
平成30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（18名終了ごとにホールドのクリーニングタイム約5分。3回目のみ長めの約15分）

Ａ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 幕張総合 中川　力斗 ナカガワ　リキト 男 55 55 幕張総合 飯田　拓飛 イイダ　ヒロト 男

2 2 市川 山内　健光 ヤマウチ　タケミツ 男 56 56 千葉北 渡邉　祐輝 ワタナベ　ヨシキ 男

3 3 千城台 勝山　将伍 カツヤマ　ショウゴ 男 57 57 千葉北 石川　翔瑛 イシカワ　ショウエイ 男

4 4 千葉工業 中嶋　一翔 ナカジマ　イチカ 男 58 58 千城台 石井　音和 イシイ　オト 男

5 5 市川 宮下　大悟 ミヤシタ　ダイゴ 男 59 59 県立千葉 児高　遼真 コダカ　リョウマ 男

6 6 松戸馬橋 鷲津　怜央 ワシヅ　レオ 男 60 60 東海浦安 窪　慧登 クボ　ケイト 男

7 7 千城台 佐藤　駿人 サトウ　ハヤト 男 61 61 幕張総合 大久保　伶恩 オオクボ　レオン 男

8 8 千葉工業 野城　雄大 ノシロ　ユウタ 男 62 62 市川 櫻田　昌太郎 サクラダ　ショウタロウ 男

9 9 東海浦安 浅田　遥音 アサダ　ハルト 男 63 63 幕張総合 青山　一路 アオヤマ　イチロ 男

10 10 市川 谷津　駿介 ヤツ　シュンスケ 男 64 64 千葉明徳 根本和磨 ネモト カズマ 男

11 11 松戸馬橋 小倉　碧 オグラ　アオイ 男 65 65 千城台 鈴木　愛弥 スズキ　マナヤ 男

12 12 千葉工業 佐藤　和博 サトウ　カズヒロ 男 66 66 市川 山岡　航介 ヤマオカ　コウスケ 男

13 13 県立千葉 小泉　慶恭 コイズミ　ケイスケ 男 67 67 商大付属 藤野　勝哉 フジノ　カツヤ 男

14 14 千葉工業 kengie fernando ケンジフェルナンド 男 68 68 東海浦安 園村　琉翔 ソノムラ　ルカ 男

15 15 幕張総合 安江　優杜 ヤスエ　ユウト 男 69 69 幕張総合 山田　栄輔 ヤマダ　エイスケ 男

16 16 幕張総合 三品　和樹 ミシナ　カズキ 男 70 70 松戸馬橋 竹林　紀熙 タケバヤシ　カズヒロ 男

17 17 幕張総合 三谷　崇人 ミタニ　タカト 男 71 71 県立千葉 上田　空 ウエダ　ソラ 男

18 18 幕張総合 畑　駿哉 ハタ　シュンヤ 男 72 72 印旛明誠 武田　健伸 タケダ　ケンシン 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）

19 19 松戸馬橋 峰村　直樹 ミネムラ　ナオキ 男 73 73 幕張総合 西村　寛治 ニシムラ　カンジ 男

20 20 千葉工業 曽我邉　悠紀 ソガベ　ユウキ 男 74 74 千城台 高梨　大翔 タカナシ　ヒロト 男

21 21 東海浦安 倉科　匠汰 クラシナ　ショウタ 男 75 75 千城台 千葉　自然 チバ　ミズシ 男

22 22 幕張総合 岡田　光嗣 オカダ　コウジ 男 76 76 千葉北 清水　啓汰 シミズ　ケイタ 男

23 23 印旛明誠 鈴木　雅人 スズキ　マサト 男 77 77 東海浦安 飯高　大輝 イイタカ　ダイキ 男

24 24 幕張総合 白土　優貴 シラト　ユウキ 男 78 78 船橋東 前多　優駿 マエダ　ユウシュン 男

25 25 松戸馬橋 元村　奏斗 モトムラ　カナト 男 79 79 幕張総合 櫻井　航 サクライ　ワタル 男

26 26 千葉北 豊田　裕紀 トヨダ　ユウキ 男 80 80 千城台 山本　一颯 ヤマモト　カズサ 男

27 27 千葉明徳 馬渕英生 マブチ ヒデキ 男 81 81 東海浦安 中西　朗 ナカニシ　アキラ 男

28 28 幕張総合 秋山　達哉 アキヤマ　タツヤ 男 82 82 松戸馬橋 大川　弥也 オオカワ　ヒロヤ 男

29 29 幕張総合 松岡　黎 マツオカ　レイ 男 83 83 東海浦安 高橋　宗汰 タカハシ　ソウタ 男

30 30 幕張総合 山野井　雄基 ヤマノイ　ユウキ 男 84 84 千葉北 武村　幸之助 タケムラ　コウノスケ 男

31 31 商大付属 伊藤　直隆 イトウ　ナオタカ 男 85 85 東海浦安 上山　柊侑 カミヤマ　シュウ 男

32 32 松戸馬橋 鈴木　柊 スズキ　シュウ 男 86 86 千葉明徳 戸邊晃太郎 トベ コウタロウ 男

33 33 幕張総合 大谷　匡志 オオタニ　マサシ 男 87 87 県立千葉 南本祐貴 ミナミモトユウキ 男

34 34 幕張総合 安田　健太朗 ヤスダ　ケンタロウ 男 88 88 市川 石井　克典 イシイ　カツノリ 男

35 35 印旛明誠 星野　尊 ホシノ　タケル 男 89 89 幕張総合 原　志弥 ハラ　モトヒロ 男

36 36 千葉工業 丸山　凌 マルヤマ　リョウ 男 90 90 印旛明誠 田中　美龍 タナカ　ビリュウ 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）

37 37 幕張総合 小宮山　凜 コミヤマ　リン 男 91 91 商大付属 与那覇　樹 ヨナハ　イツキ 男

38 38 東海浦安 川田　健太 カワダ　ケンタ 男 92 92 幕張総合 青木　悠真 アオキ　ユウマ 男

39 39 千葉工業 山本　優希 ヤマモト　ユウキ 男 93 93 幕張総合 栃井　拓磨 トチイ　タクマ 男

40 40 千葉明徳 成田輝 ナリタ ヒカル 男 94 94 商大付属 大石　悠貴 オオイシ　ユウキ 男

41 41 成東 久能　岳士 クノウ　タケシ 男 95 95 松戸馬橋 勅使河原　廉 テシガワラ　レン 男

42 42 千葉北 松内　丈征 マツウチ　タケユキ 男 96 96 千葉工業 菅　祐樹 スガ　ユウキ 男

43 43 幕張総合 真田　歩武 サナダ　アユム 男 97 97 東海浦安 井口　昴 イグチ　アキラ 男

44 44 幕張総合 飯村　朋彦 イイムラ　トモヒコ 男 98 98 東総工業 安藤　和尚 アンドウ　カズヒサ 男

45 45 東総工業 平野　翔大 ヒラノ　ショウダイ 男 99 99 千城台 時田　拓弥 トキタ　タクヤ 男

46 46 千城台 河野　倫周 カワノ　トモチカ 男 100 100 東海浦安 佐藤　成 サトウ　セイ 男

47 47 幕張総合 鈴木　陽人 スズキ　ハルト 男 101 101 千城台 岩佐　薫 イワサ　カオル 男

48 48 幕張総合 吉村　勇飛 ヨシムラ　ユウト 男 102 102 幕張総合 濱崎　祥汰 ハマサキ　ショウタ 男

49 49 商大付属 山崎　大輔 ヤマザキ　ダイスケ 男 103 103 東総工業 齋藤　武和 サイトウ　タケト 男

50 50 千城台 小山　駿 コヤマ　シュン 男 104 104 松戸馬橋 島田　光太 シマダ　コウタ 男

51 51 幕張総合 濱邊　麻羽 ハマベ　マハ 男 105 105 県立千葉 田丸　王太 タマル　オウタ 男

52 52 幕張総合 船越　柚一 フナコシ　ユウイチ 男 106 106 東海浦安 熊野　瞭 クマノ　リョウ 男

53 53 千城台 雨宮　慧達 アメミヤ　ケイタツ 男 107 107 東総工業 宮崎　薫 ミヤザキ　カオル 男

54 54 幕張総合 樋口　颯 ヒグチ　ハヤテ 男 108 108 市川 渡邊　拓 ワタナベ　タク 男

クリーニングタイム（約15分）



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 55 幕張総合 飯田　拓飛 イイダ　ヒロト 男 55 1 幕張総合 中川　力斗 ナカガワ　リキト 男

2 56 千葉北 渡邉　祐輝 ワタナベ　ヨシキ 男 56 2 市川 山内　健光 ヤマウチ　タケミツ 男

3 57 千葉北 石川　翔瑛 イシカワ　ショウエイ 男 57 3 千城台 勝山　将伍 カツヤマ　ショウゴ 男

4 58 千城台 石井　音和 イシイ　オト 男 58 4 千葉工業 中嶋　一翔 ナカジマ　イチカ 男

5 59 県立千葉 児高　遼真 コダカ　リョウマ 男 59 5 市川 宮下　大悟 ミヤシタ　ダイゴ 男

6 60 東海浦安 窪　慧登 クボ　ケイト 男 60 6 松戸馬橋 鷲津　怜央 ワシヅ　レオ 男

7 61 幕張総合 大久保　伶恩 オオクボ　レオン 男 61 7 千城台 佐藤　駿人 サトウ　ハヤト 男

8 62 市川 櫻田　昌太郎 サクラダ　ショウタロウ 男 62 8 千葉工業 野城　雄大 ノシロ　ユウタ 男

9 63 幕張総合 青山　一路 アオヤマ　イチロ 男 63 9 東海浦安 浅田　遥音 アサダ　ハルト 男

10 64 千葉明徳 根本和磨 ネモト カズマ 男 64 10 市川 谷津　駿介 ヤツ　シュンスケ 男

11 65 千城台 鈴木　愛弥 スズキ　マナヤ 男 65 11 松戸馬橋 小倉　碧 オグラ　アオイ 男

12 66 市川 山岡　航介 ヤマオカ　コウスケ 男 66 12 千葉工業 佐藤　和博 サトウ　カズヒロ 男

13 67 商大付属 藤野　勝哉 フジノ　カツヤ 男 67 13 県立千葉 小泉　慶恭 コイズミ　ケイスケ 男

14 68 東海浦安 園村　琉翔 ソノムラ　ルカ 男 68 14 千葉工業 kengie fernando ケンジフェルナンド 男

15 69 幕張総合 山田　栄輔 ヤマダ　エイスケ 男 69 15 幕張総合 安江　優杜 ヤスエ　ユウト 男

16 70 松戸馬橋 竹林　紀熙 タケバヤシ　カズヒロ 男 70 16 幕張総合 三品　和樹 ミシナ　カズキ 男

17 71 県立千葉 上田　空 ウエダ　ソラ 男 71 17 幕張総合 三谷　崇人 ミタニ　タカト 男

18 72 印旛明誠 武田　健伸 タケダ　ケンシン 男 72 18 幕張総合 畑　駿哉 ハタ　シュンヤ 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）

19 73 幕張総合 西村　寛治 ニシムラ　カンジ 男 73 19 松戸馬橋 峰村　直樹 ミネムラ　ナオキ 男

20 74 千城台 高梨　大翔 タカナシ　ヒロト 男 74 20 千葉工業 曽我邉　悠紀 ソガベ　ユウキ 男

21 75 千城台 千葉　自然 チバ　ミズシ 男 75 21 東海浦安 倉科　匠汰 クラシナ　ショウタ 男

22 76 千葉北 清水　啓汰 シミズ　ケイタ 男 76 22 幕張総合 岡田　光嗣 オカダ　コウジ 男

23 77 東海浦安 飯高　大輝 イイタカ　ダイキ 男 77 23 印旛明誠 鈴木　雅人 スズキ　マサト 男

24 78 船橋東 前多　優駿 マエダ　ユウシュン 男 78 24 幕張総合 白土　優貴 シラト　ユウキ 男

25 79 幕張総合 櫻井　航 サクライ　ワタル 男 79 25 松戸馬橋 元村　奏斗 モトムラ　カナト 男

26 80 千城台 山本　一颯 ヤマモト　カズサ 男 80 26 千葉北 豊田　裕紀 トヨダ　ユウキ 男

27 81 東海浦安 中西　朗 ナカニシ　アキラ 男 81 27 千葉明徳 馬渕英生 マブチ ヒデキ 男

28 82 松戸馬橋 大川　弥也 オオカワ　ヒロヤ 男 82 28 幕張総合 秋山　達哉 アキヤマ　タツヤ 男

29 83 東海浦安 高橋　宗汰 タカハシ　ソウタ 男 83 29 幕張総合 松岡　黎 マツオカ　レイ 男

30 84 千葉北 武村　幸之助 タケムラ　コウノスケ 男 84 30 幕張総合 山野井　雄基 ヤマノイ　ユウキ 男

31 85 東海浦安 上山　柊侑 カミヤマ　シュウ 男 85 31 商大付属 伊藤　直隆 イトウ　ナオタカ 男

32 86 千葉明徳 戸邊晃太郎 トベ コウタロウ 男 86 32 松戸馬橋 鈴木　柊 スズキ　シュウ 男

33 87 県立千葉 南本祐貴 ミナミモトユウキ 男 87 33 幕張総合 大谷　匡志 オオタニ　マサシ 男

34 88 市川 石井　克典 イシイ　カツノリ 男 88 34 幕張総合 安田　健太朗 ヤスダ　ケンタロウ 男

35 89 幕張総合 原　志弥 ハラ　モトヒロ 男 89 35 印旛明誠 星野　尊 ホシノ　タケル 男

36 90 印旛明誠 田中　美龍 タナカ　ビリュウ 男 90 36 千葉工業 丸山　凌 マルヤマ　リョウ 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）

37 91 商大付属 与那覇　樹 ヨナハ　イツキ 男 91 37 幕張総合 小宮山　凜 コミヤマ　リン 男

38 92 幕張総合 青木　悠真 アオキ　ユウマ 男 92 38 東海浦安 川田　健太 カワダ　ケンタ 男

39 93 幕張総合 栃井　拓磨 トチイ　タクマ 男 93 39 千葉工業 山本　優希 ヤマモト　ユウキ 男

40 94 商大付属 大石　悠貴 オオイシ　ユウキ 男 94 40 千葉明徳 成田輝 ナリタ ヒカル 男

41 95 松戸馬橋 勅使河原　廉 テシガワラ　レン 男 95 41 成東 久能　岳士 クノウ　タケシ 男

42 96 千葉工業 菅　祐樹 スガ　ユウキ 男 96 42 千葉北 松内　丈征 マツウチ　タケユキ 男

43 97 東海浦安 井口　昴 イグチ　アキラ 男 97 43 幕張総合 真田　歩武 サナダ　アユム 男

44 98 東総工業 安藤　和尚 アンドウ　カズヒサ 男 98 44 幕張総合 飯村　朋彦 イイムラ　トモヒコ 男

45 99 千城台 時田　拓弥 トキタ　タクヤ 男 99 45 東総工業 平野　翔大 ヒラノ　ショウダイ 男

46 100 東海浦安 佐藤　成 サトウ　セイ 男 100 46 千城台 河野　倫周 カワノ　トモチカ 男

47 101 千城台 岩佐　薫 イワサ　カオル 男 101 47 幕張総合 鈴木　陽人 スズキ　ハルト 男

48 102 幕張総合 濱崎　祥汰 ハマサキ　ショウタ 男 102 48 幕張総合 吉村　勇飛 ヨシムラ　ユウト 男

49 103 東総工業 齋藤　武和 サイトウ　タケト 男 103 49 商大付属 山崎　大輔 ヤマザキ　ダイスケ 男

50 104 松戸馬橋 島田　光太 シマダ　コウタ 男 104 50 千城台 小山　駿 コヤマ　シュン 男

51 105 県立千葉 田丸　王太 タマル　オウタ 男 105 51 幕張総合 濱邊　麻羽 ハマベ　マハ 男

52 106 東海浦安 熊野　瞭 クマノ　リョウ 男 106 52 幕張総合 船越　柚一 フナコシ　ユウイチ 男

53 107 東総工業 宮崎　薫 ミヤザキ　カオル 男 107 53 千城台 雨宮　慧達 アメミヤ　ケイタツ 男

54 108 市川 渡邊　拓 ワタナベ　タク 男 108 54 幕張総合 樋口　颯 ヒグチ　ハヤテ 男

クリーニングタイム（約15分）


