
第６回全国高等学校選抜クライミング選手権大会　参加選手名簿（予選暫定競技順）

女子　参加人数：８６名　　参加都道府県数：３６都道府県　　参加校数：６２校

ID
予選①
競技順

予選②
競技順

ゼッケ
ン番号

氏 名 フリガナ 都道府県 学校名

f1406 1 44 F０１ 土肥 由瑚 ドヒ ユウコ 神奈川県 神奈川県立鶴嶺高等学校
f2104 2 45 F０２ 鈴木 彩有希 スズキ サユキ 静岡県 浜松日体高等学校
f2204 3 46 F０３ 大場 美和 オオバ ミワ 愛知県 光ヶ丘女子高等学校
f1209 4 47 F０４ 清水 夏子 シミズ ナツコ 千葉県 千葉県立千葉東高等学校
f4007 5 48 F０５ 小嵜 友菜 コサキ ユウナ 福岡県 福岡県立東筑高等学校
f0804 6 49 F０６ 牛山 由香 ウシヤマ ユカ 茨城県 茨城県立水戸工業高等学校
f2505 7 50 F０７ 中野 雪帆 ナカノ ユキホ 滋賀県 滋賀県立八幡高等学校
f2604 8 51 F０８ 遠藤 真輝 エンドウ マキ 京都府 京都府立洛東高等学校
f1705 9 52 F０９ 熊倉 良美 クマクラ ヨシミ 長野県 上田西高等学校
f0106 10 53 F１０ 北谷 未紗 キタヤ ミサ 北海道 北海道遠軽高等学校
f1203 11 54 F１１ 番場 香月 バンバ カツキ 千葉県 千葉県立松戸馬橋高等学校
f3002 12 55 F１２ 児玉 亜美 コダマ アミ 和歌山県 和歌山市立和歌山高等学校
f1208 13 56 F１３ 高嶋 優衣 タカシマ ユイ 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校
f3204 14 57 F１４ 毛利 有希 モウリ ユキ 島根県 島根県立松江工業高等学校
f1505 15 58 F１５ 遠藤 さやか エンドウ サヤカ 山梨県 山梨県立甲府東高等学校
f1109 16 59 F１６ 齊藤 千尋 サイトウ チヒロ 埼玉県 花咲徳栄高等学校
f2106 17 60 F１７ 勝本 真衣 カツモト マイ 静岡県 静岡県立富士宮西高等学校
f0305 18 61 F１８ 越前屋 花絃 エチゼンヤ ケイト 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校
f2704 19 62 F１９ 藤村 菜緒 フジムラ ナオ 大阪府 大阪府立河南高等学校
f0505 20 63 F２０ 佐々木 凜生 ササキ リオ 秋田県 秋田県立角館高等学校
f0107 21 64 F２１ 小武 芽生 コタケ メイ 北海道 北星学園女子高等学校
f0302 22 65 F２２ 熊谷 澪 クマガイ ミオ 岩手県 岩手県立盛岡南高等学校
f2504 23 66 F２３ 松田 友香 マツダ ユカ 滋賀県 滋賀県立甲西高等学校
f3005 24 67 F２４ 右田 菜々子 ミギタ ナナコ 和歌山県 和歌山県立星林高等学校
f3405 25 68 F２５ 山口 真央 ヤマグチ マヒロ 広島県 広島市立沼田高等学校
f2403 26 69 F２６ 小島 果南 コジマ カナン 岐阜県 岐阜聖徳学園高等学校
f0504 27 70 F２７ 田口 星奈 タグチ セナ 秋田県 秋田県立角館高等学校
f2105 28 71 F２８ 北脇 順子 キタワキ ジュンコ 静岡県 浜松日体高等学校
f3303 29 72 F２９ 玉井 桃香 タマイ モモカ 岡山県 就実高等学校
f0803 30 73 F３０ 清水 萌絵 シミズ モエ 茨城県 茨城県立水戸工業高等学校
f3104 31 74 F３１ 高田 こころ タカタ ココロ 鳥取県 鳥取県立鳥取中央育英高等学校
f2103 32 75 F３２ 中村 祐香梨 ナカムラ ユカリ 静岡県 浜松日体高等学校
f4603 33 76 F３３ 白澤 樹奈 シラサワ ジュナ 鹿児島県 鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校
f4302 34 77 F３４ 中野 姫和子 ナカノ キワコ 熊本県 熊本県立八代農業高等学校泉分校
f1703 35 78 F３５ 武江 真歩 タケエ マホ 長野県 長野県大町高等学校
f4006 36 79 F３６ 安部 優紀 アベ ユウキ 福岡県 福岡県立東筑高等学校
f1504 37 80 F３７ 渡邊 野乃 ワタナベ ノノ 山梨県 山梨県立富士北稜高等学校
f4703 38 81 F３８ 仲村 文音 ナカムラ アヤネ 沖縄県 沖縄県立宜野座高等学校
f1207 39 82 F３９ 菊沢 絢 キクサワ アヤ 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校
f0403 40 83 F４０ 佐藤 涼香 サトウ スズカ 宮城県 東北高等学校
f4604 41 84 F４１ 福永 雅子 フクナガ マサコ 鹿児島県 鹿児島実業高等学校
f3403 42 85 F４２ 山下 真由 ヤマシタ マユ 広島県 広島県立安芸高等学校
f1301 43 86 F４３ 中村 真緒 ナカムラ マオ 東京都 学習院女子高等学校



ID
予選①
競技順

予選②
競技順

ゼッケ
ン番号

氏 名 フリガナ メイ 都道府県 学校名

f3105 44 1 F44 西田 遥流 ニシダ ハルル 鳥取県 鳥取県立鳥取中央育英高等学校
f1404 45 2 F45 中村 仁奈 ナカムラ ニイナ 神奈川県 神奈川県立川崎北高等学校
f4503 46 3 F46 髙岡 愛 タカオカ マナ 宮崎県 宮崎県立宮崎西高等学校
f3004 47 4 F47 右田 梨香子 ミギタ リカコ 和歌山県 和歌山県立星林高等学校
f1210 48 5 F48 杉原 夏鈴 スギハラ カリン 千葉県 千葉商科大学付属高等学校
f3304 49 6 F49 永原 美和 ナガハラ ミワ 岡山県 就実高等学校
f0601 50 7 F50 渡辺 美春 ワタナベ ミハル 山形県 山形県立山形東高等学校
f4105 51 8 F51 渡島 奈緒 ワタシマ ナオ 佐賀県 佐賀県立多久高等学校
f2702 52 9 F52 冨田 杏奈 トミタ アンナ 大阪府 常翔啓光学園高等学校
f3404 53 10 F53 錦織 美里 ニシコリ ミサト 広島県 広島県立広島井口高等学校
f2506 54 11 F54 冨田 深郷 トミタ ミサト 滋賀県 滋賀県立八幡高等学校
f1706 55 12 F55 小山 萌美 コヤマ モエミ 長野県 上田西高等学校
f4704 56 13 F56 屋比久 咲笑 ヤビク サエ 沖縄県 沖縄県立宜野座高等学校
f2805 57 14 F57 森本 遥月 モリモト ハヅキ 兵庫県 兵庫県立星陵高等学校
f2707 58 15 F58 森脇 ほの佳 モリワキ ホノカ 大阪府 昇陽高等学校
f4203 59 16 F59 周防 小夏 スオウ コナツ 長崎県 長崎県立大村高等学校
f4504 60 17 F60 永田 あや ナガタ アヤ 宮崎県 宮崎県立宮崎西高等学校
f0105 61 18 F61 永野 亜弥 ナガノ アヤ 北海道 北海道遠軽高等学校
f2904 62 19 F62 宮田 百花 ミヤタ モモカ 奈良県 奈良県立西の京高等学校
f0701 63 20 F63 林 まりな ハヤシ マリナ 福島県 福島県立湯本高等学校
f4206 64 21 F64 大河内 芹香 オオカワチ セリカ 長崎県 長崎県立佐世保東翔高等学校
f2804 65 22 F65 藤本 明日香 フジモト アスカ 兵庫県 神戸市立科学技術高等学校
f1405 66 23 F66 岩崎 賀央 イワサキ カオ 神奈川県 横浜市立金沢高等学校
f0902 67 24 F67 茂呂居 楓 モロイ カエデ 栃木県 栃木県立栃木女子高等学校
f4104 68 25 F68 岸川 弓子 キシガワ ユミコ 佐賀県 佐賀県立多久高等学校
f0306 69 26 F69 近谷 岬 コンヤ ミサキ 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校
f1503 70 27 F70 戸田 萌希 トダ ホマレ 山梨県 山梨県立山梨高等学校
f3103 71 28 F71 古川 日南子 フルカワ ヒナコ 鳥取県 鳥取県立鳥取中央育英高等学校
f4002 72 29 F72 宗 緋悠佳 ソウ ヒュウカ 福岡県 誠修高等学校
f1003 73 30 F73 根岸 凌子 ネギシ リョウコ 群馬県 群馬県立沼田女子高等学校
f3206 74 31 F74 鈴木 紀子 スズキ ノリコ 島根県 松徳学院高等学校
f3504 75 32 F75 久保田 怜那 クボタ レイナ 山口県 山口県立新南陽高等学校
f3205 76 33 F76 塩治 梨菜 エンナ リナ 島根県 松徳学院高等学校
f0404 77 34 F77 田端 真依 タバタ マイ 宮城県 東北高等学校
f1102 78 35 F78 安部 文菜 アベ アヤナ 埼玉県 埼玉県立上尾南高等学校
f3503 79 36 F79 林 千帆里 ハヤシ チホリ 山口県 山口県立新南陽高等学校
f4204 80 37 F80 吉田 奈央 ヨシダ ナオ 長崎県 長崎県立大村高等学校
f1205 81 38 F81 堀川 瑞季 ホリカワ ミズキ 千葉県 東海大学付属浦安高等学校
f1103 82 39 F82 小池 可菜 コイケ カナ 埼玉県 埼玉県立上尾南高等学校
f4207 83 40 F83 木下 茜 キノシタ アカネ 長崎県 長崎県立佐世保東翔高等学校
f1206 84 41 F84 山口 朝夏 ヤマグチ トモカ 千葉県 千葉県立千城台高等学校
f1004 85 42 F85 大河原 愛羅 オオカワラ アイラ 群馬県 群馬県立沼田女子高等学校
f1110 86 43 F86 金子 桃華 カネコ モモカ 埼玉県 聖望学園高等学校


