

松永 直 新潟大学学友会基礎スキー部A 2702448

植田 祥太 東京大学LBJスキーチーム 1822449

今井 昴渡 北海道大学エレガントスキー部 1083452

大鷲 俊哉 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 1542454

立石 紘樹 信州大学基礎スキー部 323455

平野 貴郎 新潟大学学友会基礎スキー部A 2332456

中村 空真 東京大学LBJスキーチーム 1984457

髙野 大地 早稲田大学スガスキークラブ 1813467

正木 康仁 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 2943468

小野 光朝 新潟大学学友会基礎スキー部A 2782469

木庭 悠吏 北海道大学エレガントスキー部 1502473

大森 一毅 明治大学ロンドールAチーム 1874475

稲木 滉朗 北海道大学エレガントスキー部 1433480

鈴木 千尋 明治大学ロンドールAチーム 2074483

中尾 文哉 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 2902484

田中 政貴 立命館大学金太郎スキー同好会 3002487

窪田 大樹 北海道大学エレガントスキー部 1902490

永尾 敏温 北海道大学エレガントスキー部 1682496
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