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41 深澤　駿太 小谷中学校 長野 少年
42 上杉　倫平 与野南中学校 埼玉 少年
43 国井　昌樹 富士通川崎 神奈川 成年
44 馬場　慎平 妙高高原中学校 新潟 少年
45 髙橋　剛流 米沢工業高校 山形 少年
46 中澤　拓哉 草津中学校 群馬 少年
47 山川　伶欧 妙高中学校 新潟 少年
48 古谷　友希 明治大学 学連 成年
49 小川　　顕 ＦＩＴ　ＳＫＩ 北海道 成年
50 夏堀　福也 桜丘中学校 東京 少年
51 山本　　礼 草津中学校 群馬 少年
52 山口　智也 九里学園高校 山形 少年
53 山﨑　叶太郎 上越教育大附属中学校新潟 少年
54 森　　鷲太 専修大学 学連 成年
55 尾形　聖尚 九里学園高校 山形 少年
56 矢口　昂太 小谷中学校 長野 少年
57 陸川　大空 新井高校 新潟 少年
58 小野沢　泰雅 山ノ内中学校 長野 少年
59 小柳　　大 専修大学 学連 成年
60 村上　純人 法政大学 学連 成年
61 榎本　大斗 八海高校 新潟 少年
62 下川　慎司 白馬高校 長野 少年
63 佐藤　友星 日本大学 学連 成年
64 板倉　勝音 新井高校 新潟 少年
65 鈴木　寛太 小谷中学校 長野 少年
66 山田　和也 東洋大学 学連 成年
67 上村　亮介 白馬村ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 長野 成年
68 村田　浩道 日産ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ 神奈川 成年
69 山本　侑弥 飯山高校 長野 少年
70 村本　直樹 明治大学 学連 成年
71 相生　啓佑 日本大学 学連 成年
72 山中　隆寛 専修大学 学連 成年
73 栗田　将喜 近畿大学 学連 成年
74 清水　航太 早稲田大学 学連 成年
75 重田　　宙 日本大学 学連 成年
76 黒川　暁稀 札幌大学 学連 成年
77 高澤　　健 日本大学 学連 成年
78 網野　基輝 日本大学 学連 成年
79 西方　優人 飯山高校 長野 少年
80 山中　規暉 東海大学札幌高校 北海道 少年
81 横川　大也 白馬高校 長野 少年
82 山本　令壱 日本大学 学連 成年
83 平田　悠理 小谷中学校 長野 少年
84 山根　和治 札幌日大高校 北海道 少年
85 中村　正幹 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団北海道 少年
86 松沢　大翔 白馬高校 長野 少年
87 畔上　祥吾 飯山高校 長野 少年
88 傳田　翁玖 岐阜日野自動車 岐阜 成年
89 髙田　真亜稀 九里学園高校 山形 少年
90 三ヶ田　泰良 明治大学 学連 成年
91 永井　陽一 八幡平ｽｷｰ連盟 岩手 成年
92 渡部　大輝 明治大学 学連 成年
93 東澤　優輝 東海大学 学連 成年
94 山本　涼太 早稲田大学 学連 成年

Print Date: Thu 30 Aug 2018  Print Time: 09:01 Page: 1/ 3

試技 1本目

全日本スキー連盟A級公認

ドコモカップ

第18回妙高サマージャンプ大会



全日本スキー連盟A級公認

ドコモカップ

第18回妙高サマージャンプ大会

スタートリスト

ノーマルヒルスペシャルジャンプ - 1本目

新潟県妙高高原赤倉シャンツェ 2018/09/02 試技     1本目

Bib 名前 所属 県名 クラス 速度 飛距離 ゲート 速度 飛距離 得点 順位

[km/h] [m] [km/h] [m]

95 曽根原　郷 東京美装ｸﾞﾙｰﾌﾟｽｷｰ部北海道 成年
96 清水　亜久里 ﾕｰｸﾞﾚﾅｽｷｰ部 新潟 成年
97 佐藤　　瑶 明治大学 学連 成年
98 高橋　佳佑 盛岡中央高校 岩手 少年
99 清水　建吾 日本大学 学連 成年

100 小山内　鴻佑 東海大学 学連 成年
101 木村　吉大 専修大学 学連 成年
102 横川　良太 白馬村ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 長野 成年
103 斉藤　祐輝 東海大学 学連 成年
104 宮﨑　　諒 飯山高校 長野 少年
105 谷地　　宙 盛岡中央高校 岩手 少年
106 小林　朔太郎 長野原高校 群馬 少年
107 日下　瑠基 下川商業高校 北海道 少年
108 湊　　祐介 阿仁ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 秋田 成年
109 尾形　優也 東海大学 学連 成年
110 柴草　陽祐 盛岡工業高校職 岩手 成年
111 船木　和喜 ＦＩＴ　ＳＫＩ 北海道 成年
112 池田　龍生 蘭越ｽｷｰ連盟 北海道 少年
113 馬淵　　点 （株）イトイ産業 北海道 成年
114 山元　一馬 早稲田大学 学連 成年
115 小林　龍尚 盛岡中央高校 岩手 少年
116 中村　愛斗 飯山高校 長野 少年
117 小山　　祐 岐阜日野自動車 岐阜 成年
118 竹花　健汰 明円ｸﾞﾙｰﾌﾟｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北海道 成年
119 木下　雄登 東海大学 学連 成年
120 黒川　　龍 札幌大学 学連 成年
121 傳田　英郁 早稲田大学 学連 成年
122 大井　　駿 札幌日大高校 北海道 少年
123 工藤　漱太 下川商業高校 北海道 少年
124 宮﨑　敬太 東海大学 学連 成年
125 渡部　陸太 東京美装ｸﾞﾙｰﾌﾟｽｷｰ部北海道 成年
126 伊藤　将充 土屋ホーム 北海道 成年
127 永井　健弘 盛岡市役所 岩手 成年
128 栗田　力樹 明治大学 学連 成年
129 永峯　寿樹 明治大学 学連 成年
130 西森　海翔 東海大学 学連 成年
131 山川　太朗 東海大学 学連 成年
132 駒場　信哉 東京美装ｸﾞﾙｰﾌﾟｽｷｰ部北海道 成年
133 伊藤　謙司郎 雪印メグミルクｽｷｰ部北海道 成年
134 竹花　大松 東海大学札幌高校 北海道 少年
135 二階堂　蓮 下川商業高校 北海道 少年
136 作山　憲斗 北野建設 長野 成年
137 細田　将太郎 北翔大学ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北海道 成年
138 原田　侑武 雪印メグミルクｽｷｰ部北海道 成年
139 清水　礼留飛 雪印メグミルクｽｷｰ部北海道 成年
140 佐藤　慧一 雪印メグミルクｽｷｰ部北海道 成年
141 藤田　慎之介 東海大学札幌高校 北海道 少年
142 渡部　弘晃 東京美装ｸﾞﾙｰﾌﾟｽｷｰ部北海道 成年
143 佐藤　幸椰 雪印メグミルクｽｷｰ部北海道 成年
144 栃本　翔平 雪印メグミルクｽｷｰ部北海道 成年
145 内藤　智文 古河市ｽｷｰ協会 茨城 成年
146 中村　直幹 東海大学 学連 成年
147 岩佐　勇研 東京美装ｸﾞﾙｰﾌﾟｽｷｰ部北海道 成年
148 伊東　大貴 雪印メグミルクｽｷｰ部北海道 成年
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149 竹内　　択 北野建設 長野 成年
150 葛西　紀明 土屋ホーム 北海道 成年
151 小林　陵侑 土屋ホーム 北海道 成年
152 小林　潤志郎 雪印メグミルクｽｷｰ部北海道 成年
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