
公式成績表

男子１部 1.3 km フリー スプリント
妙高高原 2008/01/13 開始時間 10:50 終了時間 11:29

 技術代表 中村　堅 SAJ  コース名 池の平白樺ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ

 アシスタント技術代表 長田　一政 SAJ  標高差 １３ｍ

 ﾚｰｽ・ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 三浦　優子 SAJ  極限登高標高差 ７３６ｍ

 SAJ派遣ジュリー 谷口　博文 SAJ  合計登高 １８ｍ

 競技委員長 池田　孝夫 池の平  全長 １．３ｋｍ

 周回数 １

 SF標高 ７３６ｍ

1 401 決勝 A 48-0108 柏原　暢仁(1) 早稲田大学 男子１部
2 402 決勝 A 48-0734 木村　正哉(3) 早稲田大学 男子１部
3 403 決勝 A 48-0030 下司　尚也(2) 明治大学 男子１部
4 404 決勝 A 48-0233 清水　康平(1) 日本大学 男子１部

5 408 決勝 B 48-0016 八幡　竹春(4) 近畿大学 男子１部
6 415 決勝 B 48-0736 藤田　紘基(3) 早稲田大学 男子１部
7 411 決勝 B 48-0239 田中富夢野(1) 日本大学 男子１部
8 405 決勝 B 48-0022 勝田　誠ニ(2) 日本体育大学 男子１部

9 410 準々決勝 48-0043 鉢蝋　孝輔(2) 中央大学 男子１部
10 412 準々決勝 48-0099 立崎　幹人(1) 早稲田大学 男子１部
11 414 準々決勝 48-0087 堀米　悠佑(2) 東洋大学 男子１部
12 416 準々決勝 48-0741 吉田　圭伸(3) 中央大学 男子１部
13 406 準々決勝 48-0740 小山　高志(3) 日本体育大学 男子１部
14 407 準々決勝 48-0031 井川　純一(4) 日本大学 男子１部
15 409 準々決勝 48-0209 三田　元太(4) 東洋大学 男子１部
16 413 準々決勝 48-0739 市川　智也(3) 日本体育大学 男子１部

17 予選 48-0751 風間　雄太(3) 法政大学 男子１部
18 予選 48-0105 嶋田　裕樹(2) 法政大学 男子１部
19 予選 48-0382 嶋田　　翼(4) 早稲田大学 男子１部
20 予選 48-0737 樋口　大棋(3) 日本大学 男子１部
21 予選 48-0720 宮尾　辰郎(3) 東洋大学 男子１部
22 予選 48-0071 池田　達弥(2) 龍谷大学 男子１部
23 予選 48-0732 柏原　宇秀(3) 東京農業大学 男子１部
24 予選 48-0040 一ノ瀬正範(4) 日本体育大学 男子１部
25 予選 48-0305 中島　紀彰(4) 旭川大学 男子１部
26 予選 48-0187 八幡　和樹(4) 東洋大学 男子１部
27 予選 48-0027 高橋　紘弥(2) 東京農業大学 男子１部
28 予選 48-0042 若井　裕作(2) 日本体育大学 男子１部
29 予選 48-0032 伊藤　彰英(1) 明治大学 男子１部
30 予選 48-0381 清水　健郎(4) 日本大学 男子１部
31 予選 48-0005 樋口　大樹(2) 東京農業大学 男子１部
32 予選 48-0100 久保田公尊(2) 法政大学 男子１部
33 予選 48-0378 幅野　剛司(3) 法政大学 男子１部
34 予選 48-0131 北村　雅之(4) 中央大学 男子１部
35 予選 48-0362 中村　政文(4) 明治大学 男子１部
36 予選 48-0387 吉澤　省吾(4) 國學院大学 男子１部
37 予選 48-0084 千葉　綾典(2) 東洋大学 男子１部
38 予選 48-0735 午来　達哉(3) 日本大学 男子１部
39 予選 48-0236 浜村　脩司(4) 國學院大学 男子１部
40 予選 48-0191 徳永　康介(1) 中央大学 男子１部
41 予選 48-0723 丸山　秀幸(3) 東洋大学 男子１部
42 予選 48-0106 山岸大樹郎(2) 法政大学 男子１部
43 予選 48-0098 大竹　英幸(1) 明治大学 男子１部
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ジュリー コース データ

順位 Bib ラウンド
SAJ
コード

名前 所属名 クラス

秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯

第８１回全日本学生スキー選手権大会

妙高高原　/　池の平



秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯

第８１回全日本学生スキー選手権大会

公式成績表

男子１部 1.3 km フリー スプリント
妙高高原 2008/01/13 開始時間 10:50 終了時間 11:29

44 予選 48-0095 水口　　豪(2) 明治大学 男子１部
45 予選 48-0242 馬場　啓右(1) 近畿大学 男子１部
46 予選 48-0034 太田　一平(2) 早稲田大学 男子１部
47 予選 48-0240 大塚　敦司(4) 國學院大学 男子１部
48 予選 48-0019 笠本　翔太(2) 近畿大学 男子１部

=49 予選 48-0636 山崎　　亨(3) 旭川大学 男子１部
=49 予選 48-0272 加藤　和成(1) 近畿大学 男子１部

51 予選 48-0029 早坂　悠平(1) 明治大学 男子１部
52 予選 48-0069 須藤　康太(4) 日本体育大学 男子１部
53 予選 48-0021 田中　準次(2) 近畿大学 男子１部
54 予選 48-0250 今村　将也(1) 旭川大学 男子１部
55 予選 48-0066 執行　隼輝(2) 旭川大学 男子１部
56 予選 48-0249 岩﨑　　祝(1) 旭川大学 男子１部
57 予選 48-0173 田渕　良典(1) 龍谷大学 男子１部
58 予選 48-0634 伊藤　圭人(3) 旭川大学 男子１部
59 予選 48-0731 細貝　尭哉(3) 東京農業大学 男子１部
60 予選 48-0167 鉢呂　世成(1) 龍谷大学 男子１部
61 予選 48-0353 冨手　信徳(4) 北海道東海大学 男子１部
62 予選 48-0038 豊田　孝樹(1) 法政大学 男子１部
63 予選 48-0080 服部　　広(2) 國學院大学 男子１部
64 予選 48-0107 前田　浩鑑(2) 東京農業大学 男子１部
65 予選 48-0730 君島　誉士(3) 東京農業大学 男子１部

予選 48-0186 瀧上　賢治(4) 中京大学 男子１部
予選 48-0644 中村　悠哉(3) 龍谷大学 男子１部
予選 48-0001 関　　真二(2) 中央大学 男子１部

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS
68 65 0 0 2

技術代表

中村　堅
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妙高高原　/　池の平



公式成績表

男子２部 1.3 km フリー スプリント
妙高高原 2008/01/13 開始時間 11:10 終了時間 11:39

 技術代表 中村　堅 SAJ  コース名 池の平白樺ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ

 アシスタント技術代表 長田　一政 SAJ  標高差 １３ｍ

 ﾚｰｽ・ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 三浦　優子 SAJ  極限登高標高差 ７３６ｍ

 SAJ派遣ジュリー 谷口　博文 SAJ  合計登高 １８ｍ

 競技委員長 池田　孝夫 池の平  全長 １．３ｋｍ

 周回数 １

 SF標高 ７３６ｍ

1 501 決勝 A 48-0093 野口　誉継(4) 信州大学 男子２部
2 507 決勝 A 48-0141 佐近　　航(4) 同志社大学 男子２部
3 509 決勝 A 48-0248 切石　真仁(4) 大東文化大学 男子２部
4 502 決勝 A 48-0018 藤井　昌弘(2) 専修大学 男子２部

5 504 決勝 B 48-0074 横田　詳英(2) 京都産業大学 男子２部
6 512 決勝 B 48-0075 平嶌　翔太(2) 京都産業大学 男子２部
7 503 決勝 B 48-0133 杉本　　諭(4) 立命館大学 男子２部
8 506 決勝 B 48-0338 塚原　平馬(1) 立命館大学 男子２部

9 513 準々決勝 48-0283 若井　陽介(4) 仙台大学 男子２部
10 514 準々決勝 48-0008 新田　浩瑛(1) 京都産業大学 男子２部
11 515 準々決勝 48-0028 髙村　幸一(1) 専修大学 男子２部
12 516 準々決勝 48-0241 村椿　浩康(1) 同志社大学 男子２部
13 505 準々決勝 48-0013 滝沢　　優(2) 慶応義塾大学 男子２部
14 508 準々決勝 48-0742 長田　政哉(3) 立命館大学 男子２部
15 510 準々決勝 48-0161 松田　雄大(3) 国士舘大学 男子２部
16 511 準々決勝 48-0041 長澤　　駿(1) 京都産業大学 男子２部

17 予選 48-0330 太平　　翔(1) 国士舘大学 男子２部
18 予選 48-0772 大屋　博充(3) 北海道大学 男子２部
19 予選 48-0188 安保　　伸(1) 大東文化大学 男子２部
20 予選 48-0315 町田　結希(1) 同志社大学 男子２部
21 予選 48-0033 野上　輝樹(4) 専修大学 男子２部
22 予選 48-0092 加茂　浩馬(2) 同志社大学 男子２部
23 予選 48-0085 長岐　優大(4) 北海道教育大学旭川校 男子２部
24 予選 48-0073 江口　貫真(2) 京都産業大学 男子２部
25 予選 48-0109 石黒　貴也(1) 大阪経済法科大学 男子２部
26 予選 48-0002 片山　桂輔(2) 大東文化大学 男子２部
27 予選 48-0729 五十嵐隆介(3) 北海道教育大学旭川校 男子２部
28 予選 48-0179 井上　陽介(1) 大東文化大学 男子２部
29 予選 48-0070 渡部　侑規(2) 仙台大学 男子２部
30 予選 48-0628 大下　陸也(3) 大阪産業大学 男子２部
31 予選 48-0143 中江　葉月(4) 同志社大学 男子２部
32 予選 48-0567 Ｄavid Praire(3) 北海道大学 男子２部
33 予選 48-0286 太平　　陽(4) 仙台大学 男子２部
34 予選 48-0336 中沢　建太(1) 国士舘大学 男子２部
35 予選 48-0642 小山　宗之(3) 仙台大学 男子２部
36 予選 48-0440 篠原欣司郎(4) 佛教大学 男子２部
37 予選 48-0653 島田壮一郎(4) 東京大学 男子２部
38 予選 48-0091 髙橋憲一郎(2) 国士舘大学 男子２部
39 予選 48-0357 坂田　　章(4) 東北福祉大学 男子２部
40 予選 48-0773 寺田　周平(3) 北海道大学 男子２部
41 予選 48-0540 日髙　和弥(1) 東京大学 男子２部
42 予選 48-0661 中山　諒吾(4) 一橋大学 男子２部
43 予選 48-0348 松山　章吾(4) 大阪産業大学 男子２部
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ジュリー コース データ

順位 Bib ラウンド
SAJ
コード

名前 所属名 クラス

秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯

第８１回全日本学生スキー選手権大会

妙高高原　/　池の平



秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯

第８１回全日本学生スキー選手権大会

公式成績表

男子２部 1.3 km フリー スプリント
妙高高原 2008/01/13 開始時間 11:10 終了時間 11:39

44 予選 48-0162 大丸　竜矢(4) 国士舘大学 男子２部
45 予選 48-0064 佐藤　勇太(2) 東北福祉大学 男子２部
46 予選 48-0245 五十嵐理人(2) 北海道大学 男子２部
47 予選 48-0371 田辺　　聡(3) 一橋大学 男子２部
48 予選 48-0418 春名　匡史(4) 信州大学 男子２部
49 予選 48-0514 大沼　拓矢(3) 北海道大学 男子２部
50 予選 48-0110 姫野　大地(2) 信州大学 男子２部
51 予選 48-0065 小船　治人(2) 東北福祉大学 男子２部
52 予選 48-0468 渡辺　　慧(2) 一橋大学 男子２部
53 予選 48-0243 鈴木　貞允(2) 東京大学 男子２部
54 予選 48-0163 小寺　和樹(1) 佛教大学 男子２部
55 予選 48-0063 駒井　宏紀(2) 佛教大学 男子２部
56 予選 48-0259 足立　　翔(1) 東北学院大学 男子２部
57 予選 48-0077 大森　宏信(2) 東北学院大学 男子２部
58 予選 48-0090 寺門　佳文(2) 亜細亜大学 男子２部
59 予選 48-0452 讃井　貴彦(2) 一橋大学 男子２部
60 予選 48-0329 保田　一光(3) 東北大学 男子２部
61 予選 48-0456 新庄　将人(3) 信州大学 男子２部
62 予選 48-0244 秋元　健太(4) 東北学院大学 男子２部
63 予選 48-0663 石田　哲也(4) 一橋大学 男子２部
64 予選 48-0079 中村　祐介(2) 東北学院大学 男子２部
65 予選 48-0533 曽明　信彦(2) 信州大学 男子２部
66 予選 48-0214 豊田　将秀(1) 慶応義塾大学 男子２部
67 予選 48-0376 太田　哲夫(2) 東京大学 男子２部

予選 武田　健悟(1) 京都大学 男子２部

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS
68 67 0 0 1

技術代表

中村　堅
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