
令和元年度スポーツクライミング千葉県ユース選手権大会　暫定競技順　Aルート

A競技順 ゼッケン 氏名 ふりがな 学校名

1 黒1 下村　勇人 シモムラ　ハヤト 昭和学院

2 黒2 船越　柚一 ふなこし　ゆういち 幕張総合

3 黒3 浅田　遥音 あさだ　はると 東海大浦安

4 黒4 高梨　大翔 たかなし　ひろと 千城台

5 黒5 藤野　柊斗 ふじの　しゅうと 松戸市立新松戸南中学校

6 黒6 藤井　康平 フジイ　コウヘイ 昭和学院

7 黒7 濱崎　祥汰 はまさき　しょうた 幕張総合

8 黒8 吉井　颯大 よしい　そうた 商大付属

9 黒9 平野　翔大 ひらの　しょうだい 東総工業

10 黒10 清水　啓汰 しみず　けいた 千葉北

11 黒11 梅田　 響 うめだ　ひびき 市川

12 黒12 浮嶋　大輝 うきしま　はるき 千葉市立高洲第一中学校

13 黒13 伊藤　直隆 いとう　なおたか 商大付属

14 黒14 宮下　大悟 みやした　だいご 市川

15 黒15 熊野　瞭 くまの　りょう 東海大浦安

16 黒16 安楽　宙斗 あんらく　そらと 八千代市立大和田中学校

17 黒17 山﨑　　琉 やまざき　りゅう 千城台

18 黒18 飯田　拓飛 いいだ　ひろと 幕張総合

19 黒19 江川　成道 えがわ　なるみち 東総工業

20 黒20 田中　将也 たなか　まさや 東海大浦安

21 黒21 小野寺　勇人 おのでら　はやと 幕張総合

22 黒22 北見　洋翔 きたみ　ひろと 商大付属

23 黒23 勝山　将伍 かつやま　しょうご 千城台

24 黒24 井口　昴 いぐち　あきら 東海大浦安

25 黒25 松内　丈征 まつうち　たけゆき 千葉北

26 黒26 山本　一颯 やまもと　かずさ 千城台

27 黒27 中川　力斗 なかがわ　りきと 幕張総合

28 黒28 水村　崚太 みずむら　りょうた 松戸馬橋

29 黒29 山岡　航介 やまおか　こうすけ 市川

30 黒30 安川　潤 やすかわ　じゅん 佐倉

31 黒31 荒谷　燎 あらや　りょう 幕張総合

32 黒32 石井　音和 いしい　おと 千城台

33 黒33 石川　翔瑛 いしかわ　しょうえい 千葉北

34 黒34 廣阪　海大 ひろさか　かなた 幕張総合

35 黒35 滝口　紘生 たきぐち　ひろき 船橋市立湊中学校

36 黒36 雨宮　慧達 あめみや　けいたつ 千城台

37 黒37 福田　義人 ふくだ　よしと 幕張総合

38 黒38 鈴木　青衣 すずき　あおい 幕張総合

39 黒39 与那覇　樹 よなは　いつき 商大付属

40 黒40 窪　慧登 くぼ　けいと 東海大浦安

41 黒41 宮國　柊弥 みやくに　しゅうや 千葉北

42 黒42 齊藤　大輝 さいとう　たいき 東海大浦安

43 黒43 小倉　志道 おぐら　しどう 千葉北

44 黒44 青木　悠真 あおき　ゆうま 幕張総合



45 黒45 齋藤　武和 さいとう　たけと 東総工業

46 黒46 佐藤　駿人 さとう　はやと 千城台

47 黒47 三谷　崇人 みたに　たかと 幕張総合

48 黒48 齋藤　優成 さいとう　ゆうせい 商大付属

49 黒49 武村　幸之助 たけむら　こうのすけ 千葉北

50 黒50 渡邉　祐輝 わたなべ　よしき 千葉北

51 黒51 大久保　伶恩 おおくぼ　れおん 幕張総合

52 黒52 高井　月哉 たかい　つきや 千葉北

53 黒53 関　悠真 せき　ゆうま 船橋市立海神中学校

54 黒54 原　志弥 はら　もとひろ 幕張総合

55 黒55 山田　栄輔 やまだ　えいすけ 幕張総合

56 黒56 竹久　瑛 たけひさ　あきら 千葉市立緑町小学校

57 黒57 涌澤　稜 わくさわ　りょう 幕張総合

58 黒58 菊池　龍聖 きくち　りゅうせい 千葉北

59 黒59 鈴木　一史 すずき　ひふみ 千城台

60 黒60 苗木　亮太 なえき　りょうた 商大付属

61 黒61 中島　凌太郎 なかじま　りょうたろう 市原市立五井小学校

62 黒62 三田 　歩夢 みた　あゆむ 柏市立酒井根中学校

63 黒63 櫻井　航 さくらい　わたる 幕張総合

64 黒64 時田　拓弥 ときた　たくや 千城台

65 黒65 畑　駿哉 はた　しゅんや 幕張総合

66 黒66 鈴木　愛弥 すずき　まなや 千城台

67 黒67 千葉　自然 ちば　みずし 千城台

68 黒68 樋口　颯 ひぐち　はやて 幕張総合

69 黒69 園村　琉翔 そのむら　るか 東海大浦安

70 黒70 山内　健光 やまうち　たけみつ 市川

71 黒71 石見　友一 いわみ　ゆういち 東海大浦安

72 黒72 梶山　梓 かじやま　あずさ 佐倉市立臼井南中学校

73 黒73 矢野　昂雅 やの　こうが 商大付属

74 黒74 小山　駿 こやま　しゅん 千城台

75 黒75 松尾　郁夢 まつお　いくむ 松戸馬橋

76 黒76 栃井　拓磨 とちい　たくま 幕張総合

77 黒77 河野　倫周 かわの　ともちか 千城台

78 黒78 鈴木　忠斗 すずき　あつと 千葉北

79 黒79 白土　優貴 しらと　ゆうき 幕張総合

80 黒80 峰村　直樹 みねむら　なおき 松戸馬橋

81 黒81 藤野　勝哉 ふじの　かつや 商大付属

Aルートここまで



令和元年度スポーツクライミング千葉県ユース選手権大会　暫定競技順　Bルート

B競技順 ゼッケン 氏名 ふりがな 学校名

1 黒41 宮國　柊弥 みやくに　しゅうや 千葉北

2 黒42 齊藤　大輝 さいとう　たいき 東海大浦安

3 黒43 小倉　志道 おぐら　しどう 千葉北

4 黒44 青木　悠真 あおき　ゆうま 幕張総合

5 黒45 齋藤　武和 さいとう　たけと 東総工業

6 黒46 佐藤　駿人 さとう　はやと 千城台

7 黒47 三谷　崇人 みたに　たかと 幕張総合

8 黒48 齋藤　優成 さいとう　ゆうせい 商大付属

9 黒49 武村　幸之助 たけむら　こうのすけ 千葉北

10 黒50 渡邉　祐輝 わたなべ　よしき 千葉北

11 黒51 大久保　伶恩 おおくぼ　れおん 幕張総合

12 黒52 高井　月哉 たかい　つきや 千葉北

13 黒53 関　悠真 せき　ゆうま 船橋市立海神中学校

14 黒54 原　志弥 はら　もとひろ 幕張総合

15 黒55 山田　栄輔 やまだ　えいすけ 幕張総合

16 黒56 竹久　瑛 たけひさ　あきら 千葉市立緑町小学校

17 黒57 涌澤　稜 わくさわ　りょう 幕張総合

18 黒58 菊池　龍聖 きくち　りゅうせい 千葉北

19 黒59 鈴木　一史 すずき　ひふみ 千城台

20 黒60 苗木　亮太 なえき　りょうた 商大付属

21 黒61 中島　凌太郎 なかじま　りょうたろう 市原市立五井小学校

22 黒62 三田 　歩夢 みた　あゆむ 柏市立酒井根中学校

23 黒63 櫻井　航 さくらい　わたる 幕張総合

24 黒64 時田　拓弥 ときた　たくや 千城台

25 黒65 畑　駿哉 はた　しゅんや 幕張総合

26 黒66 鈴木　愛弥 すずき　まなや 千城台

27 黒67 千葉　自然 ちば　みずし 千城台

28 黒68 樋口　颯 ひぐち　はやて 幕張総合

29 黒69 園村　琉翔 そのむら　るか 東海大浦安

30 黒70 山内　健光 やまうち　たけみつ 市川

31 黒71 石見　友一 いわみ　ゆういち 東海大浦安

32 黒72 梶山　梓 かじやま　あずさ 佐倉市立臼井南中学校

33 黒73 矢野　昂雅 やの　こうが 商大付属

34 黒74 小山　駿 こやま　しゅん 千城台

35 黒75 松尾　郁夢 まつお　いくむ 松戸馬橋

36 黒76 栃井　拓磨 とちい　たくま 幕張総合

37 黒77 河野　倫周 かわの　ともちか 千城台

38 黒78 鈴木　忠斗 すずき　あつと 千葉北

39 黒79 白土　優貴 しらと　ゆうき 幕張総合

40 黒80 峰村　直樹 みねむら　なおき 松戸馬橋

41 黒81 藤野　勝哉 ふじの　かつや 商大付属

42 黒1 下村　勇人 シモムラ　ハヤト 昭和学院

43 黒2 船越　柚一 ふなこし　ゆういち 幕張総合

44 黒3 浅田　遥音 あさだ　はると 東海大浦安



45 黒4 高梨　大翔 たかなし　ひろと 千城台

46 黒5 藤野　柊斗 ふじの　しゅうと 松戸市立新松戸南中学校

47 黒6 藤井　康平 フジイ　コウヘイ 昭和学院

48 黒7 濱崎　祥汰 はまさき　しょうた 幕張総合

49 黒8 吉井　颯大 よしい　そうた 商大付属

50 黒9 平野　翔大 ひらの　しょうだい 東総工業

51 黒10 清水　啓汰 しみず　けいた 千葉北

52 黒11 梅田　 響 うめだ　ひびき 市川

53 黒12 浮嶋　大輝 うきしま　はるき 千葉市立高洲第一中学校

54 黒13 伊藤　直隆 いとう　なおたか 商大付属

55 黒14 宮下　大悟 みやした　だいご 市川

56 黒15 熊野　瞭 くまの　りょう 東海大浦安

57 黒16 安楽　宙斗 あんらく　そらと 八千代市立大和田中学校

58 黒17 山﨑　　琉 やまざき　りゅう 千城台

59 黒18 飯田　拓飛 いいだ　ひろと 幕張総合

60 黒19 江川　成道 えがわ　なるみち 東総工業

61 黒20 田中　将也 たなか　まさや 東海大浦安

62 黒21 小野寺　勇人 おのでら　はやと 幕張総合

63 黒22 北見　洋翔 きたみ　ひろと 商大付属

64 黒23 勝山　将伍 かつやま　しょうご 千城台

65 黒24 井口　昴 いぐち　あきら 東海大浦安

66 黒25 松内　丈征 まつうち　たけゆき 千葉北

67 黒26 山本　一颯 やまもと　かずさ 千城台

68 黒27 中川　力斗 なかがわ　りきと 幕張総合

69 黒28 水村　崚太 みずむら　りょうた 松戸馬橋

70 黒29 山岡　航介 やまおか　こうすけ 市川

71 黒30 安川　潤 やすかわ　じゅん 佐倉

72 黒31 荒谷　燎 あらや　りょう 幕張総合

73 黒32 石井　音和 いしい　おと 千城台

74 黒33 石川　翔瑛 いしかわ　しょうえい 千葉北

75 黒34 廣阪　海大 ひろさか　かなた 幕張総合

76 黒35 滝口　紘生 たきぐち　ひろき 船橋市立湊中学校

77 黒36 雨宮　慧達 あめみや　けいたつ 千城台

78 黒37 福田　義人 ふくだ　よしと 幕張総合

79 黒38 鈴木　青衣 すずき　あおい 幕張総合

80 黒39 与那覇　樹 よなは　いつき 商大付属

81 黒40 窪　慧登 くぼ　けいと 東海大浦安

Bルートここまで



令和元年度スポーツクライミング千葉県ユース選手権大会　暫定競技順　Cルート

C競技順 ゼッケン 氏名 ふりがな 学校名

1 赤1 姉帯　咲良 あねたい　さくら 千葉市立土気南小学校

2 赤2 萩原　香月 はぎわら　かづき 船橋市立船橋中学校

3 赤3 奥村　亮佳 おくむら　りょうか 幕張総合

4 赤4 堀口　夢実 ほりぐち　ゆみ 千葉市立有吉中学校

5 赤5 髙𣘺　小百合 たかはし　さゆり 千葉市立幸町第二中学校

6 赤6 橋本　凜 ハシモト　リン 昭和学院

7 赤7 久保田　紗羽 くぼた　さわ 幕張総合

8 赤8 堀籠　愛澄香 ほりごめ　あすか 千城台

9 赤9 八木　佳麟 やぎ　かりん 幕張総合

10 赤10 藤井　千紘 ふじい　ちひろ 船橋市立海神中学校

11 赤11 二宮　凜 にのみや　りん 商大付属

12 赤12 深野　知穂 ふかの　ちほ 松戸馬橋

13 赤13 森部　莉菜 もりべ　りな 千葉北

14 赤14 鈴木　友菜 すずき　ゆうな 東海大浦安

15 赤15 松田　悠希 まつだ　ゆき 東海大浦安

16 赤16 水島　希 みずしま　のぞみ 市立船橋

17 赤17 小林　和音 こばやし　かずね 船橋市立葛飾中学校

18 赤18 伊藤　葵 いとう　あおい 東海大浦安

19 赤19 加藤　あず希 かとう　あずき 市川市立冨貴島小学校

20 赤20 髙橋　奈那羽 たかはし　ななは 千葉女子

21 赤21 久米　乃ノ華 くめ　ののは 市立船橋

22 赤22 羽田　飛鶴 はねだ　ひづる 千城台

23 赤23 岩瀬　未空 いわせ　みく 千葉北

24 赤24 岩佐　胡春 いわさ　こはる 幕張総合

25 赤25 正國　七華 まさくに　ななか 千葉北

26 赤26 丸山　日碧 まるやま　にっき 幕張総合

27 赤27 山口　真央 やまぐち　まお 幕張総合

28 赤28 竹内　亜衣 たけうち　あい 千葉市立山王中学校

29 赤29 鈴木　可菜美 すずき　かなみ 白井市立大山口中学校

30 赤30 永沼　早彩 ながぬま　さや 東海大浦安

31 赤31 菊沢　紗 きくさわ　すず 幕張総合

32 赤32 村杉　汐里 むらすぎ　しおり 白井市立七次台小学校

33 赤33 川東　澪 かわひがし　みお 幕張総合

34 赤34 長島　萌生 ながしま　めい 幕張総合

35 赤35 高橋　真央 たかはし　まお 東海大浦安

36 赤36 鎌形　祐花 かまがた　ゆうか 市川

37 赤37 二瓶　七海 にへい　ななみ 船橋市立若松小学校

38 赤38 斉藤　愛梨亜 サイトウ　アリア 昭和学院

39 赤39 中田　小百合 なかだ　さゆり 船橋二和

40 赤40 飯塚　彩夏 いいつか　あやか 千城台

41 赤41 磯山　倖奈 いそやま　ゆきな 松戸馬橋

42 赤42 遠藤　楓奈 えんどう　ふうな 印西市立滝野小学校

43 赤43 宮田　陽香 みやた　はるか 幕張総合

Cルートここまで



令和元年度スポーツクライミング千葉県ユース選手権大会　暫定競技順　Dルート

D競技順 ゼッケン 氏名 ふりがな 学校名

1 赤22 羽田　飛鶴 はねだ　ひづる 千城台

2 赤23 岩瀬　未空 いわせ　みく 千葉北

3 赤24 岩佐　胡春 いわさ　こはる 幕張総合

4 赤25 正國　七華 まさくに　ななか 千葉北

5 赤26 丸山　日碧 まるやま　にっき 幕張総合

6 赤27 山口　真央 やまぐち　まお 幕張総合

7 赤28 竹内　亜衣 たけうち　あい 千葉市立山王中学校

8 赤29 鈴木　可菜美 すずき　かなみ 白井市立大山口中学校

9 赤30 永沼　早彩 ながぬま　さや 東海大浦安

10 赤31 菊沢　紗 きくさわ　すず 幕張総合

11 赤32 村杉　汐里 むらすぎ　しおり 白井市立七次台小学校

12 赤33 川東　澪 かわひがし　みお 幕張総合

13 赤34 長島　萌生 ながしま　めい 幕張総合

14 赤35 高橋　真央 たかはし　まお 東海大浦安

15 赤36 鎌形　祐花 かまがた　ゆうか 市川

16 赤37 二瓶　七海 にへい　ななみ 船橋市立若松小学校

17 赤38 斉藤　愛梨亜 サイトウ　アリア 昭和学院

18 赤39 中田　小百合 なかだ　さゆり 船橋二和

19 赤40 飯塚　彩夏 いいつか　あやか 千城台

20 赤41 磯山　倖奈 いそやま　ゆきな 松戸馬橋

21 赤42 遠藤　楓奈 えんどう　ふうな 印西市立滝野小学校

22 赤43 宮田　陽香 みやた　はるか 幕張総合

23 赤1 姉帯　咲良 あねたい　さくら 千葉市立土気南小学校

24 赤2 萩原　香月 はぎわら　かづき 船橋市立船橋中学校

25 赤3 奥村　亮佳 おくむら　りょうか 幕張総合

26 赤4 堀口　夢実 ほりぐち　ゆみ 千葉市立有吉中学校

27 赤5 髙𣘺　小百合 たかはし　さゆり 千葉市立幸町第二中学校

28 赤6 橋本　凜 ハシモト　リン 昭和学院

29 赤7 久保田　紗羽 くぼた　さわ 幕張総合

30 赤8 堀籠　愛澄香 ほりごめ　あすか 千城台

31 赤9 八木　佳麟 やぎ　かりん 幕張総合

32 赤10 藤井　千紘 ふじい　ちひろ 船橋市立海神中学校

33 赤11 二宮　凜 にのみや　りん 商大付属

34 赤12 深野　知穂 ふかの　ちほ 松戸馬橋

35 赤13 森部　莉菜 もりべ　りな 千葉北

36 赤14 鈴木　友菜 すずき　ゆうな 東海大浦安

37 赤15 松田　悠希 まつだ　ゆき 東海大浦安

38 赤16 水島　希 みずしま　のぞみ 市立船橋

39 赤17 小林　和音 こばやし　かずね 船橋市立葛飾中学校

40 赤18 伊藤　葵 いとう　あおい 東海大浦安

41 赤19 加藤　あず希 かとう　あずき 市川市立冨貴島小学校

42 赤20 髙橋　奈那羽 たかはし　ななは 千葉女子

43 赤21 久米　乃ノ華 くめ　ののは 市立船橋

Dルートここまで
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