
ボルダリング

No カテゴリー 種　　別 氏　　名 ふりがな 性別

1 1 ジュニア 高校生以下 吉田　李空 よしだ　りく 男

2 2 ジュニア 高校生以下 小原　舞人 おばら　まいと 男

3 3 ジュニア 高校生以下 本堂　孔介 ほんどう　こうすけ 男

4 4 ジュニア 高校生以下 日野　徳治朗 ひの　とくじろう 男

5 5 ジュニア 高校生以下 石川　響宇介 いしかわ　きょうすけ 男

6 6 ジュニア 高校生以下 金村　奏羽 かねむら　そわ 女

7 7 ジュニア 高校生以下 遠藤　海空 えんどう　みく 女

8 8 ジュニア 高校生以下 今野　桜空 こんお　さら 女

9 9 ジュニア 高校生以下 髙橋　咲來 たかはし　さくら 女

10 10 ジュニア 高校生以下 佐々木　文音 ささき　あやね 女

11 11 ジュニア 高校生以下 石川　映澄 いしかわ　はすみ 女

12 12 ジュニア 高校生以下 工藤　柚佳 くどう　ゆずか 女

13 13 ジュニア 高校生以下 早坂　ひなた はやさか　ひなた 女

ボルダリング

No カテゴリー 種　　別 氏　　名 ふりがな 性別

14 1 ビギナー 一般 佐々木　奈津美 ささき　なつみ 女

15 2 ビギナー 高校生以下 上田　健太 うえだ　けんた 男

16 3 ビギナー 高校生以下 佐藤　獅道 さとう　しどう 男

17 4 ビギナー 高校生以下 吉田　竜響 よしだ　りおん 男

18 5 ビギナー 高校生以下 佐々木　音和 ささき　とわ 男

19 6 ビギナー 高校生以下 小田島　正貴 おだしま　まさき 男

20 7 ビギナー 高校生以下 千葉　太輝 ちば　だいき 男

21 8 ビギナー 高校生以下 高橋　大樹 たかはし　ひろき 男

22 9 ビギナー 高校生以下 八重樫　颯汰 やえがし　そうた 男

23 10 ビギナー 高校生以下 金野　葉月 こんの　はづき 女

24 11 ビギナー 高校生以下 木元　彩寧 きもと　あやね 女

25 12 ビギナー 高校生以下 野辺地　凛 のへち　りん 女

26 13 ビギナー 高校生以下 西田　杷花 にしだ　わか 女

27 14 ビギナー 高校生以下 千葉　結菜 ちば　ゆいな 女

28 15 ビギナー 高校生以下 田口　小桜 たぐち　こはる 女

ボルダリング

No カテゴリー 種　　別 氏　　名 ふりがな 性別

29 1 ミドル 一般 似内　龍次 にたない　りゅうじ 男

30 2 ミドル 一般 岩渕　健志 いわぶち　たけし 男

31 3 ミドル 高校生以下 小野　真悟 おの　しんご 男

32 4 ミドル 高校生以下 木村　一智 きむら　たかち 男

33 5 ミドル 高校生以下 鈴木　忠尚 すずき　ただなお 男

34 6 ミドル 高校生以下 倉本　心温 くらもと　しおん 男

35 7 ミドル 高校生以下 照井　仁知翔 てるい　にちか 男
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36 8 ミドル 高校生以下 佐々木　奏音 ささき　かなと 男

37 9 ミドル 高校生以下 松村　東磨 まつむら　とうま 男

38 10 ミドル 高校生以下 五日市　航 いつかいち　こう 男

39 11 ミドル 高校生以下 木村　大成 きむら　たいせい 男

40 12 ミドル 高校生以下 一戸　藍 いちのへ　あおい 男

41 13 ミドル 高校生以下 門舛　銀河 かどます　ぎんが 男

42 14 ミドル 高校生以下 熊谷　宗平 くまがい　もとひら 男

43 15 ミドル 高校生以下 朝岡　咲太 あさおか　しょうた 男

44 16 ミドル 高校生以下 長谷部　祥悟 はせべ　しょうご 男

45 17 ミドル 高校生以下 山田　啓伍 やまだ　けいご 男

46 18 ミドル 高校生以下 木村　亮太 きむら　りょうた 男

47 19 ミドル 高校生以下 金澤　我空 かなざわ　がく 男

48 20 ミドル 高校生以下 佐藤　真土 さとう　まなと 男

49 21 ミドル 高校生以下 熊谷　碧 くまがい　あおい 男

50 22 ミドル 高校生以下 千葉　港 ちば　こう 男

51 23 ミドル 高校生以下 小瀧　虎泰 こたき　こだい 男

52 24 ミドル 高校生以下 高杉　太一 たかすぎ　たいち 男

53 25 ミドル 高校生以下 三浦　朋也 みうら　ともや 男

54 26 ミドル 高校生以下 岩渕　音季 いわぶち　とき 男

55 27 ミドル 高校生以下 小川　大智 おがわ　だいち 男

56 28 ミドル 高校生以下 石川　爽右介 いしかわ　そうすけ 男

57 29 ミドル 高校生以下 菅原　柚太 すがわら　ゆうた 男

58 30 ミドル 高校生以下 鈴木　達也 すずき　たつや 男

59 31 ミドル 高校生以下 熊谷　伊織 くまがい　いおり 男

60 32 ミドル 高校生以下 蜂谷　環太 はちや　かんた 男

61 33 ミドル 高校生以下 小松　勇大 こまつ　ゆうだい 男

62 34 ミドル 高校生以下 佐藤　瑞生 さとう　みずき 男

63 35 ミドル 高校生以下 千田　眞翔 ちだ　まなと 男

64 36 ミドル 高校生以下 佐々木　大成 ささき　たいせい 男

65 37 ミドル 高校生以下 木村　諒汰 きむら　りょうた 男

66 38 ミドル 高校生以下 川村　草太朗 かわむら　そうたろう 男

67 39 ミドル 高校生以下 荻野　凱成 おぎの　かいせい 男

68 40 ミドル 高校生以下 小松　夕葵 こまつ　ゆうき 男

69 41 ミドル 高校生以下 片伯部　遼太 かたかべ　りょうた 男

70 42 ミドル 高校生以下 保科　晴紀 ほしな　はるき 男

71 43 ミドル 高校生以下 福士　裕人 ふくし　ゆうと 男

72 44 ミドル 高校生以下 佐賀　朱里 さが　あかり 女

73 45 ミドル 高校生以下 堀居　詩織 ほりい　しおり 女

74 46 ミドル 高校生以下 長尾　怜美 ながお　れみ 女

75 47 ミドル 高校生以下 永門　桃 ながと　もも 女

76 48 ミドル 高校生以下 及川　陽 おいかわ　はる 女

77 49 ミドル 高校生以下 佐藤　凛歩 さとう　りほ 女



78 50 ミドル 高校生以下 千葉　珠里亜 ちば　じゅりあ 女

79 51 ミドル 高校生以下 三浦　早紀 みうら　さき 女

80 52 ミドル 高校生以下 沼田　涼華 ぬまた　りょうか 女

81 53 ミドル 高校生以下 山下　ちひろ やました　ちひろ 女

82 54 ミドル 高校生以下 山本　花 やまもと　はな 女

83 55 ミドル 高校生以下 愛木　伶依 あいき　れい 女

84 56 ミドル 高校生以下 佐藤　百恵 さとう　ももえ 女

85 57 ミドル 高校生以下 吉田　桜 よしだ　さくら 女

86 58 ミドル 高校生以下 舘　成美 たて　なるみ 女

ボルダリング

No カテゴリー 種　　別 氏　　名 ふりがな 性別

87 1 マスター 一般 千田　真彦 ちだ　まさひこ 男

88 2 マスター 一般 佐藤　俊 さとう　しゅん 男

89 3 マスター 一般 三田　龍司 みた　りゅうじ 男

90 4 マスター 高校生以下 本明　佳 ほんみょう　けい 男

91 5 マスター 高校生以下 廣田　一航 ひろた　いっこう 男

92 6 マスター 高校生以下 中川　功暉 なかがわ　いき 男

93 7 マスター 高校生以下 平瀬　太誠 ひらせ　たいせい 男

94 8 マスター 高校生以下 佐々木　望雅 ささき　のあ 男

95 9 マスター 高校生以下 菊地　遥斗 きくち　はると 男

96 10 マスター 高校生以下 阿部　煌己 あべ　きらき 男

97 11 マスター 高校生以下 田口　博翔 たぐち　ひろと 男

98 12 マスター 高校生以下 工藤　朝花 くどう　ともか 女

99 13 マスター 高校生以下 大湯　凛 おおゆ　りん 女

100 14 マスター 高校生以下 小野　心 おの　こころ 女

101 15 マスター 高校生以下 桑村　樹奈 くわむら　じゅな 女

102 16 マスター 高校生以下 三角　唯香 みすみ　ゆいか 女

103 17 マスター 高校生以下 石嶋　美祐 いしじま　みゆう 女

104 18 マスター 高校生以下 佐々木　彩良 ささき　さら 女

105 19 マスター 高校生以下 中村　暖 なかむら　はる 女

106 20 マスター 高校生以下 木元　柚寧 きもと　ゆずね 女

107 21 マスター 高校生以下 日野　愛花 ひの　いとか 女

ボルダリング

No カテゴリー 種　　別 氏　　名 ふりがな 性別

108 1 オープン 一般 石嶋　魁人 いしじま かいと 男

109 2 オープン 一般 照井　亮祐 てるい　りょうすけ 男

110 3 オープン 一般 渡邉　昂玖 わたなべ　こうりゅう 男

111 4 オープン 一般 山内　響 やまうち　ひびき 男

112 5 オープン 一般 長谷川　健太 はせがわ　けんた 男

113 6 オープン 一般 昆　脩太 こん　しゅうた 男

114 7 オープン 一般 坂本　裕樹 さかもと　ゆうき 男

115 8 オープン 一般 三上　誉人 みかみ　たかと 男



116 9 オープン 一般 中島　大智 なかしま　だいち 男

117 10 オープン 高校生以下 庄子　直宏 しょうじ　なおひろ 男

118 11 オープン 高校生以下 大賀　羽玖 おおが　はく 男

119 12 オープン 高校生以下 稲邑　悠人 いなむら　ゆうと 男

120 13 オープン 高校生以下 似内　舜明 にたない　しゅんめい 男

121 14 オープン 高校生以下 菅原　一柊 すがわら　いちと 男

122 15 オープン 高校生以下 竹野　竜 たけの　りゅう 男

123 16 オープン 高校生以下 昆野　玲士 こんの　れいし 男

124 17 オープン 高校生以下 竹田　創 たけだ　はじめ 男

125 18 オープン 高校生以下 本明　優哉 ほんみょう　ゆうや 男

126 19 オープン 高校生以下 佐藤　歌 さとう　うた 女

127 20 オープン 高校生以下 西脇　千夏 にしわき　ちなつ 女

128 21 オープン 高校生以下 関川　愛音 せきかわ　めろでぃ 女

リード

No カテゴリー 種　　別 氏　　名 ふりがな 性別

1 1 トップロープ 高校生以下 山本　大河 やまもと　たいが 男

2 2 トップロープ 高校生以下 吉田　李空 よしだ　りく 男

3 3 トップロープ 高校生以下 小原　舞人 おばら　まいと 男

4 4 トップロープ 高校生以下 石川　響宇介 いしかわ　きょうすけ 男

5 5 トップロープ 高校生以下 佐藤　獅道 さとう　しどう 男

6 6 トップロープ 高校生以下 岩渕　音季 いわぶち　とき 男

7 7 トップロープ 高校生以下 遠藤　海空 えんどう　みく 女

8 8 トップロープ 高校生以下 中村　ほのか なかむら　ほのか 女

9 9 トップロープ 高校生以下 髙橋　咲來 たかはし　さくら 女

10 10 トップロープ 高校生以下 佐々木　文音 ささき　あやね 女

11 11 トップロープ 高校生以下 石川　映澄 いしかわ　はすみ 女

12 12 トップロープ 高校生以下 工藤　柚佳 くどう　ゆずか 女

13 13 トップロープ 高校生以下 早坂　ひなた はやさか　ひなた 女

リード

No カテゴリー 種　　別 氏　　名 ふりがな 性別

14 1 ビギナー 一般 佐藤　俊 さとう　しゅん 男

15 2 ビギナー 一般 佐々木　奈津美 ささき　なつみ 女

16 3 ビギナー 高校生以下 本堂　孔介 ほんどう　こうすけ 男

17 4 ビギナー 高校生以下 日野　徳治朗 ひの　とくじろう 男

18 5 ビギナー 高校生以下 上田　健太 うえだ　けんた 男

19 6 ビギナー 高校生以下 佐々木　音和 ささき　とわ 男

20 7 ビギナー 高校生以下 小野　真悟 おの　しんご 男

21 8 ビギナー 高校生以下 木村　一智 きむら　たかと 男

22 9 ビギナー 高校生以下 鈴木　忠尚 すずき　ただなお 男

23 10 ビギナー 高校生以下 倉本　心温 くらもと　しおん 男

24 11 ビギナー 高校生以下 照井　仁知翔 てるい　にちか 男



25 12 ビギナー 高校生以下 佐々木　奏音 ささき　かなと 男

26 13 ビギナー 高校生以下 木村　亮太 きむら　りょうた 男

27 14 ビギナー 高校生以下 金澤　我空 かなざわ　がく 男

28 15 ビギナー 高校生以下 佐藤　真土 さとう　まなと 男

29 16 ビギナー 高校生以下 熊谷　碧 くまがい　あおい 男

30 17 ビギナー 高校生以下 千葉　港 ちば　こう 男

31 18 ビギナー 高校生以下 小瀧　虎泰 こたき　こだい 男

32 19 ビギナー 高校生以下 高杉　太一 たかすぎ　たいち 男

33 20 ビギナー 高校生以下 小川　大智 おがわ　だいち 男

34 21 ビギナー 高校生以下 石川　爽右介 いしかわ　そうすけ 男

35 22 ビギナー 高校生以下 平瀬　太誠 ひらせ　たいせい 男

36 23 ビギナー 高校生以下 金村　奏羽 かねむら　そわ 女

37 24 ビギナー 高校生以下 須藤　佳菜 すとう　かな 女

38 25 ビギナー 高校生以下 野辺地　凛 のへち　りん 女

39 26 ビギナー 高校生以下 下舘　希美 しもだて　のぞみ 女

40 27 ビギナー 高校生以下 西田　杷花 にしだ　わか 女

41 28 ビギナー 高校生以下 千葉　結菜 ちば　ゆいな 女

42 29 ビギナー 高校生以下 及川　陽 おいかわ　はる 女

43 30 ビギナー 高校生以下 佐藤　凛歩 さとう　りほ 女

44 31 ビギナー 高校生以下 千葉　珠里亜 ちば　じゅりあ 女

リード

No カテゴリー 種　　別 氏　　名 ふりがな 性別

45 1 ミドル 高校生以下 五日市　航 いつかいち　こう 男

46 2 ミドル 高校生以下 木村　大成 きむら　たいせい 男

47 3 ミドル 高校生以下 一戸　藍 いちのへ　あおい 男

48 4 ミドル 高校生以下 門舛　銀河 かどます　ぎんが 男

49 5 ミドル 高校生以下 熊谷　宗平 くまがい　もとひら 男

50 6 ミドル 高校生以下 朝岡　咲太 あさおか　しょうた 男

51 7 ミドル 高校生以下 長谷部　祥悟 はせべ　しょうご 男

52 8 ミドル 高校生以下 山田　啓伍 やまだ　けいご 男

53 9 ミドル 高校生以下 三浦　朋也 みうら　ともや 男

54 10 ミドル 高校生以下 川村　草太朗 かわむら　そうたろう 男

55 11 ミドル 高校生以下 阿部　煌己 あべ　きらき 男

56 12 ミドル 高校生以下 田口　博翔 たぐち　ひろと 男

57 13 ミドル 高校生以下 本明　佳 ほんみょう　けい 男

58 14 ミドル 高校生以下 廣田　一航 ひろた　いっこう 男

59 15 ミドル 高校生以下 佐々木　望雅 ささき　のあ 男

60 16 ミドル 高校生以下 小松　夕葵 こまつ　ゆうき 男

61 17 ミドル 高校生以下 片伯部　遼太 かたかべ　りょうた 男

62 18 ミドル 高校生以下 保科　晴紀 ほしな　はるき 男

63 19 ミドル 高校生以下 福士　裕人 ふくし　ゆうと 男

64 20 ミドル 高校生以下 柳谷　花 やなぎや　はな 女



65 21 ミドル 高校生以下 堀居　詩織 ほりい　しおり 女

66 22 ミドル 高校生以下 長尾　怜美 ながお　れみ 女

67 23 ミドル 高校生以下 永門　桃 ながと　もも 女

68 24 ミドル 高校生以下 西　珠莉亜 にし　じゅりあ 女

69 25 ミドル 高校生以下 鷹觜　陽夏 たかのはし　ひな 女

70 26 ミドル 高校生以下 小野　心 おの　こころ 女

71 27 ミドル 高校生以下 石嶋　美祐 いしじま　みゆう 女

72 28 ミドル 高校生以下 佐々木　彩良 ささき　さら 女

73 29 ミドル 高校生以下 中村　暖 なかむら　はる 女

74 30 ミドル 高校生以下 日野　愛花 ひの　いとか 女

75 31 ミドル 高校生以下 山下　ちひろ やました　ちひろ 女

76 32 ミドル 高校生以下 山本　花 やまもと　はな 女

77 33 ミドル 高校生以下 愛木　伶依 あいき　れい 女

78 34 ミドル 高校生以下 佐藤　百恵 さとう　ももえ 女

79 35 ミドル 高校生以下 吉田　桜 よしだ　さくら 女

80 36 ミドル 高校生以下 舘　成美 たて　なるみ 女

リード

No カテゴリー 種　　別 氏　　名 ふりがな 性別

81 1 オープン 一般 石嶋　魁人 いしじま かいと 男

82 2 オープン 一般 山内　響 やまうち　ひびき 男

83 3 オープン 一般 昆　脩太 こん　しゅうた 男

84 4 オープン 一般 坂本　裕樹 さかもと　ゆうき 男

85 5 オープン 一般 三上　誉人 みかみ　たかと 男

86 6 オープン 一般 中島　大智 なかしま　だいち 男

87 7 オープン 高校生以下 庄子　直宏 しょうじ　なおひろ 男

88 8 オープン 高校生以下 大賀　羽玖 おおが　はく 男

89 9 オープン 高校生以下 稲邑　悠人 いなむら　ゆうと 男

90 10 オープン 高校生以下 似内　舜明 にたない　しゅんめい 男

91 11 オープン 高校生以下 菅原　一柊 すがわら　いちと 男

92 12 オープン 高校生以下 竹野　竜 たけの　りゅう 男

93 13 オープン 高校生以下 昆野　玲士 こんの　れいし 男

94 14 オープン 高校生以下 竹田　創 たけだ　はじめ 男

95 15 オープン 高校生以下 本明　優哉 ほんみょう　ゆうや 男

96 16 オープン 高校生以下 工藤　朝花 くどう　ともか 女

97 17 オープン 高校生以下 大湯　凛 おおゆ　りん 女

98 18 オープン 高校生以下 三角　唯香 みすみ　ゆいか 女

99 19 オープン 高校生以下 西脇　千夏 にしわき　ちなつ 女

100 20 オープン 高校生以下 関川　愛音 せきかわ　めろでぃ 女


