
平成２８年度スポーツクライミング千葉県ユース選手権大会男子競技順（暫定版）
※２本のルートを異なる順序で同時に登ります。
※最終的な競技順は大会当日に発表するものとします。

男子第１ルート

競技順 ゼッケン 部門 氏     名 フリガナ 学校名 学年
1 黒1 高校 植村太貴 うえむらたいき 千葉県立千城台高等学校 1
2 黒2 高校 渡利匠 わたりたくみ 千葉県立千城台高等学校 2
3 黒3 高校 今中　崇登 いまなか　たかと 千葉県立幕張総合高等学校 2
4 黒4 高校 中島　和俊 なかじま　かずとし 千葉県立幕張総合高等学校 1
5 黒5 高校 前田頼人 まえだらいと 市川学園市川高等学校 1
6 黒6 高校 公野友陽 こうのゆうひ 千葉県立松戸馬橋高等学校 1
7 黒7 高校 鈴木　潤也 すずき　じゅんや 千葉県立幕張総合高等学校 2
8 黒8 高校 外川　承太郎 とがわ　じょうたろう 千葉県立幕張総合高等学校 2
9 黒9 高校 宮﨑海杜 みやざきかいと 千葉県立千城台高等学校 2
10 黒10 高校 古館泰彦 ふるだてやすひこ 千葉県立松戸馬橋高等学校 2
11 黒11 高校 髙橋涼太 たかはしりょうた 千葉県立千城台高等学校 2
12 黒12 高校 加藤　太一郎 かとう　たいちろう 千葉県立幕張総合高等学校 2
13 黒13 高校 細田碧斗 ほそだあおと 千葉県立千城台高等学校 2
14 黒14 高校 宮原天真 みやはらたかまさ 千葉県立千葉北高等学校 2
15 黒15 高校 蛭田寛太 ひるたかんた 千葉県立松戸馬橋高等学校 2
16 黒16 高校 深町　泰士 ふかまち　たいし 千葉県立幕張総合高等学校 2
17 黒17 小中 倉石　信幸 くらいし　のぶゆき 松戸市立上本郷小学校 小6
18 黒18 小中 村下 善乙 むらした ぜんと 流山市立常盤松中学校 中1
19 黒19 高校 鶴岡　俊徳 つるおか　としなり 東海大学付属浦安高等学校 1
20 黒20 高校 山田翔大 やまだしょうた 千葉県立千城台高等学校 2
21 黒21 小中 藤野　柊斗 ふじの　しゅうと 松戸市立新松戸南小学校 小6
22 黒22 高校 吉田拓未 よしだたくみ 千葉県立長生高等学校 2
23 黒23 小中 三田歩夢 みたあゆむ 柏市立酒井根東小学校 小6
24 黒24 高校 山田直季 やまだなおき 千葉県立長生高等学校 1
25 黒25 小中 関　悠真 せき　ゆうま 船橋市立西海神小学校 小4
26 黒26 高校 野末　遼太 のずえ　りょうた 千葉商科大学付属高等学校 1
27 黒27 小中 安楽 宙斗 あんらく そらと 八千代市立大和田小学校 小4
28 黒28 高校 鬼澤　大地 おにざわ　だいち 千葉県立幕張総合高等学校 1
29 黒29 小中 浮嶋大輝 うきしまはるき 千葉市立高洲第三小学校 小4
30 黒30 高校 田中大輔 たなかだいすけ 千葉県立千葉北高等学校 1
31 黒31 高校 永田　大晴 ながた　たいせい 東海大学付属浦安高等学校 1
32 黒32 小中 滝口　紘生 たきぐち　ひろき 船橋市立南本町小学校 小4
33 黒33 高校 西山郁弥 にしやまふみや 千葉県立松戸馬橋高等学校 1
34 黒34 高校 千葉　悠 ちばゆう 千葉県立長生高等学校 1
35 黒35 高校 染谷　岳宏 そめや　たけひろ 千葉商科大学付属高等学校 1
36 黒36 高校 小野　大樹 おの　だいき 千葉県立幕張総合高等学校 2
37 黒37 高校 吉井　大貴 よしい　ひろき 千葉県立幕張総合高等学校 2
38 黒38 高校 五十嵐　晨 いがらし　あきら 千葉県立幕張総合高等学校 1
39 黒39 高校 西藤優汰 にしふじゆうた 千葉県立千葉北高等学校 1
40 黒40 高校 二井辰也 にいたつや 千葉県立長生高等学校 1
41 黒41 高校 片寄康生 かたよせこうき 千葉県立千城台高等学校 2
42 黒42 高校 佐藤晋作 さとうしんさく 千葉県立長生高等学校 2
43 黒43 高校 越川駿平 こしかわしゅんぺい 千葉県立長生高等学校 1
44 黒44 高校 熊坂　薫 くまさか　かおる 千葉県立幕張総合高等学校 2
45 黒45 高校 岩佐壮太朗 いわさそうたろう 市川学園市川高等学校 1



46 黒46 高校 朝田陸斗 あさだりくと 千葉県立長生高等学校 1
47 黒47 小中 安川　潤　 やすかわじゅん 印西市立木刈中学校 中1
48 黒48 高校 垂門駿 たれかどしゅん 千葉県立千城台高等学校 2
49 黒49 小中 遠藤　柊太 えんどう　しゅうた 印西市立滝野小学校 小6
50 黒50 高校 山根　海斗 やまね　かいと 東海大学付属浦安高等学校 1
51 黒51 高校 平本　空 ひらもと　そら 千葉県立千葉北高等学校 1
52 黒52 高校 渡辺　賢太郎 わたなべ　けんたろう 東海大学付属浦安高等学校 1
53 黒53 高校 伊藤　直也 いとう　なおや 千葉県立幕張総合高等学校 2
54 黒54 高校 大羽澤皓一朗 おおばさわこういちろう 千葉県立長生高等学校 2
55 黒55 高校 清宮　慶海 せいみや よしうみ 千葉商科大学付属高等学校 2
56 黒56 小中 町田　拓希 まちだ ひろき 八千代市立高津小学校 小6
57 黒57 高校 上村涼太 うえむらりょうた 千葉県立長生高等学校 1
58 黒58 高校 大庭　瞬 おおば　しゅん 千葉商科大学付属高等学校 2
59 黒59 高校 河野　亮介 こうの　りょうすけ 千葉県立幕張総合高等学校 1
60 黒60 高校 森一晟 もりいっせい 市川学園市川高等学校 1
61 黒61 高校 濱内慧 ハマウチケイ 千葉明徳高等学校 2
62 黒62 高校 伊藤　悠成 いとう　ゆうせい 千葉商科大学付属高等学校 2
63 黒63 高校 平澤　彗太 ひらさわ　けいた 千葉県立幕張総合高等学校 1
64 黒64 高校 刑部直樹 おさかべなおき 千葉県立松戸馬橋高等学校 1
65 黒65 高校 広辺　拓朗 ひろべ　たくろう 千葉県立幕張総合高等学校 2
66 黒66 高校 三平大悟 みひらだいご 千葉県立長生高等学校 2
67 黒67 高校 花井翔吾 はないしょうご 千葉県立千葉北高等学校 2
68 黒68 高校 佐々木優真 ささきゆうま 千葉県立長生高等学校 2
69 黒69 高校 長谷川　修斗 はせがわ　しゅうと 東海大学付属浦安高等学校 1
70 黒70 高校 篠田　風葵 しのだ　ふうき 東海大学付属浦安高等学校 2
71 黒71 高校 居倉功汰 いくらこうた 千葉県立千葉北高等学校 2
72 黒72 高校 近野純平 こんのじゅんぺい 千葉県立千城台高等学校 2
73 黒73 高校 広瀬拓未 ひろせたくみ 市川学園市川高等学校 1
74 黒74 高校 山本　有輝 やまもと　ありき 千葉県立幕張総合高等学校 1
75 黒75 高校 髙橋　佑輔 たかはし　ゆうすけ 千葉県立幕張総合高等学校 2
76 黒76 高校 山崎幹太 やまざきかんた 千葉県立千葉北高等学校 1
77 黒77 高校 藤井　佑一郎 ふじい　ゆういちろう 東海大学付属浦安高等学校 2
78 黒78 高校 清水航太 しみずこうた 千葉県立長生高等学校 2
79 黒79 高校 谷村律輝 たにむらりつき 千葉県立千葉北高等学校 2
80 黒80 高校 狩野開斗 かのかいと 千葉県立千城台高等学校 2
81 黒81 高校 柳田純 やなぎだじゅん 千葉県立千葉北高等学校 2
82 黒82 高校 服部　一輝 はっとり　かずき 千葉商科大学付属高等学校 2
83 黒83 高校 荻野大斗 おぎのたいと 千葉県立松戸馬橋高等学校 2
84 黒84 高校 大木拓人 おおきたくと 千葉県立松戸馬橋高等学校 1
85 黒85 高校 龍野裕生 たつのゆう 千葉県立長生高等学校 2
86 黒86 高校 中村龍弥 なかむらりゅうや 千葉明徳高等学校 1
87 黒87 高校 須賀　健太郎 すが　けんたろう 千葉商科大学付属高等学校 2
88 黒88 小中 梶山　梓 かじやま　あずさ 佐倉市立王子台小学校 小5
89 黒89 高校 大石樂 おおいしうた 千葉県立長生高等学校 2
90 黒90 高校 青木　歩夢 あおき　あゆむ 東海大学付属浦安高等学校 1



平成２８年度スポーツクライミング千葉県ユース選手権大会男子競技順（暫定版）
※２本のルートを異なる順序で同時に登ります。
※最終的な競技順は大会当日に発表するものとします。

男子第２ルート

競技順 ゼッケン 部門 氏     名 フリガナ 学校名 学年
1 黒46 高校 朝田陸斗 あさだりくと 千葉県立長生高等学校 1
2 黒47 小中 安川　潤　 やすかわじゅん 印西市立木刈中学校 中1
3 黒48 高校 垂門駿 たれかどしゅん 千葉県立千城台高等学校 2
4 黒49 小中 遠藤　柊太 えんどう　しゅうた 印西市立滝野小学校 小6
5 黒50 高校 山根　海斗 やまね　かいと 東海大学付属浦安高等学校 1
6 黒51 高校 平本　空 ひらもと　そら 千葉県立千葉北高等学校 1
7 黒52 高校 渡辺　賢太郎 わたなべ　けんたろう 東海大学付属浦安高等学校 1
8 黒53 高校 伊藤　直也 いとう　なおや 千葉県立幕張総合高等学校 2
9 黒54 高校 大羽澤皓一朗 おおばさわこういちろう 千葉県立長生高等学校 2
10 黒55 高校 清宮　慶海 せいみや よしうみ 千葉商科大学付属高等学校 2
11 黒56 小中 町田　拓希 まちだ ひろき 八千代市立高津小学校 小6
12 黒57 高校 上村涼太 うえむらりょうた 千葉県立長生高等学校 1
13 黒58 高校 大庭　瞬 おおば　しゅん 千葉商科大学付属高等学校 2
14 黒59 高校 河野　亮介 こうの　りょうすけ 千葉県立幕張総合高等学校 1
15 黒60 高校 森一晟 もりいっせい 市川学園市川高等学校 1
16 黒61 高校 濱内慧 ハマウチケイ 千葉明徳高等学校 2
17 黒62 高校 伊藤　悠成 いとう　ゆうせい 千葉商科大学付属高等学校 2
18 黒63 高校 平澤　彗太 ひらさわ　けいた 千葉県立幕張総合高等学校 1
19 黒64 高校 刑部直樹 おさかべなおき 千葉県立松戸馬橋高等学校 1
20 黒65 高校 広辺　拓朗 ひろべ　たくろう 千葉県立幕張総合高等学校 2
21 黒66 高校 三平大悟 みひらだいご 千葉県立長生高等学校 2
22 黒67 高校 花井翔吾 はないしょうご 千葉県立千葉北高等学校 2
23 黒68 高校 佐々木優真 ささきゆうま 千葉県立長生高等学校 2
24 黒69 高校 長谷川　修斗 はせがわ　しゅうと 東海大学付属浦安高等学校 1
25 黒70 高校 篠田　風葵 しのだ　ふうき 東海大学付属浦安高等学校 2
26 黒71 高校 居倉功汰 いくらこうた 千葉県立千葉北高等学校 2
27 黒72 高校 近野純平 こんのじゅんぺい 千葉県立千城台高等学校 2
28 黒73 高校 広瀬拓未 ひろせたくみ 市川学園市川高等学校 1
29 黒74 高校 山本　有輝 やまもと　ありき 千葉県立幕張総合高等学校 1
30 黒75 高校 髙橋　佑輔 たかはし　ゆうすけ 千葉県立幕張総合高等学校 2
31 黒76 高校 山崎幹太 やまざきかんた 千葉県立千葉北高等学校 1
32 黒77 高校 藤井　佑一郎 ふじい　ゆういちろう 東海大学付属浦安高等学校 2
33 黒78 高校 清水航太 しみずこうた 千葉県立長生高等学校 2
34 黒79 高校 谷村律輝 たにむらりつき 千葉県立千葉北高等学校 2
35 黒80 高校 狩野開斗 かのかいと 千葉県立千城台高等学校 2
36 黒81 高校 柳田純 やなぎだじゅん 千葉県立千葉北高等学校 2
37 黒82 高校 服部　一輝 はっとり　かずき 千葉商科大学付属高等学校 2
38 黒83 高校 荻野大斗 おぎのたいと 千葉県立松戸馬橋高等学校 2
39 黒84 高校 大木拓人 おおきたくと 千葉県立松戸馬橋高等学校 1
40 黒85 高校 龍野裕生 たつのゆう 千葉県立長生高等学校 2
41 黒86 高校 中村龍弥 なかむらりゅうや 千葉明徳高等学校 1
42 黒87 高校 須賀　健太郎 すが　けんたろう 千葉商科大学付属高等学校 2
43 黒88 小中 梶山　梓 かじやま　あずさ 佐倉市立王子台小学校 小5
44 黒89 高校 大石樂 おおいしうた 千葉県立長生高等学校 2
45 黒90 高校 青木　歩夢 あおき　あゆむ 東海大学付属浦安高等学校 1



46 黒1 高校 植村太貴 うえむらたいき 千葉県立千城台高等学校 1
47 黒2 高校 渡利匠 わたりたくみ 千葉県立千城台高等学校 2
48 黒3 高校 今中　崇登 いまなか　たかと 千葉県立幕張総合高等学校 2
49 黒4 高校 中島　和俊 なかじま　かずとし 千葉県立幕張総合高等学校 1
50 黒5 高校 前田頼人 まえだらいと 市川学園市川高等学校 1
51 黒6 高校 公野友陽 こうのゆうひ 千葉県立松戸馬橋高等学校 1
52 黒7 高校 鈴木　潤也 すずき　じゅんや 千葉県立幕張総合高等学校 2
53 黒8 高校 外川　承太郎 とがわ　じょうたろう 千葉県立幕張総合高等学校 2
54 黒9 高校 宮﨑海杜 みやざきかいと 千葉県立千城台高等学校 2
55 黒10 高校 古館泰彦 ふるだてやすひこ 千葉県立松戸馬橋高等学校 2
56 黒11 高校 髙橋涼太 たかはしりょうた 千葉県立千城台高等学校 2
57 黒12 高校 加藤　太一郎 かとう　たいちろう 千葉県立幕張総合高等学校 2
58 黒13 高校 細田碧斗 ほそだあおと 千葉県立千城台高等学校 2
59 黒14 高校 宮原天真 みやはらたかまさ 千葉県立千葉北高等学校 2
60 黒15 高校 蛭田寛太 ひるたかんた 千葉県立松戸馬橋高等学校 2
61 黒16 高校 深町　泰士 ふかまち　たいし 千葉県立幕張総合高等学校 2
62 黒17 小中 倉石　信幸 くらいし　のぶゆき 松戸市立上本郷小学校 小6
63 黒18 小中 村下 善乙 むらした ぜんと 流山市立常盤松中学校 中1
64 黒19 高校 鶴岡　俊徳 つるおか　としなり 東海大学付属浦安高等学校 1
65 黒20 高校 山田翔大 やまだしょうた 千葉県立千城台高等学校 2
66 黒21 小中 藤野　柊斗 ふじの　しゅうと 松戸市立新松戸南小学校 小6
67 黒22 高校 吉田拓未 よしだたくみ 千葉県立長生高等学校 2
68 黒23 小中 三田歩夢 みたあゆむ 柏市立酒井根東小学校 小6
69 黒24 高校 山田直季 やまだなおき 千葉県立長生高等学校 1
70 黒25 小中 関　悠真 せき　ゆうま 船橋市立西海神小学校 小4
71 黒26 高校 野末　遼太 のずえ　りょうた 千葉商科大学付属高等学校 1
72 黒27 小中 安楽 宙斗 あんらく そらと 八千代市立大和田小学校 小4
73 黒28 高校 鬼澤　大地 おにざわ　だいち 千葉県立幕張総合高等学校 1
74 黒29 小中 浮嶋大輝 うきしまはるき 千葉市立高洲第三小学校 小4
75 黒30 高校 田中大輔 たなかだいすけ 千葉県立千葉北高等学校 1
76 黒31 高校 永田　大晴 ながた　たいせい 東海大学付属浦安高等学校 1
77 黒32 小中 滝口　紘生 たきぐち　ひろき 船橋市立南本町小学校 小4
78 黒33 高校 西山郁弥 にしやまふみや 千葉県立松戸馬橋高等学校 1
79 黒34 高校 千葉　悠 ちばゆう 千葉県立長生高等学校 1
80 黒35 高校 染谷　岳宏 そめや　たけひろ 千葉商科大学付属高等学校 1
81 黒36 高校 小野　大樹 おの　だいき 千葉県立幕張総合高等学校 2
82 黒37 高校 吉井　大貴 よしい　ひろき 千葉県立幕張総合高等学校 2
83 黒38 高校 五十嵐　晨 いがらし　あきら 千葉県立幕張総合高等学校 1
84 黒39 高校 西藤優汰 にしふじゆうた 千葉県立千葉北高等学校 1
85 黒40 高校 二井辰也 にいたつや 千葉県立長生高等学校 1
86 黒41 高校 片寄康生 かたよせこうき 千葉県立千城台高等学校 2
87 黒42 高校 佐藤晋作 さとうしんさく 千葉県立長生高等学校 2
88 黒43 高校 越川駿平 こしかわしゅんぺい 千葉県立長生高等学校 1
89 黒44 高校 熊坂　薫 くまさか　かおる 千葉県立幕張総合高等学校 2
90 黒45 高校 岩佐壮太朗 いわさそうたろう 市川学園市川高等学校 1


