
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）

男女合計　参加人数：１９５名　　参加都道府県数：４２都道府県　　参加校数：１２３校

男子　参加人数：１０９名　　参加都道府県数：４０都道府県　　参加校数：８２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

m2201 1 55 M01 東埜 光起 ヒガシノ ミツキ 愛知県 愛知県立一宮工業高等学校
m1402 2 56 M02 草田 貴知 クサダ タカアキ 神奈川県 神奈川県立伊志田高等学校
m1701 3 57 M03 岡本 昂大 オカモト コウダイ 長野県 長野県大町高等学校
m1602 4 58 M04 鈴木 周 スズキ シュウ 新潟県 新潟県立新潟東高等学校
m4102 5 59 M05 池田 侑生 イケダ ユウキ 佐賀県 佐賀県立佐賀工業高等学校
m1303 6 60 M06 島田 祐太郎 シマダ ユウタロウ 東京都 東京都立板橋高等学校
m1107 7 61 M07 加藤 悠生 カトウ ユイ 埼玉県 埼玉県立川越初雁高等学校
m0502 8 62 M08 佐藤 天嶺 サトウ タカネ 秋田県 秋田県立角館高等学校
m0802 9 63 M09 田中 大稀 タナカ ダイキ 茨城県 茨城県立水戸工業高等学校
m1702 10 64 M10 北村 悠太 キタムラ ユウタ 長野県 長野県大町高等学校
m4401 11 65 M11 吉良 子龍 キラ シリュウ 大分県 大分県立竹田高等学校
m0103 12 66 M12 武者 知希 ムシャ トモキ 北海道 北海道江別高等学校
m4601 13 67 M13 橋本 大輔 ハシモト ダイスケ 鹿児島県 鹿児島県立甲南高等学校
m1401 14 68 M14 遠山 優夢 トオヤマ ユウム 神奈川県 神奈川県立秦野総合高等学校
m4402 15 69 M15 大島 渓 オオシマ ケイ 大分県 大分県立竹田高等学校
m2202 16 70 M16 河合 秀哉 カワイ ヒデヤ 愛知県 岡崎城西高等学校
m1204 17 71 M17 黒木 統也 クロキ トウヤ 千葉県 千葉県立千葉北高等学校
m2602 18 72 M18 中山 祐生 ナカヤマ ユウキ 京都府 クラーク記念国際高等学校
m0202 19 73 M19 松沢 修斗 マツサワ シュウト 青森県 八戸工業大学第一高等学校
m2903 20 74 M20 佐々木 康祐 ササキ コウスケ 奈良県 奈良県立王寺工業高等学校
m3003 21 75 M21 土田 要 ツチダ カナメ 和歌山県 慶風高等学校
m4001 22 76 M22 中上 巧 ナカガミ タクミ 福岡県 福岡県立武蔵台高等学校
m3203 23 77 M23 細田 泰弘 ホソダ ヤスヒロ 島根県 島根県立松江工業高等学校
m3701 24 78 M24 伊勢谷 春 イセヤ ハジメ 徳島県 徳島県立城西高等学校
m1105 25 79 M25 波田 悠貴 ハダ ユウキ 埼玉県 埼玉県立久喜工業高等学校
m4301 26 80 M26 宮本 大輔 ミヤモト ダイスケ 熊本県 熊本県立済々黌高等学校
m3402 27 81 M27 山本 啓 ヤマモト ケイ 広島県 修道高等学校
m4701 28 82 M28 仲原 英達 ナカハラ エイタツ 沖縄県 沖縄県立宜野座高等学校
m2803 29 83 M29 春尾 浩暉 ハルオ コウキ 兵庫県 神戸市立科学技術高等学校
m0501 30 84 M30 藤原 達也 フジワラ タツヤ 秋田県 秋田県立大曲高等学校
m4201 31 85 M31 安達 隼介 アダチ シュンスケ 長崎県 長崎県立大村高等学校
m3001 32 86 M32 小林 冬和 コバヤシ トワ 和歌山県 和歌山市立和歌山高等学校
m3401 33 87 M33 川本 卓 カワモト タク 広島県 修道高等学校
m1104 34 88 M34 白石 裕次郎 シライシ ユウジロウ 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校
m1202 35 89 M35 村上 健太郎 ムラカミ ケンタロウ 千葉県 千葉県立松戸馬橋高等学校
m2401 36 90 M36 小澤 慧乙 オザワ ケイト 岐阜県 岐阜県立大垣工業高等学校
m0801 37 91 M37 菊池 大樹 キクチ ダイキ 茨城県 茨城県立太田第二高等学校
m0303 38 92 M38 宮﨑 克康 ミヤザキ カツヤス 岩手県 岩手県立盛岡南高等学校
m3006 39 93 M39 藤井 良太 フジイ リョウタ 和歌山県 和歌山県立きのくに青雲高等学校
m2902 40 94 M40 西村 虎之助 ニシムラ トラノスケ 奈良県 奈良県立王寺工業高等学校
m1304 41 95 M41 盛田 康平 モリタ コウヘイ 東京都 東京都立杉並総合高等学校
m3502 42 96 M42 岩本 晃平 イワモト コウヘイ 山口県 山口県立防府高等学校
m0301 43 97 M43 山内 響 ヤマウチ ヒビキ 岩手県 岩手県立盛岡南高等学校
m4502 44 98 M44 黒木 蓮 クロキ レン 宮崎県 宮崎県立宮崎西高等学校
m4005 45 99 M45 栗栖 悠斗 クリス ユウト 福岡県 福岡県立東筑高等学校
m0102 46 100 M46 鈴木 爽 スズキ ソウ 北海道 北海道富良野緑峰高等学校
m0101 47 101 M47 髙木 智和 タカギ トモカズ 北海道 北海道札幌工業高等学校
m3202 48 102 M48 津田 健太郎 ツダ ケンタロウ 島根県 島根県立松江工業高等学校
m1501 49 103 M49 森島 崚介 モリシマ リョウスケ 山梨県 都留高等学校
m3102 50 104 M50 河上 紘輝 カワカミ ヒロキ 鳥取県 鳥取県立鳥取中央育英高等学校
m1108 51 105 M51 大髙 伽弥 オオタカ カヤ 埼玉県 東野高等学校
m2606 52 106 M52 木本 功太 キモト コウタ 京都府 京都府立洛東高等学校
m2501 53 107 M53 増田 海星 マスダ カイト 滋賀県 滋賀県立石部高等学校
m1603 54 108 M54 渡辺 政達 ワタナベ マサタツ 新潟県 東京学館新潟高等学校
m1002 55 109 M55 髙山 樹 タカヤマ イツキ 群馬県 群馬県立前橋工業高等学校
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m0108 56 1 M56 香川 裕登 カガワ ヒロト 北海道 北海道富良野緑峰高等学校
m1704 57 2 M57 片山 空 カタヤマ ソラ 長野県 長野県大町北高等学校
m2802 58 3 M58 塀内 秀真 ヘイウチ シュウマ 兵庫県 兵庫県立夢野台高等学校
m2703 59 4 M59 中植 大地 ナカウエ ダイチ 大阪府 大阪府立河南高等学校
m0104 60 5 M60 岸本 武蔵 キシモト ムサシ 北海道 北海道美唄尚栄高等学校
m2101 61 6 M61 原 賢伸 ハラ ケンシン 静岡県 浜松日体高等学校
m4003 62 7 M62 松﨑 雄哉 マツザキ ユウヤ 福岡県 九州産業大学付属九州産業高等学校
m3107 63 8 M63 奥田 樹 オクダ タツキ 鳥取県 米子北高等学校
m2603 64 9 M64 久貝 悠大 クガイ ユウタ 京都府 京都つくば開成高等学校
m2102 65 10 M65 河合 康太 カワイ コウタ 静岡県 浜松日体高等学校
m2503 66 11 M66 片山 天士 カタヤマ タカシ 滋賀県 滋賀県立甲西高等学校
m3101 67 12 M67 安本 海斗 ヤスモト カイト 鳥取県 鳥取県立鳥取中央育英高等学校
m4501 68 13 M68 伊野 竜也 イノ リュウヤ 宮崎県 宮崎県立延岡工業高等学校
m2705 69 14 M69 北江 優弥 キタエ ユウヤ 大阪府 大阪市立都島工業高等学校
m1502 70 15 M70 有泉 汰一 アリイズミ タイチ 山梨県 山梨県立韮崎工業高等学校
m4602 71 16 M71 内村 優斗 ウチムラ ユウト 鹿児島県 鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校
m2502 72 17 M72 西沢 隼人 ニシザワ ハヤト 滋賀県 滋賀県立甲西高等学校
m4101 73 18 M73 中野 駿 ナカノ シュン 佐賀県 佐賀県立佐賀工業高等学校
m2601 74 19 M74 上田 貫太 ウエダ カンタ 京都府 国立舞鶴工業高等専門学校
m3301 75 20 M75 本岡 優斗 モトオカ ユウト 岡山県 国立津山工業高等専門学校
m3702 76 21 M76 秋山 達哉 アキヤマ タツヤ 徳島県 徳島県立城西高等学校
m3501 77 22 M77 柴田 耕平 シバタ コウヘイ 山口県 山口県立防府高等学校
m1106 78 23 M78 本間 大晴 ホンマ タイセイ 埼玉県 埼玉県立久喜工業高等学校
m3505 79 24 M79 豊田 将史 トヨタ マサフミ 山口県 野田学園高等学校
m2402 80 25 M80 日比野 良祐 ヒビノ リョウスケ 岐阜県 岐阜県立大垣北高等学校
m4004 81 26 M81 入江 勇慎 イリエ ユウシン 福岡県 福岡県立東筑高等学校
m3106 82 27 M82 山中 一輝 ヤマナカ カズキ 鳥取県 鳥取県立鳥取西高等学校
m0401 83 28 M83 伊藤 和真 イトウ カズマ 宮城県 東北高等学校
m1001 84 29 M84 上岡 駿太 カミオカ シュンタ 群馬県 群馬県立前橋南高等学校
m4202 85 30 M85 田中 翔悟 タナカ ショウゴ 長崎県 長崎県立大村高等学校
m4205 86 31 M86 中村 聖 ナカムラ アキラ 長崎県 長崎県立小浜高等学校
m2901 87 32 M87 岡本 季大 オカモト スエヒロ 奈良県 奈良県立奈良北高等学校
m0402 88 33 M88 長澤 青空 ナガサワ ソラ 宮城県 東北高等学校
m1201 89 34 M89 村上 優太郎 ムラカミ ユウタロウ 千葉県 千葉県立松戸馬橋高等学校
m1601 90 35 M90 猪股 義太郎 イノマタ ヨシタロウ 新潟県 新潟県立新潟東高等学校
m0307 91 36 M91 佐々木 建彰 ササキ タケアキ 岩手県 岩手高等学校
m1101 92 37 M92 安野 広大 ヤスノ コウダイ 埼玉県 埼玉県立上尾南高等学校
m4103 93 38 M93 中武 凌雅 ナカダケ リョウガ 佐賀県 佐賀星生学園
m1403 94 39 M94 池谷 海斗 イケタニ カイト 神奈川県 神奈川県立磯子工業高等学校
m2701 95 40 M95 山本 洸 ヤマモト ヒカリ 大阪府 常翔啓光学園高等学校
m3302 96 41 M96 篠田 佳吾 シノダ ケイゴ 岡山県 国立津山工業高等専門学校
m2801 97 42 M97 白坂 翠 シラサカ ヒスイ 兵庫県 兵庫県立夢野台高等学校
m4702 98 43 M98 花城 太基 ハナシロ タイキ 沖縄県 沖縄県立宜野座高等学校
m3201 99 44 M99 阪井 貴登 サカイ タカト 島根県 松江西高等学校
m3801 100 45 M100 渡部 槙一 ワタナベ シンイチ 愛媛県 愛媛県立東温高等学校
m2203 101 46 M101 鳥居 亮介 トリイ リョウスケ 愛知県 岡崎城西高等学校
m1302 102 47 M102 成田 朋季 ナリタ トモキ 東京都 明星学園高等学校
m0901 103 48 M103 梅園 瞬 ウメゾノ シュン 栃木県 作新学院高等学校
m0805 104 49 M104 伊藤 有輝也 イトウ ユキヤ 茨城県 茨城県立水戸工業高等学校
m0201 105 50 M105 山本 定隼 ヤマモト サダトシ 青森県 八戸工業大学第一高等学校
m0503 106 51 M106 村山 大空 ムラヤマ トモタカ 秋田県 秋田県立角館高等学校
m3901 107 52 M107 中林 一樹 ナカバヤシ カズキ 高知県 高知県立高知西高等学校
m2605 108 53 M108 八田 佳之 ハッタ ヨシユキ 京都府 京都府立洛東高等学校
m0304 109 54 M109 佐藤 励人 サトウ レイト 岩手県 岩手県立黒沢尻工業高等学校


