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競技/種別 出場選手名 成績 記 録 備　考

男子 回転 及川 貴寛 18位 1:48.61(55.25/53.36)
松本 勲人 － － 2本目途中棄権
大越 龍之介 － － 1本目途中棄権
小林 大郁 － － 2本目途中棄権
中村 和司 － － 2本目途中棄権

男子 大回転 大越 龍之介 17位 1:55.89 (57.84/58.05)
松本 勲人 27位 1:56:68 (58.06/58.62)
及川 貴寛 33位 1:57.65 (58.69/58.96)
高澤 伸 － － 2本目途中棄権
小林 大郁 － － 1本目失格
中村 和司 － － 2本目途中棄権

男子 スーパーＧ 松本 勲人 24位 1:09.19 タイム差2.31
小林 大郁 31位 1:10.12 タイム差3.24
高澤 伸 33位 1:10.30 タイム差3.42
中村 和司 35位 1:10.61 タイム差3.73
大越 龍之介 － － 途中棄権
及川 貴寛 － － 途中棄権

男子 複合 松本 勲人 22位 1:52.97 (SL 48.23/SG 1:04.74)
及川 貴寛 27位 1:53.63 (SL 49.47/SG 1:04.16)
大越 龍之介 38位 1:54.83 (SL 49.63/SG 1:05.20)
高澤 伸 44位 1:56.19 (SL 50.72/SG 1:05.47)
小林 大郁 45位 1:56.60 (SL 50.07/SG 1:06.53)
中村 和司 47位 1:57.16 (SL 51.05/SG 1:06.11)

女子 回転 水口 かおり 10位 1:47.83 (53.70/54.13)
金子 未里 13位 1:48.56 (54.07/54.49)
千重 彩華 － － 2本目途中棄権
向川 桜子 － － 1本目途中棄権
井出 菜月 － － 2本目途中棄権
岡本 乃絵 － － 2本目途中棄権

女子 大回転 金子 未里 6位 1:54.66 (57.12/57.54) 入賞
水口 かおり 17位 1:55.60 (57.38/58.22)
向川 桜子 19位 1:55.83 (58.43/57.40)
千重 彩華 25位 1:56.29 (58.20/58.09)
井出 菜月 29位 1:57.54 (59.04/58.50)
岡本 乃絵 40位 1:58.78 (59.84/58.94)

女子 スーパーＧ 向川 桜子 21位 1:13.40
水口 かおり 26位 1:13.99
井出 菜月 29位 1:14.02
千重 彩華 33位 1:14.26
金子 未里 40位 1:14.86
岡本 乃絵 47位 1:16.31

女子 複合 水口 かおり 12位 1:55.73 (SL 48.09/SG 1:07.64)
金子 未里 14位 1:56.11 (SL 48.23/SG 1:07.88)
千重 彩華 － － 1本目失格
向川 桜子 － － 1本目失格
井出 菜月 － － 1本目失格
岡本 乃絵 － － 2本目失格

男子 10kmクラシカル レンティング 陽サミュエル 2位 26:38.4 銀メダル
柏原 暢仁 15位 27:54.3
立崎 幹人 21位 28:07.5
吉田 悠真 24位 28:30.2
小山内 優太 31位 28:47.7

男子 30kmフリー レンティング 陽サミュエル 8位 1:18:41.4 タイム差+1:21.9 入賞
吉田 悠真 9位 1:19:01.6 タイム差+1:42.1
柏原 暢仁 11位 1:19:04.7 タイム差+1:45.2
立崎 幹人 20位 1:21:02.5 タイム差+3:43.0
小山内 優太 25位 1:22:48.2 タイム差+5:28.7

男子 スプリント 柏原 暢仁 12位 － B決勝6位
立崎 幹人 14位 － 準決勝敗退
小山内 優太 16位 － 準決勝敗退
レンティング 陽サミュエル 40位 － 予選敗退
吉田 悠真 46位 － 予選敗退

男子 4×10kmリレー 4位 1:42:35.4 タイム差+1:50.6 入賞

男子 パシュート レンティング 陽サミュエル 8位 45:30.8 タイム差+1:32.1 入賞
吉田 悠真 15位 46:12.0 タイム差+2:13.3
小山内 優太 16位 46:26.2 タイム差+2:27.5
柏原 暢仁 18位 46:41.1 タイム差+2:42.4
立崎 幹人 21位 46:57.5 タイム差+2:58.8

女子 5kmクラシカル 安部 梨沙 11位 15:50.7
笠原 千裕 13位 15:58.9
古谷 沙理 30位 16:39.7
本山 育未 34位 16:48.8

女子 15kmフリー 安部 梨沙 8位 45:03.2 タイム差+1:30.0 入賞
笠原 千裕 14位 46:58.4 タイム差+3:25.2
古谷 沙理 15位 47:00.9 タイム差+3:27.7
本山 育未 22位 48:46.7 タイム差+5:13.5

女子 スプリント 古谷 沙理 27位 － 準決勝敗退
安部 梨沙 30位 － 準決勝敗退
笠原 千裕 33位 － 予選敗退
本山 育未 37位 － 予選敗退

女子 3×5kmリレー 本山 育未､笠原 千裕､安部 梨沙 5位 43:53.5 タイム差+2:01.9 入賞
女子 パシュート 安部 梨沙 11位 33:32.0 タイム差+2:20.4

笠原 千裕 15位 33:40.0 タイム差+2:28.4
本山 育未 30位 35:49.4 タイム差+4:37.8
古谷 沙理 31位 35:55.5 タイム差+4:43.9

混合 ミックスチームスプリント 柏原 暢仁､安部 梨沙 8位 15:41.0 タイム差+45.2 入賞
小山内 優太､古谷 沙理 10位 15:56.2 タイム差+1:00.4
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種　目
スキー
／アルペン

スキー
／クロスカントリー

レンティング 陽サミュエル､柏原 暢仁
小山内 優太､吉田 悠真
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競技/種別 出場選手名 成績 記 録 備　考種　目
男子 ノーマルヒル 鈴木 翔 4位 253.6pt 入賞

原田 侑武 6位 244.5pt 入賞
細田 将太郎 9位 240.8pt
渡部 弘晃 16位 228.2pt

男子 ラージヒル 原田 侑武 7位 243.5pt 入賞
細田 将太郎 8位 238.0pt 入賞
鈴木 翔 12位 235.3pt
渡部 弘晃 20位 216.4pt

男子 ノーマルヒル団体 細田 将太郎､原田 侑武､鈴木 翔 1位 743.0pt 金メダル
女子 ノーマルヒル 平山 友梨香 2位 221.4pｔ 銀メダル

澤谷 夏花 7位 90.6pt 入賞
男子 個人グンダーセン 山元 駿 6位 29:03.6 タイム差+1:09.8 入賞

清水 亜久里 8位 29:22.2 タイム差+1:28.4 入賞
片桐 慧太 12位 29:50.5 タイム差+1:56.7
富井 皓大 14位 30:11.4 タイム差+2:17.6

男子 個人マススタート 清水 亜久里 1位 250pt 金メダル
山元 駿 8位 215pt 入賞
片桐 慧太 9位 205pt
富井 皓大 11位 200.5pt

男子 団体(K点95m+3×5kmﾘﾚｰ) 山元 駿､片桐 慧太､清水 亜久里 5位 41:53.4/タイム差+1:26.7 入賞
男子 パラレル大回転 小林 学 5位 1:14.64 入賞、準決勝敗退

白川 尊則 48位 54.03 予選敗退
女子 パラレル大回転 志鷹 あかり 13位 1:26.06 準々決勝敗退

宮武 祥子 23位 1:32.39 予選敗退
男子 ハーフパイプ 青野 令 1位 29.1pt (29.1pt/11.0pt) 金メダル

藤田 一海 2位 27.6pt (27.6pt/6.0pt) 銀メダル
男子 シングル 織田 信成 1位 223.15p (SP:1位/FS:1位) 金メダル

村上 大介 3位 202.83p (SP:2位/FS:5位) 銅メダル
近藤 琢哉 22位 124.35p (SP:22位/FS:22位)

女子 シングル 國分 紫苑 3位 141.80pt (SP：3位/FS：3位) 銅メダル
石川 翔子 5位 131.30pt (SP：4位/FS：8位) 入賞
鈴木 真梨 14位 113.92pt (SP：9位/FS：15位)

男子 500m 小黒 義明 19位 42.996 2次予選敗退
渡辺 啓太 22位 44.037 2次予選敗退
三浦 裕 26位 43.265 2次予選敗退
田中 翔太郎 33位 44.319 1次予選敗退

男子 1000m 渡辺 啓太 8位 1:29.744 入賞、準決勝敗退
小黒 義明 9位 1:28.961 準々決勝敗退
三浦 裕 10位 1:28.415 準々決勝敗退
世界 明斗 14位 1:28.878 準々決勝敗退

男子 1500m 三浦 裕 8位 2:20.153 入賞、準決勝敗退
世界 明斗 15位 2:26.188 準決勝敗退
渡辺 啓太 23位 2:24.766 予選敗退
田中 翔太郎 26位 2:19.792 予選敗退

男子 5000mリレー 渡辺 啓太､三浦 裕､小黒 義明､世界 明斗 7位 7:24.408 入賞、準決勝敗退
女子 500m 中口 雪絵 14位 45.854 準々決勝敗退

斉藤 仁美 19位 46.845 2次予選敗退
吉田 麻里絵 20位 46.301 2次予選敗退
小山 友香里 24位 46.642 2次予選敗退

女子 1000m 吉田 麻里絵 3位 1:33.734 銅メダル
中口 雪絵 7位 1:35.658 入賞、準決勝敗退
斉藤 仁美 10位 1:34.917 準々決勝敗退
小山 友香里 21位 1:34.981 2次予選敗退

女子 1500m 吉田 麻里絵 9位 2:32.430 準決勝敗退
斉藤 仁美 11位 2:31.334 準決勝敗退
小山 友香里 19位 2:35.810 予選敗退
佐藤 渚 22位 2:31.560 予選敗退

女子 3000mリレー 吉田 麻里絵､小山 友香里､斉藤 仁美､中口 雪絵 5位 4:23.666 入賞、準決勝敗退
アイスホッケー 男子 8位 対RUS ×(2-3) 1敗

対TUR ○(18-0) 1勝1敗
対CZE ○(2-1) 2勝1敗　準々決勝進出
対KAZ ×(1-5) 順位決定ラウンドへ
対USA ×(3-5) 7位決定戦へ
対CZE ×(2-3) 入賞

バイアスロン 男子 10kmスプリント 嶋田 将樹 41位 36:01.0/タイム差+7:35.7
男子 20km 嶋田 将樹 46位 1:22:15.7
男子 12.5kmパシュート 嶋田 将樹 － － 周回遅れにより途中終了

カーリング 女子 4位 対CAN ○(6-4) 1勝
対GER ○(8-7) 2勝
対KOR ×(5-9) 2勝1敗
対RUS ×(2-10) 2勝2敗
対CZE ○(12-3) 3勝2敗
対GBR ×(5-8) 3勝3敗
対TUR ○(12-4) 4勝3敗
対POL ○(6-5) 5勝3敗
対CHN ○(7-5) 6勝3敗　準決勝進出
対GBR ×(4-11) 3位決定戦へ
対KOR ×(5-8) 入賞

吉村 紗也香､井田 莉菜､氏原 梨沙､石垣 真央､
八丸 みどり

スキー
／ノルディック複合

スキー
／スノーボード

スケート
／フィギュアスケート

スケート
／ショートトラック

金子 亮介､成澤 優太､篠原 優平､羽刕 銘､
寺尾 裕道､山田 虎太朗､穂積 潤光､水内 直人､
秋本 デニス､池田 昇平､小林 奨､佐藤 育也､
髙見 翼人､春田 啓和､江端 勇人､蛯名 正博､
坂上 太希､岩槻 翔悟､村上 亮､山田 淳哉､
牛来 拓都､本野 亮介

スキー
／ジャンプ
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