
この大会は、（財）地域活性化センターのスポーツ

拠点づくり推進事業の支援を受けて実施しています。

第３１回全国高等学校選抜スキー大会
全日本スキー連盟A級公認

公式成績表

男子 1.2 km スプリント クラシカル

野沢温泉／長野 2019/02/28 開始時間 10:00 終了時間 12:45

 技術代表 下澤　弘嘉 SAJ  コース名 南原クロスカントリーコース

 技術代表アシスタント 武田　定純 SAJ  標高差 ２３ｍ

 競技委員長 市川　　昭 NSC  合計登高 ３０ｍ

 全長 １．２ｋｍ

 周回数 １

1 109 決勝 A 01306116 池邊 刀那(3) おといねっぷ美術工芸高校 北海道
2 105 決勝 A 01305959 髙橋 汰門(3) 飯山高校 長野
3 107 決勝 A 01305641 長屋 圭悟(3) 恵庭南高校 北海道
4 106 決勝 A 01306441 小島 宙輝(2) 飯山高校 長野
5 108 決勝 A 01305725 広瀬 崚(3) 雄山高校 富山
6 102 決勝 A 01306751 菊地 哲(2) 九里学園 山形

7 104 準決勝 01306084 伊藤 玲緒(3) 旭川大学高校 北海道
8 111 準決勝 01306414 森 龍希(2) 飯山高校 長野
9 103 準決勝 01306577 森口 翔太(2) 恵庭南高校 北海道

10 110 準決勝 01305838 横山 開世(3) 花輪高校 秋田
11 101 準決勝 01306290 橋本 礼徳(2) 飯山高校 長野
12 114 準決勝 01305993 上村 祐輔(3) 小出高校 新潟

13 112 準々決勝 01307220 笠原 将(1) 中野立志館高校 長野
14 115 準々決勝 01307099 関 綜一郎(1) 十日町高校 新潟
15 118 準々決勝 01306439 小嶋 大聖(2) 小千谷高校 新潟
16 113 準々決勝 01305723 郷津 知哉(3) 白馬高校 長野
17 117 準々決勝 01306396 小林 皓生(2) 飯山高校 長野
18 125 準々決勝 01306924 大堰 徳(1) 盛岡南高校 岩手
19 129 準々決勝 01306659 上平 晃也(2) 秋田北鷹高校 秋田
20 130 準々決勝 01305983 小野塚 敢太(3) 十日町高校 新潟
21 119 準々決勝 01306485 山川 走(2) 新井高校 新潟
22 120 準々決勝 01306643 長岡 渓汰(3) おといねっぷ美術工芸高校 北海道
23 123 準々決勝 01306014 髙橋 出海(3) 十日町総合高校 新潟
24 126 準々決勝 01306633 戸松 秀斗(2) 旭川北高校 北海道
25 127 準々決勝 01306940 堀部 慈生(1) 秋田北鷹高校 秋田
26 116 準々決勝 01307222 藤沢 樹(1) 中野立志館高校 長野
27 121 準々決勝 01305767 星野 誉貴(3) 利根商業高校 群馬
28 122 準々決勝 01306397 清水　 直也(2) 飯山高校 長野
29 124 準々決勝 01306391 湯本 幸耶(2) 中野立志館高校 長野
30 128 準々決勝 01306453 髙橋 幸也(2) 十日町総合高校 新潟

31 予選 01306841 沓掛 隼士(1) 飯山高校 長野
32 予選 01305853 西本 ひのき(3) 加計高校芸北分校 広島
33 予選 01306834 沼田 唯聖(1) 飯山高校 長野
34 予選 01306015 竹内 魁(3) 新井高校 新潟
35 予選 01306592 吉田 理玖(3) 富良野高校 北海道
36 予選 01306049 山本 大晴(3) 六日町高校 新潟
37 予選 01307974 畠山 侑也(1) 花輪高校 秋田
38 予選 01305829 進藤 洸太(3) 花輪高校 秋田
39 予選 01306086 小林 隆成(3) 恵庭南高校 北海道
40 予選 01306022 中俣 日向(3) 六日町高校 新潟
41 予選 01305879 青木 力杜(3) 中野立志館高校 長野
42 予選 01306157 北出 竜之介(3) 鶴来高校 石川
43 予選 01306851 野﨑 太一(1) 飯山高校 長野
44 予選 01305985 小野塚 航太(3) 松代高校 新潟
45 予選 01306044 山﨑 凌(3) 十日町総合高校 新潟
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46 予選 01306473 林 結翔(3) 小出高校 新潟
47 予選 01307340 馬渕 紘人(1) 恵庭南高校 北海道
48 予選 01307202 舟山 大陸(1) 九里学園 山形
49 予選 01307025 畠山 怜(1) 花輪高校 秋田
50 予選 01306421 猪又 虹輔(2) 十日町総合高校 新潟
51 予選 01306072 嶋田 悠二(3) 長野高専 長野
52 予選 01305833 木村 賢太郎(3) 秋田北鷹高校 秋田
53 予選 01307068 小鮒 響暉(1) 会津工業高校 福島
54 予選 01305891 千野 竜河(3) 飯山高校 長野
55 予選 01307117 福原 健太(1) 十日町高校 新潟
56 予選 01306673 門脇 匠(3) 秋田北鷹高校 秋田
57 予選 01306492 渡邉 澪音(2) 十日町総合高校 新潟
58 予選 01306395 小坂 飛翔(2) 飯山高校 長野
59 予選 01306433 鴨井 岳士(2) 新井高校 新潟
60 予選 01306386 徳竹 幸也(2) 中野立志館高校 長野
61 予選 01306227 鏑木 光(2) 尾瀬高校 群馬
62 予選 01307027 久保 飛雅(1) 盛岡南高校 岩手
63 予選 01307108 長井 柊平(1) 十日町高校 新潟
64 予選 01307094 坂井 冠太(1) 十日町高校 新潟
65 予選 01306262 松本 祥汰(2) 嬬恋高校 群馬
66 予選 01307975 湯田　 知宙(1) 猪苗代高校 福島
67 予選 01307389 小森 克樹(2) 秋田北鷹高校 秋田
68 予選 01306261 黒岩 翔(2) 利根商業高校 群馬
69 予選 01305958 幾田 林太郎(3) 白馬高校 長野
70 予選 01307411 上田 千春(1) 名寄産業高校 北海道
71 予選 01306103 金子 巧(3) 恵庭南高校 北海道
72 予選 01306750 栗原 諒大(2) 九里学園 山形
73 予選 01306808 山中 陽都(2) 加計高校芸北分校 広島
74 予選 01305710 工藤 隼人(3) おといねっぷ美術工芸高校 北海道
75 予選 01306098 髙橋 海人(3) 飯山高校 長野
76 予選 01306390 山本 景(2) 中野立志館高校 長野
77 予選 01305839 佐藤 麗白(3) 秋田北鷹高校 秋田
78 予選 01307104 田村 一磨(1) 十日町高校 新潟
79 予選 01308006 樋口 優輝(2) 角館高校 秋田
80 予選 01306497 上迫 拓弥(2) 加計高校芸北分校 広島
81 予選 01306254 中洞 春貴(3) 飛騨神岡高校 岐阜
82 予選 01305984 小野塚 光星(3) 十日町高校 新潟
83 予選 01307032 吉田 悠二(1) 盛岡南高校 岩手
84 予選 01305883 髙相 幸世(3) 中野立志館高校 長野
85 予選 01305765 西木 励仁(3) 富良野高校 北海道
86 予選 01306543 上山 倖大(2) 盛岡南高校 岩手
87 予選 01305886 山本 啓将(3) 中野立志館高校 長野
88 予選 01307101 髙橋 恵大(1) 十日町高校 新潟
89 予選 01306688 山石 大介(2) 恵庭南高校 北海道
90 予選 01306634 富田 征樹(2) 富良野高校 北海道
91 予選 01307963 青野 叶夢(1) 富良野高校 北海道
92 予選 01306229 萩原 悠己(2) 利根実業高校 群馬
93 予選 01306846 本山 大雅(1) 中野立志館高校 長野
94 予選 01306394 大日方 一貴(2) 飯山高校 長野
95 予選 01306663 藤田 海輝(2) 花輪高校 秋田
96 予選 01306404 吉越 太良(2) 飯山高校 長野
97 予選 01307198 加藤 柚生(2) 新庄南高等学校金山校 山形
98 予選 01306686 藤本 航平(2) 恵庭南高校 北海道
99 予選 01306671 木村 直希(2) 花輪高校 秋田

100 予選 01305812 谷口 晴基(3) 高山工業高校 岐阜
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101 予選 01306415 湯本 樹(2) 中野立志館高校 長野
102 予選 01306845 栗林 侑希(1) 中野立志館高校 長野
103 予選 01306942 岩本 翔(1) 飛騨高山高校 岐阜
104 予選 01306178 佐藤 豪季(2) 猪苗代高校 福島
105 予選 01306658 桝家 駿之介(2) 勝山高校 福井
106 予選 01307364 森岡 岳(3) 村岡高校 兵庫
107 予選 01307162 山田 龍輔(1) 秋田北鷹高校 秋田
108 予選 01306636 細川 徹哉(2) 東川高校 北海道
109 予選 01305724 川除 大輝(3) 雄山高校 富山
110 予選 01306387 成沢 啓汰(2) 中野立志館高校 長野
111 予選 01308166 松田 凜(2) 大谷高校 京都
112 予選 01306639 松田 裕士(2) 富良野高校 北海道
113 予選 01307349 木綿 啓太(1) 富良野高校 北海道
114 予選 01308629 小林 歩夢(1) 猪苗代高校 福島
115 予選 01306662 成田 快斗(2) 十和田高校 秋田
116 予選 01306553 八重樫 海斗(2) 盛岡南高校 岩手
117 予選 01307054 駒井 夏人(1) 利根商業高校 群馬
118 予選 01306056 小俣 尚悟(3) 飯山高校 長野
119 予選 01307425 柴田　 優也(1) 新庄南高等学校金山校 山形
120 予選 01306518 内藤 蒼(2) 鶴来高校 石川
121 予選 01307718 長嶺 武(3) 北杜高校 山梨
122 予選 01307952 フィンドレー 元(1) 富良野高校 北海道
123 予選 01306500 宮地 孝弥(2) 加計高校芸北分校 広島
124 予選 01307298 土池 真斗(1) 東川高校 北海道
125 予選 01306580 三上 玲央(2) 下川商業高校 北海道
126 予選 01306534 曽根 崚太(2) 愛工大名電高等学校 愛知
127 予選 01306669 山田 慎之介(2) 秋田北鷹高校 秋田
128 予選 01307982 星 そら(2) 南会津高校 福島
129 予選 01307248 北山 俊介(1) 勝山高校 福井
130 予選 01308294 筑波 友斗(2) 高島高校 滋賀
131 予選 01306921 山上 颯矢(1) 高山工業高校 岐阜
132 予選 01308838 松井 星涼(1) 高島高校 滋賀
133 予選 01306635 橋場 陸(2) 東川高校 北海道
134 予選 01307251 河本 海(1) 米子北高校 鳥取
135 予選 01307252 内藤 颯一郎(1) 米子北高校 鳥取
136 予選 01308837 岸 侃弥(1) 高島高校 滋賀
137 予選 01306930 上田 英士(2) 村岡高校 兵庫
138 予選 01306933 出口 満博(1) 報徳学園高校 兵庫
139 予選 01307528 尾上 大悟(1) 報徳学園高校 兵庫
140 予選 01307539 山本 翔太郎(3) 大谷高校 京都
141 予選 01307352 野坂 勇二朗(1) 米子松蔭高等学校 鳥取
142 予選 01307323 吉井 将(1) 東邦大学付属東邦高校 千葉
143 予選 01306832 髙島 侑希(1) 下高井農林高校 長野
144 予選 01306936 堀 秀宇(1) 報徳学園高校 兵庫
145 予選 01306837 山下 響生(1) 上田染谷丘高校 長野
146 予選 01308357 釘﨑 勇真(2) 拓大紅陵高校 千葉
147 予選 01306687 三橋 昇平(2) 恵庭南高校 北海道
148 予選 01308291 小原 寛斗(2) 北杜高校 山梨
149 予選 01307900 蓑輪 龍幸(3) 拓大紅陵高校 千葉
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雪温 気温
10:00  雨  ウエット 0℃ 4℃ 77％ 無風
11:30  曇り  ウエット 0℃ 6℃ 70％ 無風

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
149 149 0 0 0 0

技術代表 セクレタリー

下澤　弘嘉 佐藤　金二
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