
平成24年度千葉県スポーツクライミング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、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1本目
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 片野　涼 カタノ　リョウ 商大付属高校 1
2 赤2 高校 板谷　眞梨奈 イタヤ　マリナ 千城台高校 1
3 赤３ 小中 垣内　瑞希 カイト　ミズキ 市川市立富美浜小 5
4 赤４ 高校 鈴木　美喜 スズキ　ミキ 船橋東高校 2
5 赤５ 高校 榊原　見妃 サカキバラ　ミキ 千城台高校 2
6 赤６ 高校 鈴木　優菜 スズキ　ユウナ 千城台高校 1
7 赤７ 高校 鈴木　奈美 スズキ　ナミ 長生高校 1
8 赤８ 高校 石井　咲子 イシイ　サキコ 幕張総合高校 1
9 赤９ 小中 番場　香月 バンバ　カツキ 松戸市立第六中 2
10 赤１０ 高校 太刀川　朋花 タチカワ　トモカ 千城台高校 1
11 赤１１ 高校 植草　美季 ウエクサ　ミキ 幕張総合高校 2
12 赤１２ 高校 柴田　莉奈 シバタ　リナ 商大付属高校 1
13 赤１３ 高校 横巻　晴香 ヨコマキ　ハルカ 船橋東高校 1
14 赤１４ 高校 内山　菜々美 ウチヤマ　ナナミ 幕張総合高校 1
15 赤１５ 高校 八木　彩花 ヤギ　アヤカ 商大付属高校 1
16 赤１６ 高校 岩井　佑美 イワイ　ユミ 幕張総合高校 2
17 赤１７ 小中 杉原　夏鈴 スギハラ　カリン 市川市立行徳中 2
18 赤１８ 高校 本田　美優 ホンダ　ミウ 千城台高校 2
19 赤１９ 高校 寄木　綾 ヨリキ　アヤ 幕張総合高校 2
20 赤２０ 小中 清水　夏子 シミズ　ナツコ 習志野市立第七中 1
21 赤２１ 高校 原　千花子 ハラ　チカコ 幕張総合高校 2
22 赤２２ 高校 森本　愛理 モリモト　マリ 千城台高校 1
23 赤２３ 高校 江原　穂香 エハラ　ホノカ 幕張総合高校 2
24 赤２４ 小中 西田　朱李 ニシダ　シュリ 千葉市立畑小 6
25 赤２５ 高校 林　香菜子 ハヤシ　カナコ 船橋東高校 1
26 赤２６ 高校 惠　茉由 メグミ　マユ 幕張総合高校 2
27 赤２７ 高校 山木　千佳 ヤマモト　チカ 千城台高校 2
28 赤２８ 高校 石井　優華 イシイ　ユカ 長生高校 1
29 赤２９ 高校 三樹　彩夏 ミキ　アヤカ 千葉東高校 1
30 赤３０ 高校 石毛　杏香 イシゲ　キョウカ 千城台高校 2
31 赤３１ 小中 風間　彗美 カザマ　エミ 市川市立南新居浜小 6
32 赤３２ 高校 長友　真優 ナガトモ　マユ 千城台高校 1
33 赤３３ 高校 池澤　美紀 イケサワ　ミキ 千葉東高校 1
34 赤３４ 高校 茂呂　悠希 モロ　ユウキ 幕張総合高校 1
35 赤３５ 高校 並木　櫻 ナミキ　サクラ 東海大浦安高校 2
36 赤３６ 高校 浅見菜津子 アサミナツコ 千葉北高校 2
37 赤３７ 小中 二宮　凜 ニノミヤ　リン 千葉市立白井小 4
38 赤３８ 高校 村井　茉莉子 ムライ　マリコ 県立船橋高校 1
39 赤３９ 高校 伊藤　万緑 イトウ　ミナミ 幕張総合高校 2
40 赤４０ 高校 工藤　和恵 クドウ　カズエ 幕張総合高校 2
41 赤４１ 高校 岡田　奈鶴子 オカダ　ナツコ 千城台高校 1
42 赤４２ 高校 乾　珠真 イヌイ　タマミ 船橋東高校 1
43 赤４３ 高校 海藤　陸 カイドウ　リク 商大付属高校 1
44 赤４４ 高校 片桐　優紀 カタギリ　ユキ 長生高校 2
45 赤４５ 高校 加藤　深雪 カトウ　ミユキ 県立千葉高校 1
46 赤４６ 高校 宇野　真里子 ウノ　マリコ 東海大浦安高校 2
47 赤４７ 高校 川島　沙羅 カワシマ　サラ 幕張総合高校 1
48 赤４８ 高校 岩坪　咲 イワツボ　サキ 幕張総合高校 2
49 赤４９ 小中 菊沢　紗 キクサワ　スズ 流山市立鰭ヶ崎小 4
50 赤５０ 小中 菊沢　絢 キクサワ　アヤ 流山市立南流山中 1
51 赤５１ 高校 竹内　彩佳 タケウチ　アヤカ 渋谷幕張高校 2
52 赤５２ 高校 椎名　香織 シイナ　カオリ 長生高校 1
53 赤５３ 高校 戸張　夏美 トバリ　ナツミ 長生高校 2
54 赤５４ 高校 畑山　菜月 ハタヤマ　ナツキ 幕張総合高校 1



女子2本目
競技順 ゼッケン 部門 氏     名 フリガナ 学校名 学年

1 赤28 高校 石井　優華 イシイ　ユカ 長生高校 1
2 赤29 高校 三樹　彩夏 ミキ　アヤカ 千葉東高校 1
3 赤30 高校 石毛　杏香 イシゲ　キョウカ 千城台高校 2
4 赤31 小中 風間　彗美 カザマ　エミ 市川市立南新居浜小 6
5 赤32 高校 長友　真優 ナガトモ　マユ 千城台高校 1
6 赤33 高校 池澤　美紀 イケサワ　ミキ 千葉東高校 1
7 赤34 高校 茂呂　悠希 モロ　ユウキ 幕張総合高校 1
8 赤35 高校 並木　櫻 ナミキ　サクラ 東海大浦安高校 2
9 赤36 高校 浅見菜津子 アサミナツコ 千葉北高校 2
10 赤37 小中 二宮　凜 ニノミヤ　リン 千葉市立白井小 4
11 赤38 高校 村井　茉莉子 ムライ　マリコ 県立船橋高校 1
12 赤39 高校 伊藤　万緑 イトウ　ミナミ 幕張総合高校 2
13 赤40 高校 工藤　和恵 クドウ　カズエ 幕張総合高校 2
14 赤41 高校 岡田　奈鶴子 オカダ　ナツコ 千城台高校 1
15 赤42 高校 乾　珠真 イヌイ　タマミ 船橋東高校 1
16 赤43 高校 海藤　陸 カイドウ　リク 商大付属高校 1
17 赤44 高校 片桐　優紀 カタギリ　ユキ 長生高校 2
18 赤45 高校 加藤　深雪 カトウ　ミユキ 県立千葉高校 1
19 赤46 高校 宇野　真里子 ウノ　マリコ 東海大浦安高校 2
20 赤47 高校 川島　沙羅 カワシマ　サラ 幕張総合高校 1
21 赤48 高校 岩坪　咲 イワツボ　サキ 幕張総合高校 2
22 赤49 小中 菊沢　紗 キクサワ　スズ 流山市立鰭ヶ崎小 4
23 赤50 小中 菊沢　絢 キクサワ　アヤ 流山市立南流山中 1
24 赤51 高校 竹内　彩佳 タケウチ　アヤカ 渋谷幕張高校 2
25 赤52 高校 椎名　香織 シイナ　カオリ 長生高校 1
26 赤53 高校 戸張　夏美 トバリ　ナツミ 長生高校 2
27 赤54 高校 畑山　菜月 ハタヤマ　ナツキ 幕張総合高校 1
28 赤1 高校 片野　涼 カタノ　リョウ 商大付属高校 1
29 赤2 高校 板谷　眞梨奈 イタヤ　マリナ 千城台高校 1
30 赤3 小中 垣内　瑞希 カイト　ミズキ 市川市立富美浜小 5
31 赤4 高校 鈴木　美喜 スズキ　ミキ 船橋東高校 2
32 赤5 高校 榊原　見妃 サカキバラ　ミキ 千城台高校 2
33 赤6 高校 鈴木　優菜 スズキ　ユウナ 千城台高校 1
34 赤7 高校 鈴木　奈美 スズキ　ナミ 長生高校 1
35 赤8 高校 石井　咲子 イシイ　サキコ 幕張総合高校 1
36 赤9 小中 番場　香月 バンバ　カツキ 松戸市立第六中 2
37 赤10 高校 太刀川　朋花 タチカワ　トモカ 千城台高校 1
38 赤11 高校 植草　美季 ウエクサ　ミキ 幕張総合高校 2
39 赤12 高校 柴田　莉奈 シバタ　リナ 商大付属高校 1
40 赤13 高校 横巻　晴香 ヨコマキ　ハルカ 船橋東高校 1
41 赤14 高校 内山　菜々美 ウチヤマ　ナナミ 幕張総合高校 1
42 赤15 高校 八木　彩花 ヤギ　アヤカ 商大付属高校 1
43 赤16 高校 岩井　佑美 イワイ　ユミ 幕張総合高校 2
44 赤17 小中 杉原　夏鈴 スギハラ　カリン 市川市立行徳中 2
45 赤18 高校 本田　美優 ホンダ　ミウ 千城台高校 2
46 赤19 高校 寄木　綾 ヨリキ　アヤ 幕張総合高校 2
47 赤20 小中 清水　夏子 シミズ　ナツコ 習志野市立第七中 1
48 赤21 高校 原　千花子 ハラ　チカコ 幕張総合高校 2
49 赤22 高校 森本　愛理 モリモト　マリ 千城台高校 1
50 赤23 高校 江原　穂香 エハラ　ホノカ 幕張総合高校 2
51 赤24 小中 西田　朱李 ニシダ　シュリ 千葉市立畑小 6
52 赤25 高校 林　香菜子 ハヤシ　カナコ 船橋東高校 1
53 赤26 高校 惠　茉由 メグミ　マユ 幕張総合高校 2
54 赤27 高校 山木　千佳 ヤマモト　チカ 千城台高校 2


