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Bib SAJNO Name(氏名） Name(ｶﾅ） Nation(県名） Team(所属) SAJ_GSﾎﾟｲﾝﾄ

1 03021105 浦 海斗 ｳﾗ ｶｲﾄ 富山 魚津工業高校 111.38

2 03010430 池田 晃 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾗ 岐阜 岐阜日野自動車SC 69.61

3 03018568 森下 喬祐 ﾓﾘｼﾀ ｷｮｳｽｹ 福井 大野高校 108.39

4 03012084 南木 岳司 ﾅﾝｷ ﾀｹｼ 学連 日本大学 16.33

5 03016271 一ノ本 龍之介 ｲﾁﾉﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 学連 龍谷大学 91.51

6 03013013 小嶋 健斗 ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 学連 東北学院大学 71.87

7 03019307 一ノ本 廉 ｲﾁﾉﾓﾄ ﾚﾝ 京都 福知山成美高校 83.87

8 03009281 井堀 大智 ｲﾎﾘ ﾀﾞｲﾁ 千葉 八千代市ｽｷｰ連盟 87.10

9 03015760 前川 純之介 ﾏｴｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 学連 龍谷大学 84.81

10 03020739 新谷 凌也 ｱﾗﾀﾆ ﾘｮｳﾔ 岐阜 飛騨高山高校 107.65

11 03014226 野尻 優太 ﾉｼﾞﾘ ﾕｳﾀ 学連 名古屋大学 77.45

12 03022065 滝村 武蔵 ﾀｷﾑﾗ ﾑｻｼ 岐阜 丹生川中学校 93.41

13 03016253 重光 玄 ｼｹﾞﾐﾂ ﾊｼﾞﾒ 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 104.92

14 03019358 桐生 真之介 ｷﾘｭｳ ｼﾝﾉｽｹ 岐阜 岐阜第一高校 89.26

15 03017218 布川 凜旺 ﾇﾉｶﾜ ﾘｵ 学連 中京大学 105.84

16 03014579 平松 直季 ﾋﾗﾏﾂ ﾅｵｷ 東京 RB Tokyo 116.01

17 03023988 小倉 颯斗 ｵｸﾞﾗ ｿｳﾏ 愛知 岡崎北高校 117.27

18 03016252 藤原 純之介 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 学連 愛知工業大学 117.63

19 03019251 渡邊 大颯 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾃ 岐阜 岐阜第一高校 119.88

20 03019354 今井 啄人 ｲﾏｲ ﾀｸﾄ 岐阜 高山工業高校 121.39

21 03017095 野口 幸太郎 ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 学連 愛知工業大学 124.10

22 03016418 原田 裕成 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｾｲ 学連 龍谷大学 126.40

23 03018980 山下 航汰 ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾀ 愛知 SKI  TEAM SEED 129.29

24 03018215 栂野 僚 ﾄｶﾞﾉ ﾘｮｳ 神奈川 慶應義塾大学ﾗ･ｼｬ―ﾙ 130.43

25 03022650 石中 仁一郎 ｲｼﾅｶ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ 滋賀 志賀中学校 131.14

26 03020001 辻 卓弥 ﾂｼﾞ ﾀｸﾔ 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 131.82

27 03019939 野呂 颯太 ﾉﾛ ｿｳﾀ 岐阜 高山工業高校 132.58

28 03015759 林 航平 ﾊﾔｼ ｺｳﾍｲ 学連 近畿大学 134.53

29 03006315 大高 裕生 ｵｵﾀｶ ﾕｳｷ 東京 ﾗｯﾁ(RACH) 136.00

30 03022671 牧野 櫂 ﾏｷﾉ ｶｲ 福井 福井工業大学附属福井高校 139.90

31 03020839 後藤 穂高 ｺﾞﾄｳ ﾎﾀｶ 岐阜 飛騨高山高校 148.05

32 03021591 沖谷 桔平 ｵｷﾀﾆ ｷｯﾍﾟｲ 愛知 愛工大名電高等学校 163.99

33 03017779 大槻 一心 ｵｵﾂｷ ｶｽﾞｼ 群馬 ﾁｰﾑDaDaDaｽｷｰｸﾗﾌﾞ 164.90

34 03019169 加藤 進 ｶﾄｳ ｼﾝ 愛知 愛工大名電高等学校 183.59

35 03022670 細道 理暉 ﾎｿﾐﾁ ﾘｷ 福井 大野高校 208.12

36 03022669 森下 祐亮 ﾓﾘｼﾀ ﾕｳｽｹ 福井 勝山中部中学校 208.18

37 03023622 稲葉 貴 ｲﾅﾊﾞ ﾀｶｼ 愛知 王子製紙ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 218.02

38 03022577 鈴木 蒼大 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 東京 千川中学校 224.67

39 03024032 市田 礼 ｲﾁﾀﾞ ﾚｲ 京都 同志社高校 243.24

40 03021060 渡辺 琳太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 愛知 豊田南高校 251.61

41 03021022 石原 光晟 ｲｼﾊﾗ ｺｳｾｲ 学連 愛知工業大学 264.34

42 03016526 今泉 豪太 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｺﾞｳﾀ 学連 神奈川大学 264.79

43 03023088 野呂 洸翔 ﾉﾛ ﾋﾛﾄ 岐阜 多治見西高校 287.95

44 03025214 松村 知樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓｷ 学連 東京大学 373.50

45 03021218 前田 匡太 ﾏｴﾀﾞ ｷｮｳﾀ 福井 福井工業大学附属福井高校 380.87

46 03022145 山本 樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂｷ 愛知 半田高校 403.73

47 03016191 牧野 寧樹 ﾏｷﾉ ﾈｰｼﾞｭ 学連 愛知工業大学 449.22

48 03019747 矢野 心平 ﾔﾉ ｼﾝﾍﾟｲ 愛知 がんばｽｷｰｸﾗﾌﾞ
49 03024328 マクニール 健アレキサンダー ﾏｸﾆｰﾙ ｹﾝｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ 愛知 名古屋国際高校
50 03025632 木下 奨悟 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳｺﾞ 福井 大野高校
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51 03025965 梅根 航希 ｳﾒﾈ ｺｳｷ 学連 東京大学
52 03021219 稲津 尚忠 ｲﾅﾂﾞ ﾅｵﾀﾀﾞ 福井 大野高校
53 03025509 早川 幸憲 ﾊﾔｶﾜ ﾕｷﾉﾘ 愛知 王子製紙ｽｷｰｸﾗﾌﾞ


