
平成２６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 渡邉　凌也 ワタナベ　リョウヤ 千葉県立千城台高等学校 2
2 黒2 高校 大石　聖貴 オオイシ　マサキ 千葉県立千城台高等学校 1
3 黒3 小中 野末　遼太 のずえ　りょうた 船橋市立前原中学校 中2
4 黒4 高校 森川恵介 もりかわけいすけ 千葉県立長生高等学校 2
5 黒5 高校 木村　優佑 きむら　ゆうすけ 千葉商科大学付属高等学校 2
6 黒6 高校 太田　仁志 おおたひとし 千葉県立幕張総合高等学校 2
7 黒7 高校 高橋　淳樹 たかはしあつき 千葉県立幕張総合高等学校 2
8 黒8 高校 五十嵐　大地 いがらし　だいち 千葉商科大学付属高等学校 1
9 黒9 高校 福田航 フクダワタル 千葉県立松戸馬橋高等学校 1
10 黒10 高校 黒木統也 くろきとうや 千葉県立千葉北高校 2
11 黒11 高校 片桐颯太 かたぎりそうた 千葉県立長生高等学校 1
12 黒12 高校 竹中　裕幸 たけなか　ひろゆき 東海大学付属浦安高等学校 2
13 黒13 高校 山崎恵祐 やまざきけいすけ 千葉県立千葉北高校 2
14 黒14 小中 大里　拓己 おおさと　たくみ 松戸市立新松戸南中学校 中1
15 黒15 高校 松村　直人 まつむら　なおと 千葉県立市川工業高等学校 1
16 黒16 高校 池田雄大 いけだゆうだい 千葉県立長生高等学校 2
17 黒17 高校 古川　輝 ふるかわ　あきら 東海大学付属浦安高等学校 1
18 黒18 高校 稲村海吾 いなむらかいご 千葉県立千葉北高校 1
19 黒19 高校 小柳　博史 こやなぎひろし 千葉県立幕張総合高等学校 2
20 黒20 高校 阿部　光樹 あべ　みつき 千葉県立千葉東高等学校 1
21 黒21 高校 村上　元暉 むらかみもとき 千葉県立幕張総合高等学校 2
22 黒22 高校 遠田宗平 トオダソウヘイ 千葉県立松戸馬橋高等学校 2
23 黒23 高校 内八重　将大 うちばえ　しょうた 千葉県立市川工業高等学校 1
24 黒24 高校 横山 敦紀 よこやま あつき 市川高等学校 2
25 黒25 小中 岩橋　正統 いわはし　まさと 千葉明徳中学校 中3
26 黒26 高校 布川　実恒 ヌノカワ　ミツネ 千葉県立千城台高等学校 2
27 黒27 高校 石毛　友也 イシゲ　ユウヤ 千葉県立千城台高等学校 1
28 黒28 高校 加部　大樹 かべだいき 千葉県立千葉工業高等学校 1
29 黒29 高校 武藤滉平 むとうこうへい 千葉県立長生高等学校 1
30 黒30 高校 越川和汰郎 こしかわかずたろう 千葉県立千葉北高校 1
31 黒31 高校 佐々木諒 ササキリョウ 千葉県立松戸馬橋高等学校 1
32 黒32 高校 山元　彰 やまもと　しょう 千葉県立市川工業高等学校 2
33 黒33 高校 原田拓真 はらだたくま 千葉県立千葉北高校 2
34 黒34 高校 古宮　僚 こみや　りょう 東海大学付属浦安高等学校 2
35 黒35 高校 板垣春杜 いたがきはると 千葉県立千葉北高校 1
36 黒36 高校 渡邊雄大 わたなべゆうだい 千葉県立長生高等学校 2
37 黒37 高校 松本　真也 マツモト　シンヤ 千葉県立千城台高等学校 2
38 黒38 小中 小林　洋輝 こばやし　ひろき 八千代市立大和田小学校 小6
39 黒39 高校 吉岡和人 ヨシオカカズト 千葉県立松戸馬橋高等学校 1
40 黒40 高校 樽川　優志郎 たるかわ　ゆうしろう 千葉商科大学付属高等学校 2
41 黒41 高校 戸川　尊博 とがわたかひろ 千葉県立幕張総合高等学校 2
42 黒42 高校 鶴岡遼人 つるおかりょうと 千葉県立長生高等学校 1
43 黒43 高校 中原　智矢 なかはら　ともや 東海大学付属浦安高等学校 1
44 黒44 高校 杁本 敢等 いりもと かんと 市川高等学校 2
45 黒45 高校 島田　幸汰 シマダ　コウタ 千葉県立千城台高等学校 1
46 黒46 高校 小川　真央 オガワ　マサオ 千葉県立千城台高等学校 2
47 黒47 高校 鈴木　恒晴 スズキ　ツネハル 千葉県立千城台高等学校 1
48 黒48 高校 根本　康平 ねもと　こうへい 東海大学付属浦安高等学校 2
49 黒49 高校 小林　陸 コバヤシ　リク 千葉県立千城台高等学校 1
50 黒50 高校 岡田　直人 オカダ　ナオト 千葉県立千城台高等学校 2



平成２６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
51 黒51 高校 羽田　健太 はだ　けんた 千葉県立千葉東高等学校 2
52 黒52 高校 佐々木　悠也 ささきゆうや 千葉県立幕張総合高等学校 2
53 黒53 高校 鈴木　智也 すずき　ともや 千葉県立千葉東高等学校 2
54 黒54 高校 篠村　康介 しのむらこうすけ 千葉県立幕張総合高等学校 2
55 黒55 高校 上代　哲平 かじろてっぺい 千葉県立幕張総合高等学校 1
56 黒56 高校 吉田　篤史 ヨシダ　アツシ 千葉県立船橋東高等学校 1
57 黒57 高校 矢島　岳史 ヤジマ　タケシ 千葉県立船橋東高等学校 2
58 黒58 高校 村上優太郎 ムラカミユウタロウ 千葉県立松戸馬橋高等学校 1
59 黒59 高校 中山晋之介 なかやましんのすけ 千葉県立千葉北高校 2
60 黒60 高校 増子智大 マスコトモヒロ 千葉県立松戸馬橋高等学校 1
61 黒61 高校 西牧　貴虎 にしまきたかとら 千葉県立幕張総合高等学校 1
62 黒62 小中 木村　聖馬 きむら　せいま 千葉明徳中学校 中3
63 黒63 高校 田中　利樹 たなか　りき 千葉商科大学付属高等学校 2
64 黒64 高校 末永　歩 すえなが　あゆむ 千葉県立千葉東高等学校 2
65 黒65 高校 君塚僚太 きみづかりょうた 千葉県立長生高等学校 2
66 黒66 高校 黒坂　駿 くろさか　しゅん 千葉商科大学付属高等学校 2
67 黒67 高校 高野　良介 こうのりょうすけ 千葉県立千葉工業高等学校 1
68 黒68 高校 若菜　奨太 ワカナ　ショウタ 千葉県立千城台高等学校 2
69 黒69 高校 畑昂之介 はたこうのすけ 千葉県立長生高等学校 1
70 黒70 高校 山保　敬寛 サンポ　タカヒロ 千葉県立船橋東高等学校 2
71 黒71 高校 峰本　一輝 みねもと　かずき 千葉商科大学付属高等学校 1
72 黒72 高校 林　庸毅 はやし　のぶたか 千葉県立市川工業高等学校 2
73 黒73 高校 岩田　潤一 いわたじゅんいち 千葉県立幕張総合高等学校 2
74 黒74 高校 北澤　錬 キタザワ　レン 千葉県立千城台高等学校 2
75 黒75 小中 安川　潤 やすかわ　じゅん 印西市立小倉台小学校 小5
76 黒76 小中 千葉　悠 ちば　ゆう 千葉市立誉田中学校 中2
77 黒77 高校 山田　和輝 やまだ　かずき 千葉商科大学付属高等学校 1
78 黒78 高校 村上健太郎 ムラカミケンタロウ 千葉県立松戸馬橋高等学校 1
79 黒79 高校 浜田　雅也 はまだまさや 千葉県立千葉工業高等学校 1
80 黒80 高校 小島佑太 こじまゆうた 千葉県立長生高等学校 2
81 黒81 高校 西　紘平 にしこうへい 千葉県立幕張総合高等学校 2
82 黒82 小中 高島　悠吾 たかしま　ゆうご 松戸市立小金北中学校 中1
83 黒83 小中 村下　善乙 むらした　ぜんと 流山市立小山小学校 小5
84 黒84 高校 男澤　汰生 おとこざわたいき 千葉県立幕張総合高等学校 1
85 黒85 高校 白鳥　生樹 シラトリ　イツキ 千葉県立千城台高等学校 1
86 黒86 高校 少路　拓洋 しょうじたくひろ 千葉県立幕張総合高等学校 2
87 黒87 高校 阿部　陽輝 アベ　ハルキ 千葉県立千城台高等学校 2
88 黒88 高校 山田　海斗 やまだかいと 千葉県立幕張総合高等学校 2
89 黒89 高校 南原　流翔 なんばらるか 千葉県立千葉工業高等学校 1
90 黒90 高校 奥村　直仁 おくむら　なおひと　 千葉県立千葉東高等学校 2
91 黒91 高校 森山　剛 モリヤマ　ゴウ 千葉県立千城台高等学校 1



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 小川　真央 オガワ　マサオ 千葉県立千城台高等学校 2
2 黒47 高校 鈴木　恒晴 スズキ　ツネハル 千葉県立千城台高等学校 1
3 黒48 高校 根本　康平 ねもと　こうへい 東海大学付属浦安高等学校 2
4 黒49 高校 小林　陸 コバヤシ　リク 千葉県立千城台高等学校 1
5 黒50 高校 岡田　直人 オカダ　ナオト 千葉県立千城台高等学校 2
6 黒51 高校 羽田　健太 はだ　けんた 千葉県立千葉東高等学校 2
7 黒52 高校 佐々木　悠也 ささきゆうや 千葉県立幕張総合高等学校 2
8 黒53 高校 鈴木　智也 すずき　ともや 千葉県立千葉東高等学校 2
9 黒54 高校 篠村　康介 しのむらこうすけ 千葉県立幕張総合高等学校 2
10 黒55 高校 上代　哲平 かじろてっぺい 千葉県立幕張総合高等学校 1
11 黒56 高校 吉田　篤史 ヨシダ　アツシ 千葉県立船橋東高等学校 1
12 黒57 高校 矢島　岳史 ヤジマ　タケシ 千葉県立船橋東高等学校 2
13 黒58 高校 村上優太郎 ムラカミユウタロウ 千葉県立松戸馬橋高等学校 1
14 黒59 高校 中山晋之介 なかやましんのすけ 千葉県立千葉北高校 2
15 黒60 高校 増子智大 マスコトモヒロ 千葉県立松戸馬橋高等学校 1
16 黒61 高校 西牧　貴虎 にしまきたかとら 千葉県立幕張総合高等学校 1
17 黒62 小中 木村　聖馬 きむら　せいま 千葉明徳中学校 中3
18 黒63 高校 田中　利樹 たなか　りき 千葉商科大学付属高等学校 2
19 黒64 高校 末永　歩 すえなが　あゆむ 千葉県立千葉東高等学校 2
20 黒65 高校 君塚僚太 きみづかりょうた 千葉県立長生高等学校 2
21 黒66 高校 黒坂　駿 くろさか　しゅん 千葉商科大学付属高等学校 2
22 黒67 高校 高野　良介 こうのりょうすけ 千葉県立千葉工業高等学校 1
23 黒68 高校 若菜　奨太 ワカナ　ショウタ 千葉県立千城台高等学校 2
24 黒69 高校 畑昂之介 はたこうのすけ 千葉県立長生高等学校 1
25 黒70 高校 山保　敬寛 サンポ　タカヒロ 千葉県立船橋東高等学校 2
26 黒71 高校 峰本　一輝 みねもと　かずき 千葉商科大学付属高等学校 1
27 黒72 高校 林　庸毅 はやし　のぶたか 千葉県立市川工業高等学校 2
28 黒73 高校 岩田　潤一 いわたじゅんいち 千葉県立幕張総合高等学校 2
29 黒74 高校 北澤　錬 キタザワ　レン 千葉県立千城台高等学校 2
30 黒75 小中 安川　潤 やすかわ　じゅん 印西市立小倉台小学校 小5
31 黒76 小中 千葉　悠 ちば　ゆう 千葉市立誉田中学校 中2
32 黒77 高校 山田　和輝 やまだ　かずき 千葉商科大学付属高等学校 1
33 黒78 高校 村上健太郎 ムラカミケンタロウ 千葉県立松戸馬橋高等学校 1
34 黒79 高校 浜田　雅也 はまだまさや 千葉県立千葉工業高等学校 1
35 黒80 高校 小島佑太 こじまゆうた 千葉県立長生高等学校 2
36 黒81 高校 西　紘平 にしこうへい 千葉県立幕張総合高等学校 2
37 黒82 小中 高島　悠吾 たかしま　ゆうご 松戸市立小金北中学校 中1
38 黒83 小中 村下　善乙 むらした　ぜんと 流山市立小山小学校 小5
39 黒84 高校 男澤　汰生 おとこざわたいき 千葉県立幕張総合高等学校 1
40 黒85 高校 白鳥　生樹 シラトリ　イツキ 千葉県立千城台高等学校 1
41 黒86 高校 少路　拓洋 しょうじたくひろ 千葉県立幕張総合高等学校 2
42 黒87 高校 阿部　陽輝 アベ　ハルキ 千葉県立千城台高等学校 2
43 黒88 高校 山田　海斗 やまだかいと 千葉県立幕張総合高等学校 2
44 黒89 高校 南原　流翔 なんばらるか 千葉県立千葉工業高等学校 1
45 黒90 高校 奥村　直仁 おくむら　なおひと　 千葉県立千葉東高等学校 2
46 黒91 高校 森山　剛 モリヤマ　ゴウ 千葉県立千城台高等学校 1
47 黒1 高校 渡邉　凌也 ワタナベ　リョウヤ 千葉県立千城台高等学校 2
48 黒2 高校 大石　聖貴 オオイシ　マサキ 千葉県立千城台高等学校 1
49 黒3 小中 野末　遼太 のずえ　りょうた 船橋市立前原中学校 中2
50 黒4 高校 森川恵介 もりかわけいすけ 千葉県立長生高等学校 2



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
51 黒5 高校 木村　優佑 きむら　ゆうすけ 千葉商科大学付属高等学校 2
52 黒6 高校 太田　仁志 おおたひとし 千葉県立幕張総合高等学校 2
53 黒7 高校 高橋　淳樹 たかはしあつき 千葉県立幕張総合高等学校 2
54 黒8 高校 五十嵐　大地 いがらし　だいち 千葉商科大学付属高等学校 1
55 黒9 高校 福田航 フクダワタル 千葉県立松戸馬橋高等学校 1
56 黒10 高校 黒木統也 くろきとうや 千葉県立千葉北高校 2
57 黒11 高校 片桐颯太 かたぎりそうた 千葉県立長生高等学校 1
58 黒12 高校 竹中　裕幸 たけなか　ひろゆき 東海大学付属浦安高等学校 2
59 黒13 高校 山崎恵祐 やまざきけいすけ 千葉県立千葉北高校 2
60 黒14 小中 大里　拓己 おおさと　たくみ 松戸市立新松戸南中学校 中1
61 黒15 高校 松村　直人 まつむら　なおと 千葉県立市川工業高等学校 1
62 黒16 高校 池田雄大 いけだゆうだい 千葉県立長生高等学校 2
63 黒17 高校 古川　輝 ふるかわ　あきら 東海大学付属浦安高等学校 1
64 黒18 高校 稲村海吾 いなむらかいご 千葉県立千葉北高校 1
65 黒19 高校 小柳　博史 こやなぎひろし 千葉県立幕張総合高等学校 2
66 黒20 高校 阿部　光樹 あべ　みつき 千葉県立千葉東高等学校 1
67 黒21 高校 村上　元暉 むらかみもとき 千葉県立幕張総合高等学校 2
68 黒22 高校 遠田宗平 トオダソウヘイ 千葉県立松戸馬橋高等学校 2
69 黒23 高校 内八重　将大 うちばえ　しょうた 千葉県立市川工業高等学校 1
70 黒24 高校 横山 敦紀 よこやま あつき 市川高等学校 2
71 黒25 小中 岩橋　正統 いわはし　まさと 千葉明徳中学校 中3
72 黒26 高校 布川　実恒 ヌノカワ　ミツネ 千葉県立千城台高等学校 2
73 黒27 高校 石毛　友也 イシゲ　ユウヤ 千葉県立千城台高等学校 1
74 黒28 高校 加部　大樹 かべだいき 千葉県立千葉工業高等学校 1
75 黒29 高校 武藤滉平 むとうこうへい 千葉県立長生高等学校 1
76 黒30 高校 越川和汰郎 こしかわかずたろう 千葉県立千葉北高校 1
77 黒31 高校 佐々木諒 ササキリョウ 千葉県立松戸馬橋高等学校 1
78 黒32 高校 山元　彰 やまもと　しょう 千葉県立市川工業高等学校 2
79 黒33 高校 原田拓真 はらだたくま 千葉県立千葉北高校 2
80 黒34 高校 古宮　僚 こみや　りょう 東海大学付属浦安高等学校 2
81 黒35 高校 板垣春杜 いたがきはると 千葉県立千葉北高校 1
82 黒36 高校 渡邊雄大 わたなべゆうだい 千葉県立長生高等学校 2
83 黒37 高校 松本　真也 マツモト　シンヤ 千葉県立千城台高等学校 2
84 黒38 小中 小林　洋輝 こばやし　ひろき 八千代市立大和田小学校 小6
85 黒39 高校 吉岡和人 ヨシオカカズト 千葉県立松戸馬橋高等学校 1
86 黒40 高校 樽川　優志郎 たるかわ　ゆうしろう 千葉商科大学付属高等学校 2
87 黒41 高校 戸川　尊博 とがわたかひろ 千葉県立幕張総合高等学校 2
88 黒42 高校 鶴岡遼人 つるおかりょうと 千葉県立長生高等学校 1
89 黒43 高校 中原　智矢 なかはら　ともや 東海大学付属浦安高等学校 1
90 黒44 高校 杁本 敢等 いりもと かんと 市川高等学校 2
91 黒45 高校 島田　幸汰 シマダ　コウタ 千葉県立千城台高等学校 1


