
平成26年度千葉県高等学校総合体育大会登山大会クライミング競技　競技順

男子
ゼッケン 学校名 団体 氏名 ふりがな ゼッケン 学校名 団体 氏名 ふりがな

1 松戸馬橋 浅野　達 あさの　いたる 39 東海大浦安 ○ 古宮　僚 こみや　りょう
2 千葉北 ○ 大久保　維志 おおくぼ　まさし 40 長生 小島　佑太 こじま　ゆうた
3 東海大浦安 川浪　広大 かわなみ　こうた 41 長生 ○ 池田　雄大 いけだ　ゆうだい
4 商大付属 ○ 木村　優佑 きむら　ゆうすけ 42 千葉東 ○ 金子　大誠 かねこ　たいせい
5 市川高校 ○ 杁本　敢等 いりもと　かんと 43 千城台 森山　凌 もりやま　りょう
6 千葉北 林　拓海 はやし　たくみ 44 長生 森川　恵介 もりかわ　けいすけ
7 市川工業 ○ 大谷　孔 おおたに　こう 45 商大付属 ○ 黒坂　駿 くろさか　しゅん
8 船橋東 ○ 湊　岳文 みなと　たけふみ 46 千葉北 山崎　恵祐 やまざき　けいすけ
9 千城台 阿部　陽輝 あべ　はるき 47 幕張総合 西　紘平 にし　こうへい
10 長生 ○ 坂本　祐樹 さかもと　ゆうき 48 松戸馬橋 北嶋　宏信 きたじま　ひろのぶ
11 東海大浦安 ○ 加藤　隆久 かとう　たかひさ 49 幕張総合 中沢　穂高 なかざわ　ほだか
12 幕張総合 菊地　亮介 きくち　りょうすけ 50 千城台 ○ 佐々木　原 ささき　げん
13 市川高校 ○ 内山　皓太 うちやま　こうた 51 幕張総合 岩田　潤一 いわた　じゅんいち
14 千城台 渡邉　凌也 わたなべ　りょうや 52 千葉東 ○ 湯浅　崇司 ゆあさ　たかし
15 幕張総合 ○ 島谷　尚季 しまたに　なおき 53 幕張総合 戸川　尊博 とがわ　たかひろ
16 幕張総合 笠原　大輝 かさはら　だいき 54 幕張総合 今野　拳生 こんの　げんき
17 千葉工業 宍戸　玲音 ししど　れおん 55 松戸馬橋 堀内　孝二郎 ほりうち　こうじろう
18 千城台 松本　真也 まつもと　しんや 56 千城台 繁在家　源 はんざいけ　げん
19 長生 君塚　僚太 きみづか　りょうた 57 幕張総合 ○ 赤木　雅人 あかぎ　まさと
20 松戸馬橋 ○ 村上　優太郎 むらかみ　ゆうたろう 58 幕張総合 古川　将 ふるかわ　しょう
21 千城台 布川　実恒 ぬのかわ　みつね 59 千城台 高橋　駿太 たかはし　しゅんた
22 東海大浦安 ○ 安藤　祐太朗 あんどう　ゆうたろう 60 千葉北 ○ 黒木　統也 くろき　とうや
23 松戸馬橋 遠田　宗平 とおだ　そうへい 61 千城台 小川　真央 おがわ　まさお
24 長生 ○ 渡辺　雄大 わたなべ　ゆうだい 62 市川工業 ○ 松本　修侍 まつもと　のぶひと
25 松戸馬橋 ○ 渡邉　悠太 わたなべ　ゆうた 63 千城台 折田　凌也 おりた　りょうや
26 松戸馬橋 村上　健太郎 むらかみ　けんたろう 64 商大付属 ○ 斎藤　和明 さいとう　かずあき
27 幕張総合 ○ 船井　龍 ふない　りゅう 65 千城台 若菜　奨太 わかな　しょうた
28 幕張総合 中島　渉 なかじま　わたる 66 千葉北 原田　拓真 はらだ　たくま
29 千葉東 大草　高歩 おおくさ　たかゆき 67 商大付属 田中　利樹 たなか　りき
30 船橋東 ○ 丸山　直起 まるやま　なおき 68 船橋東 ○ 筒井　豪 つつい　ごう
31 松戸馬橋 ○ 須藤　誠也 すどう　まさや 69 市立船橋 飯田　譲 いいだ　ゆずる
32 東海大浦安 竹中　裕幸 たけなか　ひろゆき 70 千城台 ○ 米本　将也 よねもと　まさや
33 市川工業 ○ 草本　裕太 くさもと　ゆうた 71 千城台 高橋　慶多 たかはし　けいた
34 千城台 ○ 篠原　一馬 しのはら　かずま 72 市川高校 ○ 川口　琢実 かわぐち　たくみ
35 千城台 岡田　直人 おかだ　なおと 73 商大付属 阿比留　宏祐 あびる　こうすけ
36 千葉北 ○ 茂木　智大 もぎ　ともひろ 74 長生 加藤　遼兵 かとう　りょうへい
37 長生 太田　昌希 おおた　まさき 75 千葉工業 平工　琉介 ひらく　りゅうすけ
38 千葉東 ○ 藤田　健人 ふじた　けんと
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女子
ゼッケン 学校名 団体 氏名 ふりがな

1 千城台 ○ 森本　愛理 もりもと　えり
2 船橋東 ○ 林　香菜子 はやし　かなこ
3 幕張総合 中村　真由 なかむら　まゆ
4 千葉東 田村　佳菜 たむら　かな
5 幕張総合 新井　くるみ あらい　くるみ
6 幕張総合 本田　夏萌 ほんだ　なつめ
7 松戸馬橋 番場　香月 ばんば　かつき
8 幕張総合 ○ 内山　菜々海 うちやま　ななみ
9 長生 内野々　穂夏 うちのの　ほのか
10 長生 ○ 後藤　羽佳 ごとう　わか
11 千城台 ○ 板谷　眞梨奈 いたや　まりな
12 幕張総合 石井　咲子 いしい　さきこ
13 幕張総合 細根　明莉 ほそね　あかり
14 商大付属 ○ 柴田　莉菜 しばた　りな
15 幕張総合 鵜澤　初音 うざわ　はつね
16 千城台 ○ 岡田　奈鶴子 おかだ　なつこ
17 幕張総合 渡邉　なな子 わたなべ　ななこ
18 幕張総合 島谷　咲輝 しまや　さき
19 千城台 長友　真優 ながとも　まゆ
20 幕張総合 斎藤　レル さいとう　れる
21 長生 ○ 岡元　未来 おかもと　みく
22 船橋東 ○ 横巻　晴香 よこまき　はるか
23 幕張総合 ○ 茂呂　悠希 もろ　ゆうき
24 千城台 太刀川　朋花 たちかわ　ともか
25 千城台 鈴木　優菜 すずき　ゆうな
26 幕張総合 畑山　奈月 はたやま　なつき
27 幕張総合 ○ 杉村　真優 すぎむら　まゆ
28 船橋東 ○ 乾　珠真 いぬい　たまみ
29 長生 ○ 根本　未空 ねもと　みく
30 商大付属 ○ 杉原　夏鈴 すぎはら　かりん
31 千城台 藤代　真奈美 ふじしろ　まなみ
32 東海浦安 堀川　瑞季 ほりかわ　みずき
33 商大付属 ○ 海藤　陸 かいどう　りく
34 長生 飯島　理化 いいじま　りか
35 幕張総合 川島　沙羅 かわしま　さら
36 千城台 山口　朝夏 やまぐち　ともか


