
平成29年度 １年生トップロープ大会 男子競技順

※ＡルートとＢルートの２本を同時に進行（20名終了ごとにホールドのクリーニングタイム約5分。2回目のみ長めの約15分））
Ａルート Ｂルート
競技順 ゼッケン 学校名 氏名 性別 競技順 ゼッケン 学校名 氏名 性別

1 1 長生 松田　奏多 マツダ　カナタ 男 1 41 千葉北 黒田迅将 くろだはやと 男
2 2 千城台 石原　陸斗 イシハラ　リクト 男 2 42 幕総 樋口　陸斗 ひぐち　りくと 男
3 3 幕総 相田　晴嵩 あいだ　はるたか 男 3 43 市川 古賀　侑生 コガ　ユウキ 男
4 4 千城台 須藤　寛久 スドウ　ヒロヒサ 男 4 44 千葉北 吉垣流夏 よしがきるか 男
5 5 東海浦安 藤井　力輝 フジイ　リキ 男 5 45 千葉北 松橋颯汰 まつはしそうた 男
6 6 幕総 宮尾　祐生 みやお　ゆうき 男 6 46 幕総 田中　健太 たなか　けんた 男
7 7 千葉明徳 田汲正道 タクミマサミチ 男 7 47 幕総 星野　龍世 ほしの　りゅうせい 男
8 8 商大付属 髙橋　海音 タカハシ　カイト 男 8 48 千葉工業 白井　勇輝 シライ　ユウキ 男
9 9 東海浦安 園生　海星 ソノオ　カイセイ 男 9 49 千城台 矢部　究 ヤベ　キワム 男
10 10 東海浦安 青木　健将 アオキ　タケマサ 男 10 50 東海浦安 常盤　大智 トキワ　ダイチ 男
11 11 幕総 五十嵐　偉居 いがらし　いおり 男 11 51 千城台 椎津　魁 シイヅ　カイ 男
12 12 千城台 竹田　陸都　 タケダ　リクト 男 12 52 幕総 髙橋　龍生 たかはし　りゅうせい 男
13 13 千城台 藤巻　宙 フジマキ　ヒロシ 男 13 53 市川 山本　俊輔 ヤマモトシュンスケ 男
14 14 幕総 山崎　昴 やまさき　こお 男 14 54 幕総 久保田　有空 くぼた　あるく 男
15 15 千葉北 松崎大和 まつざきやまと 男 15 55 幕総 壽川　陽生 すがわ　はるき 男
16 16 千葉工業 小山　弘人 コヤマ　ヒロト 男 16 56 商大付属 藤井　歩輝 フジイ　イブキ 男
17 17 松戸馬橋 飯塚烈志 いいづかれっし 男 17 57 松戸馬橋 伊勢龍介 いせりょうすけ 男
18 18 千葉北 尾形斗舞 おがたひろと 男 18 58 幕総 佐藤　将人 さとう　まさと 男
19 19 市川工業 北村　崚 キタムラ　リョウ 男 19 59 幕総 三山　陽也 みやま　はるや 男
20 20 幕総 坂入　祥之 さかいり　よしゆき 男 20 60 幕総 吉巻　隼 よしまき　はやと 男

クリーニングタイム（約5分） クリーニングタイム（約5分）
21 21 長生 北田　雄大 キタダ　ユウタ 男 21 61 東海浦安 平川　大夢 ヒラカワ　ヒロム 男
22 22 千城台 今野　亜瑠 コンノ　アル 男 22 62 千葉工業 中島　樹 ナカシマ　イツキ 男
23 23 千葉工業 渡邉　駿行 ワタナベ　トシユキ 男 23 63 千城台 箱田　淑真 ハコダ　キヨマサ 男
24 24 松戸馬橋 柴優斗 しばゆうと 男 24 64 商大付属 乃村　幹大 ノムラ　ミキタ 男
25 25 東海浦安 園田　隆之亮 ソノダ　ﾘｭｳﾉｽｹ 男 25 65 千葉北 縄田陽士 なわたはると 男
26 26 千葉明徳 高地俊幸 タカチトシユキ 男 26 66 東海浦安 小山　佳孝 コヤマ　ヨシタカ 男
27 27 千城台 鈴木　裕太 スズキ　ユウタ 男 27 67 東海浦安 清水　浩順 シミズ　コウジュン 男
28 28 東海浦安 堀田　陸斗 ホッタ　リクト 男 28 68 幕総 神田　悠翔 かんだ　ゆうと 男
29 29 幕総 山崎　秀太 やまざき　しゅうた 男 29 69 千城台 尾頭　優翔 オガシラ　ユウト 男
30 30 千葉北 鎌田岬太朗 かまたこうたろう 男 30 70 幕総 小林　陽明 こばやし　ひろあき 男
31 31 幕総 松久保　翔 まつくぼ　しょう 男 31 71 東海浦安 西尾　大知 ニシオ　ダイチ 男
32 32 千葉明徳 関口明伸 セキグチアキノブ 男 32 72 松戸馬橋 梅田将磨 うめだしょうま 男
33 33 千葉工業 佐藤　柚 サトウ　ユウ 男 33 73 千葉工業 佐久間　悠吏 サクマ　ユウリ 男
34 34 幕総 高橋　康太 たかはし　こうた 男 34 74 長生 鵜澤　涼 ウザワ　リョウ 男
35 35 千葉北 須賀皓登 すがひろと 男 35 75 東海浦安 加藤　一真 カトウ　カズマ 男
36 36 東海浦安 池田　真輝 イケダ　マサキ 男 36 76 幕総 木村　陸人 きむら　りくと 男
37 37 東海浦安 白石　湧気 シライシ　ユウキ 男 37 77 市川工業 窪島　春樹 クボシマ　ハルキ 男
38 38 松戸馬橋 井上昇大 いのうえしょうた 男 38 78 市川 岸本　一真 キシモト　カズマ 男
39 39 千葉北 内田和希 うちだかずき 男 39 79 幕総 田村　直誉 たむら　なおや 男
40 40 幕総 百瀬　太智 ももせ　たいち 男 40 80 千葉明徳 豊原慎司 トヨハラシンジ 男

クリーニングタイム（約15分） クリーニングタイム（約15分）

41 41 千葉北 黒田迅将 くろだはやと 男 41 1 長生 松田　奏多 マツダ　カナタ 男
42 42 幕総 樋口　陸斗 ひぐち　りくと 男 42 2 千城台 石原　陸斗 イシハラ　リクト 男
43 43 市川 古賀　侑生 コガ　ユウキ 男 43 3 幕総 相田　晴嵩 あいだ　はるたか 男
44 44 千葉北 吉垣流夏 よしがきるか 男 44 4 千城台 須藤　寛久 スドウ　ヒロヒサ 男
45 45 千葉北 松橋颯汰 まつはしそうた 男 45 5 東海浦安 藤井　力輝 フジイ　リキ 男
46 46 幕総 田中　健太 たなか　けんた 男 46 6 幕総 宮尾　祐生 みやお　ゆうき 男
47 47 幕総 星野　龍世 ほしの　りゅうせい 男 47 7 千葉明徳 田汲正道 タクミマサミチ 男
48 48 千葉工業 白井　勇輝 シライ　ユウキ 男 48 8 商大付属 髙橋　海音 タカハシ　カイト 男
49 49 千城台 矢部　究 ヤベ　キワム 男 49 9 東海浦安 園生　海星 ソノオ　カイセイ 男
50 50 東海浦安 常盤　大智 トキワ　ダイチ 男 50 10 東海浦安 青木　健将 アオキ　タケマサ 男
51 51 千城台 椎津　魁 シイヅ　カイ 男 51 11 幕総 五十嵐　偉居 いがらし　いおり 男
52 52 幕総 髙橋　龍生 たかはし　りゅうせい 男 52 12 千城台 竹田　陸都　 タケダ　リクト 男
53 53 市川 山本　俊輔 ヤマモトシュンスケ 男 53 13 千城台 藤巻　宙 フジマキ　ヒロシ 男
54 54 幕総 久保田　有空 くぼた　あるく 男 54 14 幕総 山崎　昴 やまさき　こお 男
55 55 幕総 壽川　陽生 すがわ　はるき 男 55 15 千葉北 松崎大和 まつざきやまと 男
56 56 商大付属 藤井　歩輝 フジイ　イブキ 男 56 16 千葉工業 小山　弘人 コヤマ　ヒロト 男
57 57 松戸馬橋 伊勢龍介 いせりょうすけ 男 57 17 松戸馬橋 飯塚烈志 いいづかれっし 男
58 58 幕総 佐藤　将人 さとう　まさと 男 58 18 千葉北 尾形斗舞 おがたひろと 男
59 59 幕総 三山　陽也 みやま　はるや 男 59 19 市川工業 北村　崚 キタムラ　リョウ 男
60 60 幕総 吉巻　隼 よしまき　はやと 男 60 20 幕総 坂入　祥之 さかいり　よしゆき 男

クリーニングタイム（約5分） クリーニングタイム（約5分）
61 61 東海浦安 平川　大夢 ヒラカワ　ヒロム 男 61 21 長生 北田　雄大 キタダ　ユウタ 男
62 62 千葉工業 中島　樹 ナカシマ　イツキ 男 62 22 千城台 今野　亜瑠 コンノ　アル 男
63 63 千城台 箱田　淑真 ハコダ　キヨマサ 男 63 23 千葉工業 渡邉　駿行 ワタナベ　トシユキ 男
64 64 商大付属 乃村　幹大 ノムラ　ミキタ 男 64 24 松戸馬橋 柴優斗 しばゆうと 男
65 65 千葉北 縄田陽士 なわたはると 男 65 25 東海浦安 園田　隆之亮 ソノダ　ﾘｭｳﾉｽｹ 男
66 66 東海浦安 小山　佳孝 コヤマ　ヨシタカ 男 66 26 千葉明徳 高地俊幸 タカチトシユキ 男
67 67 東海浦安 清水　浩順 シミズ　コウジュン 男 67 27 千城台 鈴木　裕太 スズキ　ユウタ 男
68 68 幕総 神田　悠翔 かんだ　ゆうと 男 68 28 東海浦安 堀田　陸斗 ホッタ　リクト 男
69 69 千城台 尾頭　優翔 オガシラ　ユウト 男 69 29 幕総 山崎　秀太 やまざき　しゅうた 男
70 70 幕総 小林　陽明 こばやし　ひろあき 男 70 30 千葉北 鎌田岬太朗 かまたこうたろう 男
71 71 東海浦安 西尾　大知 ニシオ　ダイチ 男 71 31 幕総 松久保　翔 まつくぼ　しょう 男
72 72 松戸馬橋 梅田将磨 うめだしょうま 男 72 32 千葉明徳 関口明伸 セキグチアキノブ 男
73 73 千葉工業 佐久間　悠吏 サクマ　ユウリ 男 73 33 千葉工業 佐藤　柚 サトウ　ユウ 男
74 74 長生 鵜澤　涼 ウザワ　リョウ 男 74 34 幕総 高橋　康太 たかはし　こうた 男
75 75 東海浦安 加藤　一真 カトウ　カズマ 男 75 35 千葉北 須賀皓登 すがひろと 男
76 76 幕総 木村　陸人 きむら　りくと 男 76 36 東海浦安 池田　真輝 イケダ　マサキ 男
77 77 市川工業 窪島　春樹 クボシマ　ハルキ 男 77 37 東海浦安 白石　湧気 シライシ　ユウキ 男
78 78 市川 岸本　一真 キシモト　カズマ 男 78 38 松戸馬橋 井上昇大 いのうえしょうた 男
79 79 幕総 田村　直誉 たむら　なおや 男 79 39 千葉北 内田和希 うちだかずき 男
80 80 千葉明徳 豊原慎司 トヨハラシンジ 男 80 40 幕総 百瀬　太智 ももせ　たいち 男



クリーニングタイム（約5分）


