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全日本スキー選手権申込　　参考資料

氏名漢 SAJ_TOﾎﾟｲﾝﾄ SAJ_SPﾎﾟｲﾝﾄ 所属 15kmF 50kmC 特枠
レンティング 陽 7.51 23.32 早稲田大学 ★ ★ ★
清水 康平 8.83 13.41 日本大学 ★ ★ ポイント枠
村山 草太 11.9 56.63 日本大学 ◎ ◎ ◎
吉田 悠真 13.01 193.07 日本大学 ◎ ◎
宮沢 大志 16.43 61.81 早稲田大学 ★ ★
田中 富夢野 20.55 83.33 日本大学 ◎ ◎
西田 順風 22.07 105.69 早稲田大学 ◎ ◎
柏原 暢仁 25.3 37.75 早稲田大学 ★ ★
杉沼 聖平 27.69 92.44 明治大学 ◎ ◎
小山内 優太 27.78 100.86 早稲田大学 ◎ ◎
向 宏大 32.72 137.97 東海大学 ◎ ◎
小島 佑司 34.09 89.7 日本大学 ◎ ◎
三浦 史敬 34.09 117.21 明治大学 ◎ ◎
中田 優生 35.05 139.13 東京農業大学 ◎ ◎
成瀬 開地 35.69 56.38 日本大学 ◎ ◎
米倉 大輔 35.87 75.73 早稲田大学 ◎ ◎
立崎 幹人 38.09 45.04 早稲田大学 ◎ ◎
内田 辰彦 39.98 65.61 日本体育大学 ◎ ◎
飯塚 剛 41.35 55.94 日本大学 ◎ ◎
栗山 雄大 42.88 46.46 専修大学 ◎ ◎
高橋 涼 45.65 東京農業大学 ◎ ◎
近藤 大仁 46.16 65.16 早稲田大学 ◎ ◎
太田 光平 46.48 97.59 日本大学 ◎ ◎
児玉 翔平 47.19 102.87 日本大学 ◎ ◎
鈴木 規之 47.29 146.44 中央大学 ◎ ◎
中嶋 崇仁 47.54 250.1 中央大学 ◎ ◎
大竹 英幸 48.18 81.84 明治大学 ◎ ◎
神口 廉 49.21 167.57 法政大学 ◎ ◎
中谷 拓哉 49.75 138.77 日本大学 ◎ ◎
山本 航 49.85 79.48 同志社大学 ◎ ◎
祐川 翼 51.18 227.74 法政大学
立花 遼 51.22 111.52 専修大学
宮﨑 達也 52.22 187.56 同志社大学
上村 亮介 52.73 157.34 國學院大学
長谷川 貴宏 52.94 180.21 東洋大学
三上 広流 53.73 109.24 日本体育大学
藤谷 勇仁 53.84 法政大学
宇田 崇二 55.53 258.43 法政大学
太田 圭祐 56.88 36.1 中央大学
千葉 俊弥 57.3 112.96 中央大学
河野 伸太郎 59.06 174.78 専修大学
望月 崇之 60.15 100.46 専修大学
岡田 悠希 61.89 214.52 立命館大学
豊田 孝樹 62.25 255.94 法政大学
村椿 浩康 62.55 210.59 同志社大学
丸山 航平 63.59 175.94 近畿大学
田中 北人 63.62 86.61 東京農業大学
松橋 幸也 63.79 84.6 日本体育大学
塚原 平馬 65.31 167.33 立命館大学
山本 将道 66.91 323.27 龍谷大学
松岡 琢磨 66.94 195.52 専修大学
外舘 浩幸 67.03 164.66 旭川大学



安田 一真 67.46 308.16 中央大学
佐々見 雄平 68.85 125.16 日本体育大学
館野 純 70.8 230.49 東海大学
中島 拓哉 72.6 日本大学
松村 和俊 74 138.72 早稲田大学
町田 結希 75.01 191.23 同志社大学
加藤 和成 75.14 98.59 近畿大学
松橋 皇成 75.78 231.69 東京農業大学
金澤 郁馬 76.6 189.27 信州大学
原田 健人 77.43 113.37 東洋大学
平井 雅也 77.95 111.56 國學院大学
鉢呂 世成 79.07 216.49 龍谷大学
松沢 譲 82.72 93.35 東洋大学
関 和仁 82.9 101.04 國學院大学
大杉 裕輝 83.75 八戸工業大学
亀田 輝 83.91 220.43 国士舘大学
小島 洋輔 84.49 262.96 東京農業大学
小嶋 臣行 86.19 221.71 東洋大学
山田 香津也 87.39 332.37 明治大学
加藤 拓真 88.55 113.18 近畿大学
加藤 治門 89.11 204.92 法政大学
坂口 健太 90.2 149.74 東洋大学
早坂 悠平 92.29 164.73 明治大学
畑山 充 93.07 89.01 中央大学
森川 大 96.55 232.87 東京農業大学
日向 経 96.6 214.1 旭川大学
新田 拓也 96.66 479.37 法政大学
小田 遼平 97.82 94.64 東海大学
鈴木 匠 99.87 171.32 専修大学
丹保 光喜 102.22 371.69 近畿大学
馬場 啓右 103.02 129.82 近畿大学
伊藤 彰英 103.86 103.55 明治大学
宮澤 徹 104.42 163.61 京都産業大学
馬場 亮太 105.26 中京大学
松橋 秀高 105.83 206.39 旭川大学
堀米 裕輔 106.59 東京農業大学
西田 真 110.34 中央大学
太平 翔 110.67 216.22 国士舘大学
小松 秀平 111.36 京都産業大学
櫻田 翔太 111.76 223.21 旭川大学
酒井 慎太郎 113.24 296.1 京都産業大学
山下 悠佑 114.16 327.58 立命館大学
千葉 勇斗 115.1 255.74 東洋大学
前田 亮 115.37 1518.13 北海道教育大学
高村 幸一 116.85 311.93 専修大学
五十嵐 凌平 118.57 旭川大学
山崎 翔太郎 118.93 295.78 東海大学
井上 陽介 120.21 234.14 大東文化大学
長澤 駿 122.52 136.06 京都産業大学
船水 大也 124.4 258.29 八戸工業大学
高野 弘之 126.4 439.45 旭川大学
谷口 健輔 127.26 426.58 明治大学
阿保 久生 128.89 216.76 國學院大学
安保 結紀 129.74 296.78 旭川大学
伊東 光春 131.8 東北学院大学
風 慎太郎 132.2 319.77 立命館大学
清水 大輔 133.14 日本大学



今 裕彰 133.79 旭川大学
中村 剛 136.02 226.79 大東文化大学
丸山 一仁 137.22 464.9 東京農業大学
落安 陵 140.37 314.91 東海大学
新田 浩瑛 140.6 176.52 京都産業大学
鈴木 啓慈 141.09 日本体育大学
中本 健也 144.21 590.16 龍谷大学
竹内 良輔 153.92 中京大学
岡田 恭介 157.11 291.29 東洋大学
宮下 琢也 158.5 650.4 京都産業大学
島田 恒道 161.75 658.24 東京農業大学
安保 伸 167.66 222.24 大東文化大学
中村 信貴 173.92 481.46 京都産業大学
小笠原 克真 178.53 近畿大学
岩﨑 祝 180.41 427.24 旭川大学
田渕 良典 184.51 龍谷大学
清水 寛和 186.1 367.8 北海道大学
菅家 裕貴 195 大東文化大学
伊藤 弘幸 196.81 281.51 東北福祉大学
木本 勇真 199.12 旭川大学
佐藤 丈生 200.11 430.86 一橋大学
中沢 建太 212.7 351.53 国士舘大学
宮﨑 敏也 213.04 慶應義塾大学
神野 敦 223.37 362.53 北海道大学
髙橋 輝 227.15 378.16 東北学院大学
酒井 亮輔 227.27 408.9 関西学院大学
松本 紘武 233 佛教大学
田嶋 大地 233.06 366.97 大東文化大学
望月 淳二 235.59 490.85 一橋大学
渡邊 良祐 235.89 675.29 信州大学
武城 怜史 241.14 715.67 北海道大学
青柳 真 243.47 大東文化大学
林 良磨 244.27 462.91 佛教大学
上條 正樹 252.2 603.42 名古屋大学
森谷 真也 254.03 愛知工業大学
姫野 大地 265.46 825.3 信州大学
道塚 智彦 268.7 517.12 旭川医科大学
岡田 裕也 272.6 570.27 名古屋大学
吉村 一樹 274.58 887.26 北海道大学
臼井 葉月 274.67 938.25 北海道大学
大山 龍之介 275.94 旭川大学
杉下 潤一郎 279.16 906.93 一橋大学
小林 政伸 282.97 大阪産業大学
氏原 匡樹 284.62 833.24 北海道大学
進藤 真樹 290.09 駿河台大学
横山 和也 295.23 九州大学
寺尾 英将 295.46 494.32 北海道大学
田中 明信 313.67 九州大学
島田 大 314.02 518.32 信州大学
鈴木 貞允 316.08 431.47 東京大学
大附 和敬 336.61 大阪工業大学
尾本 翔次郎 345.19 九州大学
蛯沢 浩司 346.46 349.78 東北福祉大学
若狭 直樹 346.97 530.89 学習院大学
足立 翔 358.92 587.69 東北学院大学
豊田 将秀 361.52 450.55 慶應義塾大学
川端 亘 362.33 北翔大学



押野 智博 367.58 1264.97 北海道大学
長谷川 俊輔 371.2 490.78 佛教大学
杉浦 聡 379.05 東京工業大学
秋山 裕樹 402.83 731.63 北海学園大学
笠原 悠二 405.14 471.13 東北学院大学
伊藤 良太 410.68 745.52 順天堂大学
西村 太一 416.52 718.25 大阪体育大学
藤盛 大介 431.66 1318.79 関西学院大学
吉見 考弘 432.19 1330.78 名古屋大学
松本 尚也 458.55 766.04 旭川医科大学
杉田 大河 462.62 名古屋大学
山田 圭祐 478.59 852.07 愛知工業大学
宮城 徹 497.21 699.7 東京大学
中村 直之 497.6 629.16 東京大学
西澤 亨昌 508.09 931.46 大阪工業大学
伊藤 大輝 508.23 1148.52 大阪大学
宍道 紘一郎 508.9 878.07 順天堂大学
泉頭 哲郎 509.57 1960.32 北海道大学
佐藤 利樹 570.95 愛知工業大学
古村 明雄 576.65 1436.31 名古屋大学
植田 康孝 580.81 大阪産業大学
鯉江 裕貴 591.93 名城大学
牧野 圭一郎 594.46 742 一橋大学
白水 将悟 596.88 1027.82 追手門学院大学
大塚 良 635.35 1246.15 関東学院大学
鈴木 謙 658.73 574.35 神戸大学
内藤 和大 670.55 慶應義塾大学
藤原 智貴 724.91 旭川医科大学
中島 容一 738.69 918.57 一橋大学
大野 良太 751.52 大阪産業大学
服部 真也 781.41 1061.23 愛知工業大学
寺門 慧 812.49 1067.07 千葉商科大学
髙山 元成 819.4 学習院大学
元嶋 誠 822.83 1564.39 京都大学
大塚 光哉 829.12 富山大学
坂東 琢磨 830.38 834.87 大阪教育大学
稲葉 洋輔 848.84 愛知工業大学
安藤 賢浩 871.2 1986.43 一橋大学
羽根 一嘉 875.82 大阪大学
瀬戸 司 885.05 秋田大学
静谷 隆士 896.42 立教大学
長谷川 翔 951.84 1728.82 千葉商科大学
中辻 伸哉 955.16 大阪体育大学
長島 多人 1046.74 1205.88 立教大学
河本 壮平 1070.08 福岡大学
中村 遼平 1157.28 1150.19 関西大学
佐野 史明 1191.68 東京工業大学
西 健太 1239.67 大阪工業大学
浅野目 龍 1250.28 立教大学
真坂 裕之 1540.42 成城大学
塚本 博幸 1961.12 順天堂大学
上野 裕生 2288.18 3902.25 上智大学
岡本 健司 3151.26 大阪工業大学
藤松 基彦 939.88 東京工業大学
尾形 考之 1070.9 武蔵大学
高橋 輝圭 北海園大学
佐々木 啓夫 旭川大学



今野 祐介 北海学園大学
秋田 新 東京農業大学
勝山 真樹 信州大学
佐藤 彦 慶應義塾大学
髙野 浩昭 中京大学
中野 聖基 関西学院大学
石原 幹大 国際武道大学
面白 裕紀 亜細亜大学
蛭谷 直人 大阪経済大学
北村 耕平 早稲田大学
小山 祐 早稲田大学
佐藤 強 日本大学
吉田 敬宏 大阪工業大学
市村 正男 帝京大学
中嶋 悠貴 帝京大学
堀内 悠悟 追手門学院大学
加藤 和秀 大阪大学
熊谷 陽介 一橋大学
金山 拓也 新潟大学
坂入 俊輔 東京大学
鈴木 大地 北海道大学
清水 理光 弘前大学
坂口 史明 神戸大学
志賀 誠一郎 神戸大学
千葉 匠真 弘前大学
吹留 直樹 東京大学
瀧本 佳史 神戸大学
小尾 晃一郎 帝京大学
増本 達彦 追手門学院大学
高嵜 雄介 追手門学院大学
板倉 直哉 追手門学院大学
返町 雄一 東京工業大学
藤原 慎平 大阪大学
菊田 芳典 追手門学院大学
佐塚 隆 京都大学
松﨑 未来 慶應義塾大学
池口 直毅 東京工業大学
石田 拓也 福岡大学
溝上 雄一 福岡大学
为藤 海 福岡大学
内田 元 武蔵大学
櫻井 良信 帝京大学
馬場 裕幸 帝京大学
串田 和也 大阪産業大学
浜口 優紀 佛教大学
高砂 和紀 大阪教育大学
黒川 貴司 弘前大学
山田 優樹 信州大学
平山 靖之 京都大学
城 康平 福岡大学
村田 淳 武蔵大学
栗本 貴啓 大阪産業大学
早川 方博 九州大学
久保 文寿 追手門学院大学
常 純一郎 追手門学院大学
尾嵜 祐作 追手門学院大学
坂田 裕太 追手門学院大学



中塚 将史 追手門学院大学
谷田部 真徳 秋田大学
杉田 貴洋 学習院大学
吉川 富詞 神戸大学
佐藤 賢弥 弘前大学
原田 健太朗 福岡大学
石田 将規 名古屋大学
小暮 圭宏 国士舘大学
亀屋 誉瑛 慶應義塾大学
中村 吉國 青山学院大学
原田 直人 名古屋大学
設楽 彗斗 一橋大学
田畑 明夫 一橋大学
川野 雄貴 学習院大学
吉野 智則 学習院大学
中西 大起 名古屋大学
信楽 明教 八戸工業大学
上遠野 開人 八戸工業大学
小山 勇介 山形大学
髙橋 一則 山形大学
小林 龍宏 山形大学
赤羽根 健太郎 山形大学
安井 良輔 大阪大学
斉藤 裕仁 北海学園大学
杉本 大介 北海学園大学
谷地 優紀 弘前大学
吉川 良平 弘前大学
重定 直弥 大阪大学
中野 晃佑 追手門学院大学
芝野 晃太郎 大阪産業大学
柴田 陸朗 大阪産業大学
田中 基大 福岡大学
饗場 佳広 大阪産業大学
栗原 啓輔 京都大学
伊藤 理央 京都大学
永冨 哲平 福岡大学
江見 拓真 関西学院大学
川井 雅敏 東京大学
那波 恭介 福岡大学
井上 智晶 大阪産業大学
明石 浩靖 福岡大学
久本 将城 帝京大学
濱田 隆博 大阪学院大学
酒井 裕也 仙台大学学友会
岩野 真悟 追手門学院大学
柿田 佑介 追手門学院大学
水﨑 良 上智大学
今井 恭介 信州大学
川村 竜也 秋田大学
山下 亮太郎 秋田大学
西野 敬祥 秋田大学
小野 循正 立教大学
井田 慎太郎 東京大学
片岡 知泰 東京大学
濱村 康平 九州大学
髙橋 智耶 関東学院大学
矢嶋 真至 関東学院大学



糸数 史 関東学院大学
北野 僚久 富山大学
井田 壮彦 九州大学
徳丸 大介 九州大学
山本 翔也 九州大学
山本 拓朗 九州大学
吉原 和孝 九州大学
渡辺 裕人 千葉商科大学
野川 悠 千葉商科大学
坂井 翔太 八戸工業大学
ジン ジョンフン 東京工業大学
高橋 克典 東京工業大学
髙橋 宏輔 新潟大学
新井 光 新潟大学
田口 貴大 新潟大学
山本 寛大 旭川医科大学
傅田 侑也 旭川医科大学
永幡 研 旭川医科大学
栗原 太郎 旭川医科大学
羽田 光輝 旭川医科大学
越智 達哉 北海道大学
山﨑 康之 北海道大学
村中 祐介 北海道大学
渡邉 茂也 北海道大学
山本 健太郎 武蔵大学


