
男男男男 １本本ススススススス
ジジスス コススコスス

技技技技 水水 奈奈奈 岐岐 コスス名            
主主 横横　　良 新新 志賀山回転

競技競競競 横本　貴貴 競長 スススス地地地地    1540.0 m
フフフフフジ地地地地 1355.0 m
地地標              185.0 m
コスス公公№        SAJ04-GS-81

１本本 ２本本

コススコフスス 源水　道道 栃栃 コススコフスス 玉玉　祐祐 北北道

前前前      -A- 常水　真真 競長 前前前      -A- 常水　真真 競長

-B- 橘　　優優 福福 -B- 橘　　優優 福福

-C- 徳徳　希希 競長 -C- 徳徳　希希 競長

-D- 小水小小優 競長 -D- 小水小小優 競長

旗旗旗 OPEN 旗旗旗 OPEN
開開開開 開開開開

Bib SAJｺｺｺｺ 氏名 県　名 所所 開開 C.P
1 03018262 遠遠 暢暢 秋水 角角地角 _______ 52.15
2 03019674 権水 武武 栃栃 足足足足足所地足足 _______ 48.91
3 03017770 津長津 広足 競長 白白地角 _______ 48.25
4 03020134 長野 雪雪 北北道 札札札札地角 _______ 47.25
5 03018822 永野 壮白 秋水 角角地角 _______ 35.15
6 03019321 手手 足利 競長 日本ｳｳｳｳｳ競長地角 _______ 49.69
7 03019185 佐遠 レレレ 北北道 北北地角 _______ 37.42
8 03018502 遠遠 悠 横山 九九足九 _______ 48.65
9 03018091 関関 誠 北北道 小小小小地角 _______ 46.55

10 03020378 葛葛 福福 北北道 小小小小地角 _______ 43.47
11 03018811 直直 優優 北北道 小小小小地角 _______ 40.77
12 03019048 北照 健健 岩手 盛盛盛奈地角 _______ 49.84
13 03018084 盛福 崇崇 栃栃 足足足足所地角 _______ 41.51
14 03017767 深野 嵩嵩 栃栃 足足足足所地角 _______ 47.21
15 03018035 五五五 瑞希 横山 日足横山地足足角 _______ 51.53
16 03019202 横津 錬 栃栃 足足足足足所地足足 _______ 52.73
17 03019224 横本 小貴 競長 盛長中中角地角 _______ 53.03
18 03019616 鎌水 宇宇 秋水 角角地角 _______ 55.34
19 03019187 原水 望 北北道 小小小小地角 _______ 56.48
20 03019212 河長 足大 競長 飯横地角 _______ 56.81
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Bib SAJｺｺｺｺ 氏名 県　名 所所 開開 C.P
21 03018354 横山 平 広福 加加地角加北加角 _______ 57.80
22 03018903 鈴栃 幸幸 北北道 小小小小地角 _______ 58.09
23 03019657 下 康奈 石玉 鶴鶴地角 _______ 58.18
24 03019037 栃木 颯颯 北北道 小小小小地角 _______ 58.47
25 03020410 奈良奈 優足 新新 八北地角 _______ 60.51
26 03020256 濱水 札希 北北道 小小小小地足足角 _______ 60.71
27 03019249 髙髙 駈駈 競長 競長長長地角 _______ 61.48
28 03018474 平照 颯白 競長 競長長長地角 _______ 61.49
29 03020147 今木 心心 北北道 旭玉旭旭地角 _______ 61.94
30 03018274 地髙 侑侑 新新 八北地角 _______ 62.03
31 03017782 武木 勇勇 競長 盛長中中角地角 _______ 62.76
32 03018796 佐佐栃 櫂 北北道 札札札札地角 _______ 62.83
33 03019831 上木 脩優 新新 六日六地角 _______ 65.10
34 03017875 西西 匠真 競長 白白地角 _______ 66.92
35 03018974 盛木 騎騎 横山 日足横山地足足角 _______ 67.12
36 03017913 洞洞 誠誠 岐岐 勇飛飛盛地角 _______ 67.68
37 03018532 寒河直 清清 横山 横山山山地足足角 _______ 68.32
38 03016498 玉上 勇貴 群白 共共足九地足足角 _______ 68.40
39 03017915 木照 翔 岐岐 勇飛飛盛地角 _______ 68.71
40 03018639 内遠 裕平 北北道 旭玉旭旭地角 _______ 69.02
41 03018027 希長 翔勇 群白 沼水地角 _______ 69.33
42 03019712 峰木 知知 新新 関関足九地角 _______ 69.40
43 03018511 五五五 玲 横山 日足横山地足足角 _______ 70.21
44 03019734 遠水 駿駿 北北道 小小小小地角 _______ 71.13
45 03018641 芳志 芽奈 北北道 札札札札地角 _______ 72.69
46 03017958 浅玉 岳岳 北北道 小小小小地角 _______ 73.18
47 03018425 溝照 陽陽 福福 猪猪技地足足角 _______ 76.30
48 03020424 三三 圭駿 秋水 花花地角 _______ 76.50
49 03017760 安水 琢琢 競長 飯横地角 _______ 76.63
50 03019333 石石 心心 秋水 角角地角 _______ 76.81
51 03018665 結結 圭圭 北北道 名名地角 _______ 76.81
52 03018424 希 逢逢 福福 南南津地足足角 _______ 81.63
53 03019728 横下 希希 岩手 平平地角 _______ 82.07
54 03019016 山脇 柊柊 東東 日本日日足足日原地 _______ 82.45
55 03019981 斉遠 東真 横山 横山山山地足足角 _______ 82.55
56 03018307 奥 裕裕裕 岩手 盛盛札三地角 _______ 83.33
57 03020290 盛玉 顕 北北道 北北足九札札地角 _______ 84.05
58 03020033 鈴栃 麻奈 東東 中立立立地足足角 _______ 84.25
59 03020030 小玉 竜柊 横山 日足横山地足足角 _______ 86.78
60 03018629 盛横 紘心 福福 南南津地足足角 _______ 86.95
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Bib SAJｺｺｺｺ 氏名 県　名 所所 開開 C.P
61 03020298 相野 蓮 北北道 東北足足足所札札地 _______ 89.22
62 03020130 玉水 遥岳 北北道 滝玉西地角 _______ 89.23
63 03019176 足髙 武暢 新新 関関足九地角 _______ 91.80
64 03019624 阿阿 宗平 秋水 花花地角 _______ 93.26
65 03019830 森横 優太 競長 競長長長地角 _______ 94.27
66 03018022 平長 優札 福福 若若若山地足足角 _______ 94.65
67 03019714 淡淡 北地 青森 東奥東東地角 _______ 95.22
68 03020044 沓野 駈優宇 秋水 湯湯翔北地角 _______ 96.33
69 03019629 千水 隼 秋水 角角地角 _______ 97.09
70 03019982 小長 叡知 横山 鶴盛山山地足足角 _______ 97.18
71 03018799 宮宮 翼 北北道 倶知安地角 _______ 98.72
72 03019918 水木 柊陽 埼玉 中立新立地角 _______ 98.93
73 03018042 半関 宝良 新新 六日六地角 _______ 99.46
74 03020299 宍関 駈岳 北北道 恵恵南地角 _______ 101.29
75 03017788 西木 桔桔 競長 白白地角 _______ 102.33
76 03017787 小切切 冬冬 競長 白白地角 _______ 103.17
77 03019044 椎栃 基基 鳥鳥 米男北地足足角 _______ 107.39
78 03017759 福横 修 青森 東奥東東地角 _______ 110.05
79 03019595 峯峯 陽 横山 横山盛奈地角 _______ 113.25
80 03016411 濱長 弘足 東東 中立立立地足足角 _______ 115.27
81 03019358 桐奈 真真祐 岐岐 岐岐札札地角 _______ 117.35
82 03019369 裕木 柊柊 岐岐 勇飛地横地角 _______ 118.48
83 03018813 若松 徹平 北北道 小小小小地角 _______ 121.46
84 03019623 小西 翔颯裕 秋水 角角地角 _______ 121.69
85 03020582 盛長中 慶足 青森 柴水足九地角 _______ 123.39
86 03019518 盛木 優太 群白 嬬嬬地角 _______ 123.56
87 03018568 森下 喬祐 福照 足長地角 _______ 126.19
88 03020813 小立 陸翔 競長 飯横地角 _______ 127.42
89 03020145 横本 遥 北北道 北北足九札札地角 _______ 128.62
90 03020326 佐遠 裕暢 横山 日足横山地足足角 _______ 129.88
91 03018584 笹森 虎 北北道 北北地角 _______ 130.54
92 03020153 稲小 陽奈 東東 多多足足本多地足足 _______ 134.47
93 03019937 石玉 足大 北北道 旭玉旭旭地角 _______ 135.93
94 03018975 石玉 裕圭 福照 足長地角 _______ 136.97
95 03019272 磯磯 櫂 競長 上水西地角 _______ 140.11
96 03020286 盛本 侑 北北道 札札札札地角 _______ 141.39
97 03019217 伊遠 冴奈 競長 小北地角 _______ 142.16
98 03019378 杉水 開岳 横山 日足横山地足足角 _______ 147.16
99 03019398 足沼 希翔 宮結 足磯盛奈地角 _______ 149.77

100 03017907 吉旗 拳拳 兵兵 木盛地角 _______ 151.34
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Bib SAJｺｺｺｺ 氏名 県　名 所所 開開 C.P
101 03019913 塩水 優祐 栃栃 優新足作地足足角 _______ 152.10
102 03019104 松野 崇優 埼玉 ふふふ長地角 _______ 156.59
103 03020961 足内 慶祐 横山 横山盛奈地角 _______ 156.92
104 03019962 梅津 颯麻 横山 九九足九 _______ 162.61
105 03019215 国本 太良 競長 白白地角 _______ 163.88
106 03019194 輿水 遥暢 競長 小北地角 _______ 164.47
107 03019222 徳竹 天優 競長 競長県盛長中中角地 _______ 164.66
108 03019223 船本 力奈 競長 競長県競長地足足角 _______ 166.94
109 03019332 細福 涼太 茨結 古河盛足立日足角 _______ 169.00
110 03019825 上木 千福 新新 関関足九地角 _______ 176.00
111 03020227 杉水 夏夏 千小 千小若千足足足所地 _______ 176.70
112 03018962 富水 雄足 飛奈玉 桐桐足九地足足角 _______ 180.79
113 03019112 横下 颯岳 共知 美大地角 _______ 192.93
114 03018414 佐佐栃 康颯 福関 真上地角 _______ 206.07
115 03019605 後遠 昂中 滋志 比叡横地角 _______ 213.52
116 03020538 髙髙 九里 競長 競長県長西地足足角 _______ 230.20
117 03019393 玉磯 響希 競長 飯横地角 _______ 254.00
118 03019975 小若 足大 横山 九九足九 _______ 280.78
119 03021526 鳥柊 足嵩 三三 暁地足足角 _______ 288.64
120 03020183 鶴鶴 諒足 盛横 松倉若山地角 _______ 352.88
121 03021854 八八 札希 競長 飯横地角 _______ 409.38
122 03024061 中渡 颯優裕 横山 日本足足旭誠地足足 _______ 409.62
123 03022139 盛西 冬冬 佐志 佐志県中小結地足足 _______ 791.60
124 03020780 庄柊 光光 足大 追手旗足作足手前 _______
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