
第4回岩手県リード選手権大会参加者名簿

№ 種別 カテゴリー 氏名 ふりがな 性別

1 高校生以下 トップロープ 石川　彩花 いしかわあやか 女

2 高校生以下 トップロープ 橘　　　茜寧 たちばな　　　あかね 女

3 高校生以下 トップロープ 佐藤　知真 さとうかずま 男

4 高校生以下 トップロープ 日野　圓志朗 ひのえんしろう 男

№ 種別 カテゴリー 氏名 ふりがな 性別

5 高校生以下 ビギナー 三角　唯香 みすみゆいか 女

6 高校生以下 ビギナー 日野　愛花 ひのいとか 女

7 高校生以下 ビギナー 西森　優 にしもりゆう 女

8 高校生以下 ビギナー 越前屋　花紘 えちぜんやけいと 女

9 高校生以下 ビギナー 工藤　亜胡 くどうあこ 女

10 高校生以下 ビギナー 村山　夏恋 むらやまかれん 女

11 高校生以下 ビギナー 木村　里乃葉 きむらりのは 女

12 高校生以下 ビギナー 石嶋　美祐 いしじまみゆう 女

13 高校生以下 ビギナー 七戸　羚仁 しちのへれいじ 男

14 高校生以下 ビギナー 福士　友啓 ふくしともひろ 男

15 高校生以下 ビギナー 長谷部祥悟 はせべしょうご 男

16 高校生以下 ビギナー 山田　啓伍 やまだけいご 男

17 高校生以下 ビギナー 岡田大治郎 おかだだいじろう 男

18 高校生以下 ビギナー 小瀧　虎泰 こたきこたい 男

19 高校生以下 ビギナー 田澤　侑人 たざわゆうと 男

20 高校生以下 ビギナー 田沼　歩幹 たぬまふみき 男

21 高校生以下 ビギナー 本明　佳 ほんみょうけい 男

22 高校生以下 ビギナー 工藤　春平 くどうしゅんぺい 男

23 高校生以下 ビギナー 小松　夕葵 こまつゆうき 男

24 高校生以下 ビギナー 伊藤　大成 いとうたいせい 男

25 高校生以下 ビギナー 佐々木　眞隆 ささきまさたか 男

26 高校生以下 ビギナー 赤石　誠斗 あかいしまさと 男

27 高校生以下 ビギナー 伊藤　鉄朗 いとうてつろう 男

28 高校生以下 ビギナー 熊谷　昴 くまがいすばる 男

29 高校生以下 ビギナー 熊谷　悠斗 くまがいゆうと 男

30 高校生以下 ビギナー 佐々木　大輔 ささき　だいすけ 男

31 高校生以下 ビギナー 高杉　優紀 たかすぎ　ゆうき 男

32 高校生以下 ビギナー 千葉　海斗 ちば　かいと 男

33 高校生以下 ビギナー 徳田　陽介 とくた　ようすけ 男

34 高校生以下 ビギナー 平野　泰地 ひらの　たいち 男

35 高校生以下 ビギナー 漆原　優輝 うるしばらゆうき 男

36 高校生以下 ビギナー 小田島　希 おだしまのぞむ 男

37 一般 ビギナー 工藤　夢起 くどうゆき 女
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38 高校生以下 ミドル 工藤　朝花 くどうともか 女

39 高校生以下 ミドル 西脇　千夏 にしわきちなつ 女

40 高校生以下 ミドル 小川　空 おがわそら 女

41 高校生以下 ミドル 藤原　杏 ふじわらあん 女

42 高校生以下 ミドル 千葉　若菜 ちばわかな 女

43 高校生以下 ミドル 浅石　絢平 あさいしじゅんぺい 男

44 高校生以下 ミドル 一戸　藍 いちのへあおい 男

45 高校生以下 ミドル 門舛　銀河 かどますぎんが 男

46 高校生以下 ミドル 熊谷　宗平 くまがいもとひら 男

47 高校生以下 ミドル 米倉　司哲 よねくらもりあき 男

48 高校生以下 ミドル 大石　葉介 おおいしようすけ 男

49 高校生以下 ミドル 小野寺　将 おのでらしょう 男

50 高校生以下 ミドル 藤原　晴輝 ふじわらはるき 男

51 高校生以下 ミドル 似内　舜明 にたないしゅんめい 男

52 高校生以下 ミドル 本明　優哉 ほんみょうゆうや 男

53 高校生以下 ミドル 田代　初 たしろはじめ 男

54 高校生以下 ミドル 小西　龍誠 こにし　りゅうせい 男

55 高校生以下 ミドル 小山田　健樹 おやまだたけき 男

56 高校生以下 ミドル 川合　由宇也 かわあいゆうや 男
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57 高校生以下 オープン 庄司　直宏 しょうじなおひろ 男

58 高校生以下 オープン 清野　智也 せいのともや 男

59 高校生以下 オープン 阿部　洸平 あべこうへい 男

60 高校生以下 オープン 昆野　玲士 こんのれいし 男

61 高校生以下 オープン 佐々木　建彰 ささきたけあき 男

62 高校生以下 オープン 石嶋　魁人 いしじまかいと 男

63 高校生以下 オープン 中島　大智 なかしまだいち 男

64 高校生以下 オープン 舘岡　　瑛 たておかあきら 男

65 高校生以下 オープン 田中　里旺 たなかりお 女

66 高校生以下 オープン 伊藤　ふたば いとうふたば 女

67 一般 オープン 山瀬　奈々子 やませ　ななこ 女

68 一般 オープン 藤原　 佑樹 ふじわらゆうき 男

69 一般 オープン 昆　　  脩太 こんしゅうた 男

70 一般 オープン 山内　　　響 やまうち　ひびき 男


