
The 50ｔｈ 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：1～592　（506名） 予選通過者A：150名
開始時刻　9:00～ 各班：168～169名 予選通過者B：151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 ～ 169 → ③班 374 ～ 592 → ②班 170 ～ 205
206 ～ 373

4-2 パラレルターン小回り F2 ②班 170 ～ 205 → ①班 1 ～ 169 → ③班 374 ～ 592
206 ～ 373

4-3 総合滑降　助走規制 G ③班 374 ～ 592 → ②班 170 ～ 205 → ①班 1 ～ 169
206 ～ 373

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28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 飯田 堂朝 関西学院大学モルゲンロートSC 653206

伊藤 韻 新潟大学学友会基礎スキー部 453207

山本 港 明治大学ロンドールB 1373208

高橋 一平 中央大学Bamboo Skiing Club B 1062209

並河 将生 京都産業大学体育会スキー部 152210

岡田 廉太郎 中央大学Bamboo Skiing ClubA 1254213

高田 裕也 大阪大学JUNGFRAU 623214

野本 了輔 北海学園大学基礎スキー部 123215

岸田 敬汰 南山大学基礎スキー部GLACIER 254216

松下 大輝 早稲田大学スガスキークラブ 103217

平田 琉聖 富山県立大学スキー部 212218

町田 俊輔 早稲田大学ベルスキークラブ 484219

津江 皆登 明治大学ロンドール 184220

迫田 純弘 近畿大学農学部スキー部 523221

本屋敷 恭嗣 中央大学かもしかスキークラブ 954222

河野 太一 富山大学基礎ｽｷｰ部Sleepy foxes 912223

中村 駿大 東京理科大学White Liber 1312224

伊藤 公輝 明治学院大学オーストリアSC 1383225

木藤 直己 東洋大学クローシュスキークラブ 1323227

浅田 健晃 京都大学スノーパンサーB 1472229

稲木 滉朗 北海道大学エレガントスキー部 214230

山下 智弘 同志社大学ﾙﾅﾃｨｯｸｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 673232

服部 光記 早稲田大学ﾂｪﾙﾏｯﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 294233

柴崎 航一 早稲田大学モンブランスキークラブ 274234

鈴木 斗眞 中部大学イノセントスキーチーム 773236

石川 友貴 北海道大学Team K&O 3312237

山口 慧伍 関西大学基礎スキークラブ 851239

毛利 雄大 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 5812240

高杉 諒 千葉大学体育会スキー部 522241

永尾 敏温 北海道大学エレガントスキー部 253242

池田 任弥 南山大学基礎スキー部GLACIER 732243

宮嵜 洸多 東京理科大基礎ｽｷｰ同好会BLITZ 733244

佐藤 士竜 法政大学ｴﾊﾞｰｸﾞﾚｰｽﾃﾞﾓｽｷｰﾁｰﾑ 604247

松崎 樹 明治学院大学オーストリアSC 1212248

仲村 頼宣 早稲田大学ベルスキークラブ 552251

斎藤 槙 東京農業大学RUBBISH 1122252

佐成 航太 北海道大学基礎スキー部 394253

小野 光朝 新潟大学学友会基礎スキー部 283255

岩田 悠真 京都大学スノーパンサーB 1212256

副島 拓真 上智大学ASPENスキークラブ 1352257

榎本 賢 早稲田大学モンブランスキークラブ 4812258

須藤 洋平 青山学院大学USAｽｷ-愛好会 1093261

正木 真 一橋大学GLACIER SKI TEAM 1252263

後藤 怜生 名城大学スキー部 1432264

岡島 和輝 中部大学イノセントスキーチーム 122265
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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 千代 尚哉 青山学院大学USAｽｷ-愛好会 1442268

松本 慧叶 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 992269

伊藤 大介 早稲田大学モンブランスキークラブ 1064270

石 新大 中部大学イノセントスキーチーム 353271

石澤 圭 信州大学基礎スキー部 12272

遠藤 颯汰 早稲田大学スガスキークラブ B 1252273

深澤 佳太 北海道大学エレガントスキー部 682274

猪原 淳 北海道大学基礎スキー部 213275

山中 蒼也 慶應義塾大学ﾘｰﾍﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 934276

箕浦 亮太 法政大学ｴﾊﾞｰｸﾞﾚｰｽﾃﾞﾓｽｷｰﾁｰﾑ 773278

柴崎 陸 東京理科大学White Liber 862279

松浦 和海 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 683280

太田 英寿 中央大学かもしかスキークラブ 1212281

水上 智就 東京農業大学RUBBISH 432282

内田 翔馬 北海道大学Team K&O 211284

伊藤 將太郎 立命館大学金太郎スキー同好会 44285

柳井 大輝 千葉大学体育会スキー部 143286

荒川 徹也 北海道大学基礎スキー部B 582287

上原 太一 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 1024288

加藤 颯 早稲田大学スガスキークラブ 64289

柿澤 健太 中央大学Bamboo Skiing Club B 1092290

森田 一平 北海道大学Team K&O 312292

尾池 勇輝 中央大学Bamboo Skiing Club B 1472293

小野 慶太 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 152294

溝口 遼樹 早稲田大学モンブランスキークラブ 1092295

清水 健冴 京都大学スノーパンサー 1023296

青野 智和 北海学園大学基礎スキー部 632297

石田 亜門 北海道大学基礎スキー部 353298

髙野 大地 早稲田大学スガスキークラブ 334299

酒寄 壮生 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 772300

石井 浩貴 中央大学Bamboo Skiing ClubA 773301

山本 大悟 東京理科大基礎ｽｷｰ同好会BLITZ 4812303

的野 陽向 明治大学ロンドール 633305

深潟 拓生 早稲田大学スキー同好会W.S.S. 1462306

平間 翼 青山学院大学ｲﾌﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰﾁｰﾑ 832307

堀口 優斗 立命館大学金太郎スキー同好会 43308

平野 貴郎 新潟大学学友会基礎スキー部 713309

武本 竜弥 中部大学イノセントスキーチーム 1323310

藤 大己 千葉大学体育会スキー部 293311

赤岩 諒 法政大学ｴﾊﾞｰｸﾞﾚｰｽﾃﾞﾓｽｷｰﾁｰﾑ 1164312

山口 泰知 京都工芸繊維大学ﾎﾜｲﾄ･ﾛｰｶｽ 1242313

小林 勇介 富山大学基礎ｽｷｰ部Sleepy foxes 1422314

谷髙 健斗 早稲田大学スガスキークラブ 94318

佐々木 琢馬 信州大学基礎スキー部B 113319

大鷲 俊哉 早稲田大学ﾂｪﾙﾏｯﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 213320

辻元 浩晃 京都大学スノーパンサーＣ 712321
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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 野島 拓樹 北海道大学基礎スキー部 353322

田畑 颯基 大阪大学JUNGFRAU 482324

山川 格 中央大学Bamboo Skiing ClubA 933326

森末 竜羽 青山学院大学ｲﾌﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰﾁｰﾑ 652327

桜本 光輝 早稲田大学モンブランスキークラブ 1163328

田中 政貴 立命館大学金太郎スキー同好会 453330

大石 悠矢 信州大学基礎スキー部 434331

高橋 孝之介 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 1382332

黒崎 康世 東京大学LBJ ski team A 152333

石堂 一樹 北海道大学エレガントスキー部 552334

杉原 悠太 京都大学スノーパンサー 952335

遠藤 大斗 北海道大学Team K&O 812336

山内 寛之 中央大学Bamboo Skiing ClubA 952337

今泉 暁斗 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1352340

頴川 丈 東京理科大基礎ｽｷｰ同好会BLITZ 1382341

古橋 康生 明治大学ロンドール 733342

佐藤 陽生 中央大学Bamboo Skiing ClubA 1132343

清野 碧 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 903344

藤原 亮治 立命館大学金太郎スキー同好会 863345

野崎 宏太 北海道大学基礎スキー部B 1162346

勝家 拓巳 信州大学基礎スキー部B 353347

山本 欧典 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 1252348

小池 一路 新潟大学学友会基礎スキー部 1322349

大島 凜太朗 東京大学LBJ ski team A 602350

木村 千曲 京都工芸繊維大学ﾎﾜｲﾄ･ﾛｰｶｽ 1442351

八塚 崇帆 法政大学ｴﾊﾞｰｸﾞﾚｰｽﾃﾞﾓｽｷｰﾁｰﾑ 1162352

中久喜 俊太 明治学院大学オーストリアSC 862353

山崎 祐吾 京都大学スノーパンサーB 1472354

浅賀 豪 青山学院大学ｲﾌﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰﾁｰﾑ 1162355

光部 翔貴 信州大学基礎スキー部B 183356

北村 友路 立命館大学金太郎スキー同好会 713357

吉尾 勇真 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 952358

三神 佑介 大阪大学JUNGFRAU 1382360

児玉 俊輔 京都大学スノーパンサーB 1502362

山口 慎之介 北海道大学エレガントスキー部 773365

松永 直 新潟大学学友会基礎スキー部 1063366

平井 琳大郎 早稲田大学スガスキークラブ 1053367

保呂 優貴 青山学院大学ｲﾌﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰﾁｰﾑ 1132370

倉橋 健斗 京都大学スノーパンサー 522371

寺本 光我 新潟大学学友会基礎スキー部 1252372

津田 和樹 千葉大学体育会スキー部 1253373

3班 足立 龍馬 中央大学Bamboo Skiing ClubA 552374

光安 純平 早稲田大学スガスキークラブ 453377

佐藤 匠 北海道大学基礎スキー部 833379

加藤 康祐 北海道大学エレガントスキー部 394380
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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

3班 立川 陸生 中央大学Bamboo Skiing ClubA 732381

石島 大 信州大学基礎スキー部B 394382

青田 優吾 立命館大学金太郎スキー同好会 992383

伊牟田 壮 東京大学LBJ ski team A 912384

由井 一帆 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 1132385

山田 卓大 京都大学スノーパンサー 772387

廣瀬 優季 法政大学ｴﾊﾞｰｸﾞﾚｰｽﾃﾞﾓｽｷｰﾁｰﾑ 892388

本嶋 晃 北海道大学基礎スキー部 293389

南澤 航 信州大学基礎スキー部B 184391

田中 智仁 東京大学LBJ ski team A 992393

吉村 優吾 中央大学Bamboo Skiing ClubA 292395

阪永 順平 北海道大学基礎スキー部 1022396

東崎 俊裕 東京大学LBJ ski team A 702397

中石 瑞己 中央大学Bamboo Skiing ClubA 392398

蓮見 歩太 信州大学基礎スキー部 444400

関口 雅大 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 6999401
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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 椿澤 玄 立正大学ﾎﾜｲﾄﾗﾊﾞｰｽﾞｽｷｰ同好会 1494402

林 直輝 東京都市大学ｾﾞﾌｨﾙｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 444404

瀧沢 有生 青山学院大学USAｽｷ-愛好会 3911405

岡 磨秀 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1042407

山田 尚輝 京都大学スノーパンサーＣ 964408

宮本 悠生 北海道大学基礎スキー部B 872410

藤松 勇大 立命館大学金太郎スキー同好会 34412

野村 優太 早稲田大学スキー同好会W.S.S. 533414

土岐 瑛春 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1434415

松嵜 淳也 慶應義塾大学ﾘｰﾍﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1214416

山中 拓真 京都工芸繊維大学ﾎﾜｲﾄ･ﾛｰｶｽ 1063417

佐々木 大成 獨協大学体育会スキー部 693419

原田　 潤 法政大学ｴﾊﾞｰｸﾞﾚｰｽﾃﾞﾓｽｷｰﾁｰﾑ 1063420

村上 合 北海道大学基礎スキー部 14421

村松 大輝 上智大学ASPENスキークラブ 1404422

浅輪 有策 東京農業大学RUBBISH 1173423

小林 竜成 信州大学基礎スキー部B 64425

高橋 秋佳 室蘭工業大学基礎スキー部 294426

加藤 涼馬 京都大学スノーパンサー 143427

田島 凛之祐 一橋大学GLACIER SKI TEAM 394428

永井 奎吾 千葉大学体育会スキー部 183429

池田 俊輝 東京大学LBJ ski team A 873430

西野 晶翔 京都大学スノーパンサー 123432

大塚 雄太 明治大学ロンドールB 1363433

薄田 朝登 北海学園大学基礎スキー部 1283434

村形 恭平 北海道大学Team K&O 412435

岩原 将斗 早稲田大学スガスキークラブ 144437

鈴木 颯人 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1314438

田中 実希 明治大学ロンドール 964440

野原 滉介 富山大学基礎ｽｷｰ部Sleepy foxes 1452441

前田 真之介 京都工芸繊維大学ﾎﾜｲﾄ･ﾛｰｶｽ 284442

醍醐 孝征 立正大学ﾎﾜｲﾄﾗﾊﾞｰｽﾞｽｷｰ同好会 812443

荒谷 康太朗 東京都市大学ｾﾞﾌｨﾙｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1364444

平井 公望 室蘭工業大学基礎スキー部 583445

橋本 陽希 北海道大学基礎スキー部B 922446

清野 凜 東洋大学クローシュスキークラブ 1453447

葛西 陽喜 信州大学基礎スキー部B 434448

中島 陸登 信州大学基礎スキー部 142449

津田 祐伍 京都大学スノーパンサーＣ 614450

牧野 椎 立命館大学金太郎スキー同好会 93452

金野 凜 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 603455

佐藤 大知 早稲田大学ﾂｪﾙﾏｯﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 234457

榎本 萌志 東京大学LBJ ski team A 922458

出口 達稀 北翔大学スキー部 21459

相田 凌伽 北海学園大学基礎スキー部 1272460
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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 加藤 大誠 大阪大学JUNGFRAU 1173462

藤井 皓己 中央大学Bamboo Skiing ClubA 844463

前田 陽大 東京大学LBJ ski team A 753464

鈴木 穂高 立正大学ﾎﾜｲﾄﾗﾊﾞｰｽﾞｽｷｰ同好会 1212465

岡﨑 永真 早稲田大学ベルスキークラブ 922466

荻野 優輝 京都大学スノーパンサーＣ 554467

永戸 亮多 青山学院大学ｲﾌﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰﾁｰﾑ 552468

山口 太一 早稲田大学スキー同好会W.S.S. 1402470

村上 達哉 明治大学ロンドール 1063471

大羽賀 政希 東京理科大基礎ｽｷｰ同好会BLITZ 183472

荒山 和輝 京都工芸繊維大学ﾎﾜｲﾄ･ﾛｰｶｽ 1432474

大原 聖也 一橋大学GLACIER SKI TEAM 291475

山口 知泉 信州大学基礎スキー部B 492477

高橋 彰良 京都大学スノーパンサー 613478

清水 啓太 新潟大学学友会基礎スキー部 833479

岡田 泰朋 早稲田大学ﾂｪﾙﾏｯﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 754480

細谷 慶人 早稲田大学ﾂｪﾙﾏｯﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 4212484

立壁 京也 信州大学基礎スキー部 103485

間宮 崇弘 京都大学スノーパンサーＣ 712486

池 龍優翔 明治大学ロンドールB 1143487

古屋 孝輔 北海道大学基礎スキー部B 1323488

小山 穂高 信州大学基礎スキー部B 753489

山浦 将 早稲田大学スガスキークラブ B 844490

中村 太亮 東京農業大学RUBBISH 652492

藤本 大翔 京都工芸繊維大学ﾎﾜｲﾄ･ﾛｰｶｽ 682496

齋藤 晴紀 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1213497

古久根 秀 法政大学ｴﾊﾞｰｸﾞﾚｰｽﾃﾞﾓｽｷｰﾁｰﾑ 1114499

片岡 裕貴 慶應義塾大学ﾘｰﾍﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 874500

木庭 悠吏 北海道大学エレガントスキー部 443501

田崎 遼平 同志社大学ﾙﾅﾃｨｯｸｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 343502

香川 寛多 東京大学LBJ ski team A 1211503

柳井 晋太朗 一橋大学GLACIER SKI TEAM 1492504

中原 庸徳 中央大学かもしかスキークラブ 1342507

笹田 健人 明治大学ロンドール 814508

長谷田 一真 立命館大学金太郎スキー同好会 993509

寺岡 佳一郎 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 442510

西村 勇真 千葉大学体育会スキー部 732511

坂本 光 京都大学スノーパンサー 322512

渡邉 壮馬 東京大学LBJ ski team A 553513

樋口 滉太 京都大学スノーパンサーB 1452514

前上 健匠 北海道大学基礎スキー部B 492515

木村 勇仁 北海学園大学基礎スキー部 231516

植田 大喜 信州大学基礎スキー部 253517

田中 将伍 東京大学LBJ ski team B 1402518

沼尻 大貴 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 922519

長谷川 璃音 北海道大学エレガントスキー部 252520
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班分け

3班 桂田 稜大 新潟大学学友会基礎スキー部 1483521

加藤 慧 北海道大学Team K&O 2112522

荒田 峻希 北海道大学基礎スキー部B 1062523

稲木 亮太 北海道大学基礎スキー部 613524

亀山 優士 明治大学ロンドールB 992525

平井 蒼太 信州大学基礎スキー部B 142526

日下 翔太 千葉大学体育会スキー部 532527

山口 康右 青山学院大学ｲﾌﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰﾁｰﾑ 992528

本多 翔太 早稲田大学スガスキークラブ 333529

矢野 壮真 京都大学スノーパンサーB 872530

大西 元樹 東京大学LBJ ski team B 1492531

石川 慶多 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1382532

大家 慧士郎 京都工芸繊維大学ﾎﾜｲﾄ･ﾛｰｶｽ 1212534

海老澤 昂星 法政大学ｴﾊﾞｰｸﾞﾚｰｽﾃﾞﾓｽｷｰﾁｰﾑ 312535

高橋 裕之 早稲田大学ﾂｪﾙﾏｯﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 753536

田中 威頼 大阪大学JUNGFRAU 1062537

谷 昂志郎 東京大学LBJ ski team B 1382538

青木 紳 早稲田大学スガスキークラブ 52540

蒔田 安里 北海道大学基礎スキー部 213541

吉岡 征慶 明治大学ロンドールB 1252542

土山 隼哉 京都大学スノーパンサー 1142543

中尾 文哉 早稲田大学ﾂｪﾙﾏｯﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1113544

岩瀬 望 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 492545

大森 嘉之 明治大学ロンドール 582546

佐藤 颯人 東京理科大基礎ｽｷｰ同好会BLITZ 1322547

相澤 遥太 北海道大学エレガントスキー部 612548

真鍋 洸生 東京大学LBJ ski team A 83549

宮澤 航介 早稲田大学スガスキークラブ 393550

宮澤 優斗 明治大学ロンドールB 872552

林 滉貴 中央大学Bamboo Skiing ClubA 1172554

鬼頭 優輝 北海道大学基礎スキー部B 1282555

大山 貴之 明治大学ロンドール 494557

梅澤 悠人 北海道大学基礎スキー部 673558

山中 洸斗 青山学院大学ｲﾌﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰﾁｰﾑ 752559

林 勇佑 千葉大学体育会スキー部 733560

井橋 順太郎 明治大学ロンドール 962561

中込 啓太 北海道大学エレガントスキー部 994563

三橋 隼 信州大学基礎スキー部B 343564

中野 亮平 東京大学LBJ ski team A 113566

髙地 颯 北海道大学基礎スキー部 753567

佐藤 究 早稲田大学ﾂｪﾙﾏｯﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 182569

清水 恒矢 立命館大学金太郎スキー同好会 1172570

永井 和輝 明治大学ロンドール 254571

村山 拓未 東京大学LBJ ski team A 382572

鈴木 孝侑 新潟大学学友会基礎スキー部 993573

榊原 凛太郎 青山学院大学ｲﾌﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰﾁｰﾑ 1252574
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班分け

3班 川上 空 京都大学スノーパンサー 652575

野村 嘉希 早稲田大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 1343576

平塚 直希 信州大学基礎スキー部B 1044577

片柳 爽太 中央大学Bamboo Skiing ClubA 842578

近本 豪 早稲田大学スガスキークラブ 362580

平原 大介 明治大学ロンドール 693581

大榎 一冬 早稲田大学スガスキークラブ 1282584

桑原 和暉 京都大学スノーパンサー 1112586

福田 康介 明治大学ロンドール 1142587

佐瀬 龍斗 北海道大学基礎スキー部 374588

川西 賢太 信州大学基礎スキー部B 444590

平野 雄大 京都大学スノーパンサー 692592
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