
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男子競技順（暫定版）
※２本のルートを１組と２組の選手が分かれて同時に登り始め、１組の選手が１本目に登ったルートを
　　２組の選手が続いて登り、２組の選手が１本目に登ったルートを１組の選手が続いて登ります。
※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１組
左競技順右競技順ゼッケン 部門 氏     名 フリガナ 学校名 学年

1 58 黒１ 高校 比嘉　至 ヒガ　イタル 東海大浦安高校 2
2 59 黒2 高校 須藤　誠也 スドウ　マサヤ 松戸馬橋高校 1
3 60 黒３ 高校 中島　駿一 ナカジマ　　シュンイチ 東海大浦安高校 2
4 61 黒４ 高校 豊田　修輔 トヨダ　シュウスケ 商大付属高校 2
5 62 黒５ 高校 田部　達也 タナベ　タツヤ 千葉北高校 1
6 63 黒６ 高校 湯浅　嵩司 ユアサ　タカシ 千葉東高校 1
7 64 黒７ 高校 森山　凌 モリヤマ　リョウ 千城台高校 1
8 65 黒８ 高校 武藤　望 ムトウ　ノゾム 市川工業高校 1
9 66 黒９ 高校 船井　龍 フナイ　リュウ 幕張総合高校 1
10 67 黒１０ 高校 和泉　峻一 イズミ　シュンイチ 市川工業高校 2
11 68 黒１１ 高校 小林　俊介 コバヤシ　シュンスケ 千葉北高校 1
12 69 黒１２ 高校 加藤　隆久 カトウ　タカヒサ 東海大浦安高校 1
13 70 黒１３ 高校 田中　勝巳 タナカ　カツミ 商大付属高校 2
14 71 黒１４ 高校 設楽　周聖 シタラ　シュウセイ 県立千葉高校 1
15 72 黒１５ 高校 山口　紘範 ヤマグチ　ヒロノリ 商大付属高校 2
16 73 黒１６ 高校 佐藤　淳平 サトウ　ジュンペイ 幕張総合高校 2
17 74 黒１７ 高校 丸山　直起 マルヤマ　ナオキ 船橋東高校 1
18 75 黒１８ 高校 中島　亮一 ナカジマ　リョウイチ 東海大浦安高校 2
19 76 黒１９ 高校 三浦　時臣 ミウラ　トキオミ 市川工業高校 2
20 77 黒２０ 高校 佐々木　原 ササキ　ゲン 千城台高校 1
21 78 黒２１ 高校 佐藤　有飛 サトウ　ユウヒ 商大付属高校 2
22 79 黒２２ 高校 高橋　慶多 タカハシ　ケイタ 千城台高校 1
23 80 黒２３ 高校 中務　匠 ナカツカサ　タクミ 千城台高校 1
24 81 黒２４ 高校 志保澤　優 シホサワ　ユウ 幕張総合高校 2
25 82 黒２５ 高校 石川　丈寛 イシカワ タケヒロ 千葉工業高校 1
26 83 黒２６ 高校 吉村　昭澄 ヨシムラ　アキスミ 県立千葉高校 1
27 84 黒２７ 高校 安藤　海斗 アンドウ　カイト 市川学園高校 1
28 85 黒２８ 高校 清家　一成 セイケ　カズナリ 千葉工業高校 2
29 86 黒２９ 高校 新宅　敬彦 シンタク　タカヒコ 県立千葉高校 1
30 87 黒３０ 高校 渡邉涼太 ワタナベリョウタ 千葉北高校 2
31 88 黒３１ 高校 田邉　勇樹 タナベ　ユウキ 幕張総合高校 2
32 89 黒３２ 高校 村杉　拓 ムラスギ　タク 県立千葉高校 1
33 90 黒３３ 高校 鎗田　浩平 ヤリタ　コウヘイ 千城台高校 2
34 91 黒３４ 高校 花島凌太 ハナシマリョウタ 千葉北高校 2
35 92 黒３５ 高校 茂木　智大 モギ　トモヒロ 千葉北高校 1
36 93 黒３６ 高校 韮澤　元気 ニラサワ　ゲンキ 千葉工業高校 1
37 94 黒３７ 高校 安藤　祐太郎 アンドウ　ユウタロウ 東海大浦安高校 1
38 95 黒３８ 高校 小島　匠 ｺｼﾞﾏ　ﾀｸﾐ 千葉東高校 2
39 96 黒３９ 高校 森　大輝 モリ　ダイキ 長生高校 1
40 97 黒４０ 高校 阿比留　宏祐 アビル　コウスケ 商大付属高校 1
41 98 黒４１ 高校 松田　和也 マツダ　カズヤ 長生高校 2
42 99 黒４２ 高校 吉岡　雅哉 ヨシオカ　マサヤ 県立千葉高校 1
43 100 黒４３ 高校 木下　照平 キノシタ　ショウヘイ 市川工業高校 2
44 101 黒４４ 高校 安田　傑 ヤスダ　タカシ 県立千葉高校 2
45 102 黒４５ 高校 中島　渉 ナカジマ　ワタル 幕張総合高校 1
46 103 黒４６ 高校 西井　章 ニシイ　アキラ 船橋東高校 2
47 104 黒４７ 高校 島谷　尚季 シマタニ　ナオキ 幕張総合高校 1
48 105 黒４８ 高校 穂積　裕也 ホヅミ　ユウヤ 幕張総合高校 2
49 106 黒４９ 高校 折田　流星 オリタ　リュウセイ 千葉北高校 1
50 107 黒５０ 高校 笠原　大輝 カサハラ　ダイキ 幕張総合高校 1
51 108 黒５１ 高校 殿畑　多朗 トノハタ　タロウ 千葉工業高校 1
52 109 黒５２ 高校 赤木　雅人 アカギ　マサト 幕張総合高校 1
53 110 黒５３ 高校 熊田　翔 クマダ　カケル 東海大浦安高校 1
54 111 黒５４ 高校 乙咩　佑太朗 オトメ　ユウタロウ 市川学園高校 1
55 112 黒５５ 小中 高島　悠吾 タカシマ　ユウゴ 松戸市立殿平賀小 5
56 113 黒５６ 高校 富岡　悟 トミオカ　サトル 商大付属高校 1
57 114 黒５７ 高校 成田　健太郎 ナリタ　ケンタロウ 船橋東高校 2



男子2組
競技順左競技順右ゼッケン 部門 氏     名 フリガナ 学校名 学年

58 1 黒５８ 高校 藤田　健人 フジタ　ケント 千葉東高校 1
59 2 黒５９ 高校 高島　直之 タカシマ　ナオユキ商大付属高校 2
60 3 黒６０ 高校 河野　陸云 コウノ　リク 東海大浦安高校 2
61 4 黒６１ 高校 北嶋　宏信 キタジマ　ヒロノブ 松戸馬橋高校 1
62 5 黒６２ 高校 草本　裕太 クサモト　ユウタ 市川工業高校 1
63 6 黒６３ 高校 渡邊　悠太 ワタナベ　ユウタ 松戸馬橋高校 1
64 7 黒６４ 高校 川浪　広大 カワカミ　コウタ 東海大浦安高校 1
65 8 黒６５ 高校 折田　凌也 オリタ　リョウヤ 千城台高校 1
66 9 黒６６ 高校 米本　将也 ヨネモト　マサヤ 千城台高校 1
67 10 黒６７ 高校 吉田　勇太 ヨシダ　ユウタ 市川工業高校 1
68 11 黒６８ 高校 坂本　祐樹 サカモト　ユウキ 長生高校 1
69 12 黒６９ 高校 吉川　花風 ヨシカワ　カフウ 船橋東高校 2
70 13 黒７０ 高校 上村　仁 カミムラ　ジン 千城台高校 1
71 14 黒７１ 高校 遠藤　彰徳 エンドウ　アキノリ 長生高校 2
72 15 黒７２ 高校 真田　和崇 サナダ　ワタカ 県立千葉高校 1
73 16 黒７３ 高校 長谷川　遼 ハセガワ　リョウ 千葉北高校 1
74 17 黒７４ 高校 田中　瑞希 タナカ　ミズキ 東海大浦安高校 1
75 18 黒７５ 高校 上園　佑摩 ウエゾノ　ユウマ 千城台高校 1
76 19 黒７６ 高校 橋本　士門 ハシモト　シモン 市川学園高校 2
77 20 黒７７ 高校 髙 　駿太 タカハシ　シュンタ 千城台高校 1
78 21 黒７８ 高校 浅野　達 アサノ　イタル 松戸馬橋高校 1
79 22 黒７９ 高校 宍戸　玲音 シシド　レオン 千葉工業高校 1
80 23 黒８０ 高校 久保村　遼太クボムラ　リョウタ 船橋東高校 2
81 24 黒８１ 高校 松尾　義人 マツオ　ヨシヒト 船橋東高校 2
82 25 黒８２ 高校 繁在家　源 ハンザイケ　ゲン 千城台高校 1
83 26 黒８３ 高校 秋山　和哉 アキヤマ　カズヤ 幕張総合高校 2
84 27 黒８４ 高校 篠原　一馬 シニハラ　カズマ 千城台高校 1
85 28 黒８５ 高校 竹下　将大 タケシタ　ショウタ 船橋東高校 1
86 29 黒８６ 高校 佐藤　航 サトウ　ワタル 市川工業高校 1
87 30 黒８７ 高校 植村　友貴 ウエムラ　トモキ 千城台高校 1
88 31 黒８８ 高校 古川　将 フルカワ　ショウ 幕張総合高校 1
89 32 黒８９ 高校 藤本　真生 フジモト　マオ 千葉工業高校 2
90 33 黒９０ 高校 式田　晃史 シキダ　アキフミ 長生高校 2
91 34 黒９１ 高校 増田　啓人 マスダ　ケイト 東海大浦安高校 2
92 35 黒９２ 高校 藤永　凌 フジナガ　リョウ 長生高校 2
93 36 黒９３ 高校 大沼　広夢 オオヌマ　ヒロム 八千代松陰高校 2
94 37 黒９４ 高校 坂上　要 サカガミ　カナメ 東海大浦安高校 2
95 38 黒９５ 高校 茂藤　充志 シゲトウ　アツシ 東海大浦安高校 1
96 39 黒９６ 高校 村石　幸広 ムライシ　ユキヒロ 幕張総合高校 2
97 40 黒９７ 高校 前田　崚 マエダ　リョウ 県立千葉高校 1
98 41 黒９８ 高校 塩澤　海渡 シオザワ　カイト 商大付属高校 1
99 42 黒９９ 高校 山田光将 ヤマダ　ミツマサ 幕張総合高校 2
100 43 黒１００ 高校 斎藤　和明 サイトウ　カズアキ 商大付属高校 1
101 44 青1 高校 飯田　譲 イイダ　ユズル 市立船橋高校 1
102 45 青２ 高校 内田　真生 ウチダ　マイキ 市川工業高校 1
103 46 青3 高校 篠原　勁司 シノハラ　キョウジ 千城台高校 2
104 47 青4 高校 湯川　翔弥 ユカワ　ショウヤ 千葉工業高校 1
105 48 青5 小中 大里　拓己 オオサト　タクミ 松戸市立新松戸南小5
106 49 青6 小中 西浦　諒人 ニシウラ　リョウト 市川市立第七中 1
107 50 青7 高校 小檜山修平 コヒヤマシュウヘイ千葉北高校 2
108 51 青8 高校 田中裕志 タナカユウジ 千葉北高校 2
109 52 青9 高校 郡司　樹 グンジ　イツキ 市川工業高校 1
110 53 青10 高校 西川　太郎 ニシカワ　タロウ 市川学園高校 2
111 54 青11 高校 堀内　孝次郎ホリウチ　コウジロウ松戸馬橋高校 1
112 55 青12 高校 斎藤　慎太郎サイトウ　シンタロウ東海大浦安高校 1
113 56 青13 高校 湊　岳文 ミナト　タケフミ 船橋東高校 1
114 57 青14 高校 今野　拳生 コンノ　ゲンキ 幕張総合高校 1


