
日本フリークライミング協会

 ユースチャンピオンシップ'99
 浦和  エナジー・クライミングジム

期日: 1999/12/27

高度 +/- 高度 +/- 高度 +/-

1 茂　垣　敬　太 千葉 パンプ1号店 top top top
2 松　島　暁　人 東京 羽村高等学校／RunOut top top 20.50 -
3 秋　山　哲　郎 東京 早稲田大学 top top 17.30
4 佐　川　史　佳 埼玉 ランナウト top top 17.00 +
5 嵯　峨　　　敦 東京 南多摩高等学校／7a top top 17.00 -
6 宮　保　雄　一 石川 KANAZAWAクライミングウォール top top 16.30
7 木　下　雄　介 埼玉 パンプ1号店 top top 15.70 -
8 横　井　康　之 千葉 船橋北高等学校 top top 11.50 -
9 井　出　崇　彦 長野 長野県林業大学校／ホリエランド top 9.50 - 11.50 -
10 家　泉　知　幸 埼玉 埼玉大学フリークライミング同好会 top top 10.80 +
11 岡　部　憲　行 東京 パンプ2号店 top 6.90 +
12 山　下　隆　久 東京 早稲田大学／Ｔウォール top 6.90
13 加　藤　真　介 埼玉 所沢西高等学校WV部 top 3.50 +
14 長　尾　英　明 岡山 東岡山工業高等学校山岳部 top 3.50
15 宮　本　雄　一 福岡 アウトバック 9.50 + 7.50 -
16 宮　岡　泰　規 東京 福生高等学校スポーツクライミング部 6.70 - 6.90 -
17 野　木　太　郎 神奈川 氷取沢高等学校 7.60 5.70
18 藤　沢　伸　次 広島 広島学院高等学校登山部 9.50 3.50
19 井　上　隆　史 埼玉 埼玉大学フリークライミング同好会 5.90 4.70 +
19 木　村　光　宏 埼玉 埼玉大学フリークライミング同好会 5.50 6.20
21 古　川　　　慧 神奈川 相洋高等学校山岳部 5.50 4.70 +
22 池　田　晃　俊 東京 明星学園高等学校／クライムワークス 5.90 3.50
23 竹　内　浩　晃 岡山 東岡山工業高等学校山岳部 5.50 - 3.50
24 石　原　隆　志 埼玉 坂戸高等学校アウトドア部 7.80 3.30
24 中　澤　貴　範 長野 上田千曲高等学校山岳班 7.80 3.30
24 古　川　直　樹 長野 上田東高等学校山岳班 4.80 + 3.50
27 後　藤　勝　男 東京 拓殖大学／クライムワークス 4.80 3.50
27 大　滝　賢　一 埼玉 坂戸高等学校アウトドア部 4.80 - 3.50
29 後　藤　幾　男 東京 東京調理師専門学校／クライムワークス 4.50 3.50 +
30 田　口　信　幸 長野 上田千曲高等学校山岳班 4.50 3.50
30 塩　原　千　秋 茨城 総和工業高等学校 4.50 3.50
32 小　柳　　　聡 茨城 4.80 1.00 +
33 斉　藤　正　史 岡山 東岡山工業高等学校山岳部 4.50 1.00

順
位

GENERAL  RESULT

BA
1/2 Final記録

記録

カテゴリー:男子A
DIFICULTY

氏名 所属

Final



日本フリークライミング協会

 ユースチャンピオンシップ'99
 浦和  エナジー・クライミングジム

期日: 1999/12/27

高度 +/- 高度 +/- 高度 +/- 高度 +/-

1 渡　辺　数　馬 千葉 習志野市立第６中学校 top top top 8.90 +
2 柴　田　晃　一 神奈川 厚木市市立北小学校／MAX top top top 8.90
3 鯉　沼　伸　宜 埼玉 坂戸高等学校アウトドア部 top top 11.80
4 保　科　宏太郎 神奈川 鶴見工業高等学校／BigRock top top 9.20
5 荻　野　拓　也 埼玉 坂戸高等学校アウトドア部 top top 8.60
5 坂　口　秀　治 岡山 東岡山工業高等学校山岳部 top top 8.60
7 高　橋　秀　樹 埼玉 坂戸高等学校アウトドア部 top 9.90
8 須　藤　晴　紀 新潟 長岡市立南中学校 top 7.30
9 榎　本　　　聖 埼玉 坂戸高等学校アウトドア部 7.50 + 8.00
9 深　沢　　　亮 神奈川 相洋高等学校山岳部 8.00 - 7.30
11 宮　沢　健　吾 静岡 沼津市立大岡中学校 8.00 + 5.10
12 神　瀬　慎　也 埼玉 所沢西高等学校WV部 4.00 + 7.30
13 片居木　　　線 東京 福生高等学校スポーツクライミング部 8.00 + 3.60
14 坂　東　　　翼 岡山 岡山市立福田小学校 6.60 6.00
14 平　塚　昌　弘 神奈川 相洋高等学校山岳部 7.00 5.10
16 三　道　健太郎 岡山 東岡山工業高等学校山岳部 2.90 3.60 +
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1 小　林　真　秀 茨城 東海村立東海中学校／JNCC top top 12.80
2 橋　本　真　実 東京 ランナウト top top 9.20
3 野　口　美奈子 東京 クライムワークス 8.00 9.90 + 8.10
4 益　子　淳　子 茨城 東海高等学校 7.00 7.30 7.00
5 梶　原　史奈子 福岡 アウトバック 8.00 7.30 - 6.10 -
6 横　山　京　子 埼玉 川越商業高等学校山岳部 top 7.30 3.30
7 榊　原　佑　子 千葉 船橋東高校山岳部 7.50 + 7.30 3.30
8 小　堀　琴　江 茨城 東海高等学校 7.00 - 4.60
9 島　田　日　和 埼玉 パンプ1号店 5.60 6.60
10 大　西　雅　子 東京 早稲田大学 5.80 4.00
11 友　定　千　晶 岡山 岡山市立旭東中学校 4.00 5.10
11 菅　貞　まるか 埼玉 パンプ1号店 5.80 3.60 +
13 坂　東　マ　リ 岡山 岡山市立福田中学校 5.30 4.00
14 渡　邉　知　寿 埼玉 所沢西高等学校WV部 3.30 + 3.30 +
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