
平成３０年度スポーツクライミング千葉県ユース選手権大会女子競技順（暫定版）
※全員が１本目を登り終わってから、順序を変えて２本目を登ります。
※最終的な競技順は大会当日に発表するものとします。

女子第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 赤1 高校 堀籠　愛澄香 ほりごめ　あすか 千城台 1
2 赤2 高校 川東　澪 かわひがし　みお 幕張総合 1
3 赤3 高校 関森　晴香 せきもり　はるか 幕張総合 2
4 赤4 小中 遠藤　楓奈 えんどう　ふうな 印西/滝野小 小5
5 赤5 小中 堀口　夢実 ほりぐち　ゆみ 千葉/有吉中 中1
6 赤6 小中 鈴木　可菜美 すずき　かなみ 白井/大山口中 中2
7 赤7 高校 岩佐　胡春 いわさ　こはる 幕張総合 1
8 赤8 小中 久米　乃ノ華 くめ　ののは 船橋/船橋中 中3
9 赤9 高校 高橋　真央 たかはし　まお 東海大浦安 1
10 赤10 高校 井上　天蒼 いのうえ　てぃあら 千葉北 2
11 赤11 高校 井澤　菫玲 いざわ　すみれ 幕張総合 1
12 赤12 高校 山口　美音 やまぐち　みおん 千城台 1
13 赤13 高校 鎌形 祐花 かまがた　ゆうか 市川 1
14 赤14 高校 垣内　瑞希 かいと　みずき 幕張総合 2
15 赤15 高校 今関　友彩 いまぜき　ゆあ 千城台 2
16 赤16 高校 佐伯　美陽 さえき　みはる 幕張総合 2
17 赤17 小中 小林　和音 こばやし　かずね 船橋/西海神小 小6
18 赤18 高校 豊嶋　倖歩 とよしま　ゆきほ 幕張総合 2
19 赤19 高校 二宮　凜 にのみや　りん 商大付属 1
20 赤20 高校 森部　莉菜 もりべ　りな 千葉北 1
21 赤21 高校 開發　桃花 かいはつ　ももか 東海大浦安 2
22 赤22 高校 水島　希 みずしま　のぞみ 市立船橋 1
23 赤23 高校 永沼　早彩 ながぬま　さや 東海大浦安 1
24 赤24 高校 今井　美紅 いまい　みく 千城台 1
25 赤25 高校 西　七美 にし　ななみ 幕張総合 2
26 赤26 小中 萩原　香月 はぎわら　かづき 船橋/船橋小 小6
27 赤27 高校 中尾　美月 なかお　みづき 東海大浦安 2
28 赤28 高校 伊藤　葵 いとう　あおい 東海大浦安 1
29 赤29 小中 高橋　奈那羽 たかはし　ななは 千葉/打瀬中 中3
30 赤30 小中 竹内　亜衣 たけうち　あい 千葉/山王中 中1
31 赤31 高校 濱口　あやか はまぐち　あやか 千城台 2
32 赤32 高校 林　愛美 はやし　まなみ 幕張総合 2
33 赤33 小中 加藤　あず希 かとう　あずき 市川/冨貴島小 小5
34 赤34 高校 小堀　安奈 こぼり　あんな 東総工業 2
35 赤35 小中 姉帯　咲良 あねたい　さくら 千葉/土気南小 小5
36 赤36 高校 平野　ゆりか ひらの　ゆりか 幕張総合 2
37 赤37 高校 菊沢　紗 きくさわ　すず 幕張総合 1
38 赤38 小中 佐藤　杏菜 さとう　あんな 千葉/都賀小 小4
39 赤39 高校 藤代　桜子 ふじしろ　さくらこ 千葉北 2
40 赤40 小中 高橋　小百合 たかはし　さゆり 千葉/幸町第三小 小6
41 赤41 高校 飯塚　彩夏 いいつか　あやか 千城台 1
42 赤42 小中 中田　小百合 なかだ　さゆり 船橋/八木が谷中 中3



女子第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 赤22 高校 水島　希 みずしま　のぞみ 市立船橋 1
2 赤23 高校 永沼　早彩 ながぬま　さや 東海大浦安 1
3 赤24 高校 今井　美紅 いまい　みく 千城台 1
4 赤25 高校 西　七美 にし　ななみ 幕張総合 2
5 赤26 小中 萩原　香月 はぎわら　かづき 船橋/船橋小 小6
6 赤27 高校 中尾　美月 なかお　みづき 東海大浦安 2
7 赤28 高校 伊藤　葵 いとう　あおい 東海大浦安 1
8 赤29 小中 高橋　奈那羽 たかはし　ななは 千葉/打瀬中 中3
9 赤30 小中 竹内　亜衣 たけうち　あい 千葉/山王中 中1
10 赤31 高校 濱口　あやか はまぐち　あやか 千城台 2
11 赤32 高校 林　愛美 はやし　まなみ 幕張総合 2
12 赤33 小中 加藤　あず希 かとう　あずき 市川/冨貴島小 小5
13 赤34 高校 小堀　安奈 こぼり　あんな 東総工業 2
14 赤35 小中 姉帯　咲良 あねたい　さくら 千葉/土気南小 小5
15 赤36 高校 平野　ゆりか ひらの　ゆりか 幕張総合 2
16 赤37 高校 菊沢　紗 きくさわ　すず 幕張総合 1
17 赤38 小中 佐藤　杏菜 さとう　あんな 千葉/都賀小 小4
18 赤39 高校 藤代　桜子 ふじしろ　さくらこ 千葉北 2
19 赤40 小中 高橋　小百合 たかはし　さゆり 千葉/幸町第三小 小6
20 赤41 高校 飯塚　彩夏 いいつか　あやか 千城台 1
21 赤42 小中 中田　小百合 なかだ　さゆり 船橋/八木が谷中 中3
22 赤1 高校 堀籠　愛澄香 ほりごめ　あすか 千城台 1
23 赤2 高校 川東　澪 かわひがし　みお 幕張総合 1
24 赤3 高校 関森　晴香 せきもり　はるか 幕張総合 2
25 赤4 小中 遠藤　楓奈 えんどう　ふうな 印西/滝野小 小5
26 赤5 小中 堀口　夢実 ほりぐち　ゆみ 千葉/有吉中 中1
27 赤6 小中 鈴木　可菜美 すずき　かなみ 白井/大山口中 中2
28 赤7 高校 岩佐　胡春 いわさ　こはる 幕張総合 1
29 赤8 小中 久米　乃ノ華 くめ　ののは 船橋/船橋中 中3
30 赤9 高校 高橋　真央 たかはし　まお 東海大浦安 1
31 赤10 高校 井上　天蒼 いのうえ　てぃあら千葉北 2
32 赤11 高校 井澤　菫玲 いざわ　すみれ 幕張総合 1
33 赤12 高校 山口　美音 やまぐち　みおん 千城台 1
34 赤13 高校 鎌形 祐花 かまがた　ゆうか 市川 1
35 赤14 高校 垣内　瑞希 かいと　みずき 幕張総合 2
36 赤15 高校 今関　友彩 いまぜき　ゆあ 千城台 2
37 赤16 高校 佐伯　美陽 さえき　みはる 幕張総合 2
38 赤17 小中 小林　和音 こばやし　かずね 船橋/西海神小 小6
39 赤18 高校 豊嶋　倖歩 とよしま　ゆきほ 幕張総合 2
40 赤19 高校 二宮　凜 にのみや　りん 商大付属 1
41 赤20 高校 森部　莉菜 もりべ　りな 千葉北 1
42 赤21 高校 開發　桃花 かいはつ　ももか 東海大浦安 2


