
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 山崎　秀太 やまざき　しゅうた 幕張総合 2
2 黒２ 高校 峰村　直樹 みねむら　なおき 松戸馬橋 1
3 黒３ 小中 浮嶋　大輝 うきしま　はるき 千葉/高洲第三小 小6
4 黒４ 高校 時田　拓弥 ときた　たくや 千城台 1
5 黒５ 小中 安楽　宙斗 あんらく　そらと 八千代/大和田小 小6
6 黒６ 高校 川田　健太 かわだ　けんた 東海大浦安 1
7 黒７ 高校 須藤　寛久 すどう　ひろひさ 千城台 2
8 黒８ 高校 竹田　陸都 たけだ　りくと 千城台 2
9 黒９ 小中 滝口　紘生 たきぐち　ひろき 船橋/南本町小 小6
10 黒１０ 高校 三谷　崇人 みたに　たかと 幕張総合 1
11 黒１１ 高校 星野　尊 ほしの　たける 印旛明誠 1
12 黒１２ 高校 今野　亜瑠 こんの　ある 千城台 2
13 黒１３ 高校 石川　翔瑛 いしかわ　しょうえい 千葉北 1
14 黒１４ 高校 須賀　皓登 すが　ひろと 千葉北 2
15 黒１５ 高校 田中　美龍 たなか　びりゅう 印旛明誠 1
16 黒１６ 高校 箱田　淑真 はこだ　きよまさ 千城台 2
17 黒１７ 高校 向後　春輝 こうご　はるき 東総工業 2
18 黒１８ 高校 栃井　拓磨 とちい　たくま 幕張総合 1
19 黒１９ 高校 宮尾　祐生 みやお　ゆうき 幕張総合 2
20 黒２０ 高校 山田　栄輔 やまだ　えいすけ 幕張総合 1
21 黒２１ 高校 遠藤　陽一朗 えんどう　よういちろう 東総工業 2
22 黒２２ 高校 佐藤　駿人 さとう　はやと 千城台 1
23 黒２３ 高校 山岡　航介 やまおか　こうすけ 市川 1
24 黒２４ 高校 白石　湧気 しらいし　ゆうき 東海大浦安 2
25 黒２５ 高校 伊勢　龍介 いせ　りょうすけ 松戸馬橋 2
26 黒２６ 高校 尾頭　優翔 おがしら　ゆうと 千城台 2
27 黒２７ 小中 中島　凌太郎 なかじま　りょうたろう 市原/五井小 小4
28 黒２８ 高校 藤野　勝哉 ふじの　かつや 商大付属 1
29 黒２９ 高校 鈴木　雅人 すずき　まさと 印旛明誠 1
30 黒３０ 高校 武村　幸之助 たけむら　こうのすけ 千葉北 1
31 黒３１ 小中 竹久　瑛 たけひさ　あきら 千葉/緑町小 小5
32 黒３２ 高校 宮下　大悟 みやした　だいご 市川 1
33 黒３３ 高校 大里　拓己 おおさと　たくみ 幕張総合 2
34 黒３４ 高校 久保田　有空 くぼた　あるく 幕張総合 2
35 黒３５ 高校 山内　健光 やまうち　たけみつ 市川 1
36 黒３６ 高校 清水　啓汰 しみず　けいた 千葉北 1
37 黒３７ 高校 園生　海星 そのお　かいせい 東海大浦安 2
38 黒３８ 高校 相田　晴嵩 あいだ　はるたか 幕張総合 2
39 黒３９ 高校 岸本　一真 きしもと　かずま 市川 2
40 黒４０ 小中 三田　歩夢 みた　あゆむ 柏/酒井根中 中2
41 黒４１ 高校 渡邉　祐輝 わたなべ　よしき 千葉北 1



42 黒４２ 高校 樋口　陸斗 ひぐち　りくと 幕張総合 2
43 黒４３ 小中 関　悠真 せき　ゆうま 船橋/西海神小 小6
44 黒４４ 小中 倉石　信幸 くらいし　のぶゆき 松戸/第六中 中2
45 黒４５ 高校 青木　悠真 あおき　ゆうま 幕張総合 1
46 黒４６ 高校 大木　爾野 おおき　じの 東総工業 2
47 黒４７ 高校 鈴木　愛弥 すずき　まなや 千城台 1
48 黒４８ 高校 古賀　侑生 こが　ゆうき 市川 2
49 黒４９ 高校 山崎　大輔 やまざき　だいすけ 商大付属 1
50 黒５０ 高校 長谷川　健瑠 はせがわ　たける 東総工業 1
51 黒５１ 小中 藤野　柊斗 ふじの　しゅうと 松戸/新松戸南中 中2
52 黒５２ 高校 西尾　大知 にしお　だいち 東海大浦安 2
53 黒５３ 高校 石原　陸斗 いしはら　りくと 千城台 2
54 黒５４ 高校 田中　健太 たなか　けんた 幕張総合 2
55 黒５５ 高校 白土　優貴 しらと　ゆうき 幕張総合 1
56 黒５６ 高校 松内　丈征 まつうち　たけまさ 千葉北 1
57 黒５７ 高校 勝山　将伍 かつやま　しょうご 千城台 1
58 黒５８ 高校 藤巻　宙 ふじまき　ひろし 千城台 2
59 黒５９ 高校 伊藤　直隆 いとう　なおたか 商大付属 1
60 黒６０ 高校 百瀬　太智 ももせ　たいち 幕張総合 2
61 黒６１ 高校 髙橋　海音 たかはし　かいと 商大付属 2
62 黒６２ 高校 髙橋　蒼 たかはし　あおい 東総工業 2
63 黒６３ 高校 坂入　祥之 さかいり　よしゆき 幕張総合 2
64 黒６４ 高校 矢部　究 やべ　きわむ 千城台 2
65 黒６５ 高校 五十嵐　偉居 いがらし　いおり 幕張総合 2
66 黒６６ 高校 櫻井　航 さくらい　わたる 幕張総合 1
67 黒６７ 高校 小山　佳孝 こやま　よしたか 東海大浦安 2
68 黒６８ 高校 池田　真輝 いけだ　まさき 東海大浦安 2
69 黒６９ 高校 石井　音和 いしい　おと　 千城台 1
70 黒７０ 小中 遠藤　柊太 えんどう　しゅうた 印西/滝野中 中2
71 黒７１ 高校 鈴木　裕太 すずき　ゆうた 千城台 2
72 黒７２ 高校 櫻田　昌太郎 さくらだ　しょうたろう 市川 1
73 黒７３ 高校 宮崎　薫 みやざき　かおる 東総工業 1
74 黒７４ 高校 与那覇　樹 よなは　いつき 商大付属 1
75 黒７５ 高校 武田　健伸 たけだ　けんしん 印旛明誠 1
76 黒７６ 小中 梶山　梓 かじやま　あずさ 佐倉/臼井南中 中1
77 黒７７ 高校 渡邉　駿行 わたなべ　としゆき 千葉工業 2
78 黒７８ 高校 椎津　魁 しいづ　かい 千城台 2
79 黒７９ 高校 濱崎　祥汰 はまさき　しょうた 幕張総合 1
80 黒８０ 高校 乃村　幹大 のむら　みきた 商大付属 2
81 黒８１ 高校 青山　一路 あおやま　いちろ 幕張総合 1
82 黒８２ 高校 尾形　斗舞 おがた　とうま 千葉北 2



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４２ 高校 樋口　陸斗 ひぐち　りくと 幕張総合 2
2 黒４３ 小中 関　悠真 せき　ゆうま 船橋/西海神小 小6
3 黒４４ 小中 倉石　信幸 くらいし　のぶゆき 松戸/第六中 中2
4 黒４５ 高校 青木　悠真 あおき　ゆうま 幕張総合 1
5 黒４６ 高校 大木　爾野 おおき　じの 東総工業 2
6 黒４７ 高校 鈴木　愛弥 すずき　まなや 千城台 1
7 黒４８ 高校 古賀　侑生 こが　ゆうき 市川 2
8 黒４９ 高校 山崎　大輔 やまざき　だいすけ 商大付属 1
9 黒５０ 高校 長谷川　健瑠 はせがわ　たける 東総工業 1
10 黒５１ 小中 藤野　柊斗 ふじの　しゅうと 松戸/新松戸南中 中2
11 黒５２ 高校 西尾　大知 にしお　だいち 東海大浦安 2
12 黒５３ 高校 石原　陸斗 いしはら　りくと 千城台 2
13 黒５４ 高校 田中　健太 たなか　けんた 幕張総合 2
14 黒５５ 高校 白土　優貴 しらと　ゆうき 幕張総合 1
15 黒５６ 高校 松内　丈征 まつうち　たけまさ 千葉北 1
16 黒５７ 高校 勝山　将伍 かつやま　しょうご 千城台 1
17 黒５８ 高校 藤巻　宙 ふじまき　ひろし 千城台 2
18 黒５９ 高校 伊藤　直隆 いとう　なおたか 商大付属 1
19 黒６０ 高校 百瀬　太智 ももせ　たいち 幕張総合 2
20 黒６１ 高校 髙橋　海音 たかはし　かいと 商大付属 2
21 黒６２ 高校 髙橋　蒼 たかはし　あおい 東総工業 2
22 黒６３ 高校 坂入　祥之 さかいり　よしゆき 幕張総合 2
23 黒６４ 高校 矢部　究 やべ　きわむ 千城台 2
24 黒６５ 高校 五十嵐　偉居 いがらし　いおり 幕張総合 2
25 黒６６ 高校 櫻井　航 さくらい　わたる 幕張総合 1
26 黒６７ 高校 小山　佳孝 こやま　よしたか 東海大浦安 2
27 黒６８ 高校 池田　真輝 いけだ　まさき 東海大浦安 2
28 黒６９ 高校 石井　音和 いしい　おと　 千城台 1
29 黒７０ 小中 遠藤　柊太 えんどう　しゅうた 印西/滝野中 中2
30 黒７１ 高校 鈴木　裕太 すずき　ゆうた 千城台 2
31 黒７２ 高校 櫻田　昌太郎 さくらだ　しょうたろう 市川 1
32 黒７３ 高校 宮崎　薫 みやざき　かおる 東総工業 1
33 黒７４ 高校 与那覇　樹 よなは　いつき 商大付属 1
34 黒７５ 高校 武田　健伸 たけだ　けんしん 印旛明誠 1
35 黒７６ 小中 梶山　梓 かじやま　あずさ 佐倉/臼井南中 中1
36 黒７７ 高校 渡邉　駿行 わたなべ　としゆき 千葉工業 2
37 黒７８ 高校 椎津　魁 しいづ　かい 千城台 2
38 黒７９ 高校 濱崎　祥汰 はまさき　しょうた 幕張総合 1
39 黒８０ 高校 乃村　幹大 のむら　みきた 商大付属 2
40 黒８１ 高校 青山　一路 あおやま　いちろ 幕張総合 1
41 黒８２ 高校 尾形　斗舞 おがた　とうま 千葉北 2



42 黒１ 高校 山崎　秀太 やまざき　しゅうた 幕張総合 2
43 黒２ 高校 峰村　直樹 みねむら　なおき 松戸馬橋 1
44 黒３ 小中 浮嶋　大輝 うきしま　はるき 千葉/高洲第三小 小6
45 黒４ 高校 時田　拓弥 ときた　たくや 千城台 1
46 黒５ 小中 安楽　宙斗 あんらく　そらと 八千代/大和田小 小6
47 黒６ 高校 川田　健太 かわだ　けんた 東海大浦安 1
48 黒７ 高校 須藤　寛久 すどう　ひろひさ 千城台 2
49 黒８ 高校 竹田　陸都 たけだ　りくと 千城台 2
50 黒９ 小中 滝口　紘生 たきぐち　ひろき 船橋/南本町小 小6
51 黒１０ 高校 三谷　崇人 みたに　たかと 幕張総合 1
52 黒１１ 高校 星野　尊 ほしの　たける 印旛明誠 1
53 黒１２ 高校 今野　亜瑠 こんの　ある 千城台 2
54 黒１３ 高校 石川　翔瑛 いしかわ　しょうえい 千葉北 1
55 黒１４ 高校 須賀　皓登 すが　ひろと 千葉北 2
56 黒１５ 高校 田中　美龍 たなか　びりゅう 印旛明誠 1
57 黒１６ 高校 箱田　淑真 はこだ　きよまさ 千城台 2
58 黒１７ 高校 向後　春輝 こうご　はるき 東総工業 2
59 黒１８ 高校 栃井　拓磨 とちい　たくま 幕張総合 1
60 黒１９ 高校 宮尾　祐生 みやお　ゆうき 幕張総合 2
61 黒２０ 高校 山田　栄輔 やまだ　えいすけ 幕張総合 1
62 黒２１ 高校 遠藤　陽一朗 えんどう　よういちろう 東総工業 2
63 黒２２ 高校 佐藤　駿人 さとう　はやと 千城台 1
64 黒２３ 高校 山岡　航介 やまおか　こうすけ 市川 1
65 黒２４ 高校 白石　湧気 しらいし　ゆうき 東海大浦安 2
66 黒２５ 高校 伊勢　龍介 いせ　りょうすけ 松戸馬橋 2
67 黒２６ 高校 尾頭　優翔 おがしら　ゆうと 千城台 2
68 黒２７ 小中 中島　凌太郎 なかじま　りょうたろう 市原/五井小 小4
69 黒２８ 高校 藤野　勝哉 ふじの　かつや 商大付属 1
70 黒２９ 高校 鈴木　雅人 すずき　まさと 印旛明誠 1
71 黒３０ 高校 武村　幸之助 たけむら　こうのすけ 千葉北 1
72 黒３１ 小中 竹久　瑛 たけひさ　あきら 千葉/緑町小 小5
73 黒３２ 高校 宮下　大悟 みやした　だいご 市川 1
74 黒３３ 高校 大里　拓己 おおさと　たくみ 幕張総合 2
75 黒３４ 高校 久保田　有空 くぼた　あるく 幕張総合 2
76 黒３５ 高校 山内　健光 やまうち　たけみつ 市川 1
77 黒３６ 高校 清水　啓汰 しみず　けいた 千葉北 1
78 黒３７ 高校 園生　海星 そのお　かいせい 東海大浦安 2
79 黒３８ 高校 相田　晴嵩 あいだ　はるたか 幕張総合 2
80 黒３９ 高校 岸本　一真 きしもと　かずま 市川 2
81 黒４０ 小中 三田　歩夢 みた　あゆむ 柏/酒井根中 中2
82 黒４１ 高校 渡邉　祐輝 わたなべ　よしき 千葉北 1


