
順位 氏名
1 保科　宏太郎 神奈川県 BIGROCK横浜 top top top
2 田村　鷹志 埼玉県 県立吉見高等学校/アウトドア部/エナジークライミングジム top top 36
3 柴田　晃一 神奈川県 市立藤塚中学校/MAX/チーム・デナリ top top 36 -
4 橋本　今史 長野県 県立大町高等学校/山岳部 top top 33 +
5 高垣　紀拓 静岡県 浜松日体中・高等学校/山岳部 top top 33 -
6 杉崎　智章 千葉県 千葉工業高等学校/山岳部/登攀道場 top top 32
6 高橋　大生 高知県 県立須崎工業高等学校/フリークライミング部 top top 32
8 角田　大喜 埼玉県 県立庄和高等学校/クライミングチーム 43 35
9 十玉　雷蔵 新潟県 糸魚川白嶺高等学校/登山部 43 - 31.5 -

10 新見　聡一 神奈川県 BIGROCK横浜 top 30 -
10 國弘　一歩 山口県 宇部工業高等学校 top 30 -
12 山田　真史 新潟県 糸魚川白嶺高等学校/登山部 42 - 29 -
13 西村　ひとし 滋賀県 県立能登川高等学校/WV部 45 - 28
14 林田　晋伍 京都府 京都学園中学高等学校/山岳部 42 28 -
15 千布　二三高 佐賀県 県立多久高等学校/登山部 42 - 28 -
16 岡田　悠 滋賀県 県立北大津高等学校/山岳部 40 - 28 -
17 塩冶　光明 三重県 いなべ総合学園高等学校/山岳部 38
17 下野　友資 岐阜県 県立飛騨神岡高等学校/登山部 38
17 祝　茂男 佐賀県 県立多久高等学校/ 38
20 下里　直樹 兵庫県 市立姫路高等学校/山岳部 38 -
21 浅野　直樹 宮城県 東北高等学校/山岳部 37 +
22 井澤　紀人 茨城県 県立並木高等学校 37
23 塩冶　晴明 三重県 いなべ総合学園高等学校/山岳部 31 -
24 横田　喬之 宮城県 東北高等学校/山岳部 28 +
24 國近　慎司 兵庫県 小野工業高等学校 28 +
26 中村　大介 滋賀県 県立水戸第三高等学校/山岳部 28
26 下田　将徳 岐阜県 県立飛騨神岡高等学校/登山部 28
26 工藤　久徳 秋田県 県立能代工業高等学校/山岳部 28
26 植田　正典 鳥取県 鳥取西工業高等学校/山岳部 28
30 内藤　真一 滋賀県 県立北大津高等学校/山岳部 20
30 徳永　浩一郎 山口県 県立防府高等学校/登山部 20

Rank 氏名

1 佐々木　悠吾 京都府 市立西陵中学校/WV部 top 36
2 坂田　憲 埼玉県 市立大相模中学校/PUMP1 top 36 -
3 堀　創 宮城県 市立中山中学校/ビーナッツ top 33
4 竹田　昇太 北海道 市立清田緑小学校 42 31 -
5 清水　淳 京都府 市立嘉楽中学校/WV部 top 30 -
6 徳原　竜三 静岡県 市立丸塚中学校 42 + 30 -
7 小西　大介 岡山県 市立中山中学校/岡山登高会 top 26 -
8 松田　竜一 京都府 市立西陵中学校/WV部 45 25.5
9 中原　栄 岡山県 市立中山中学校/岡山登高会 41 +
10 橋本　玄矢 長野県 村立白馬南小学校 41
10 本木　淳 宮城県 市立岡田小学校/クライミングジム・ビーナッツ 41
10 國谷　斗馬 北海道 市立真駒内曙中学校/きたえーるファリークライミングクラブ 41
13 長谷川　剛 京都府 市立嘉楽中学校/WV部 38 -
14 大山　嵩進 新潟県 市立糸魚川中学校 37
15 山下　大地 富山県 町立城端中学校 37 -
16 久保田　聡 新潟県 糸魚川中学校 36 +
17 杉原　仁至 京都府 京都学園中学高等学校/アウトドア部 35
18 松浦　啓太 京都府 市立西陵中学校/WV部 28
19 綱島　智也 新潟県 糸魚川小学校 25
20 高澤　満彦 富山県 町立城端中学校 13
21 橋場　友祐 富山県 町立城端小学校 13 -
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Ran
k 氏名

1 小澤　信太 埼玉県 県立坂戸高等学校/加須スポーツクライミングクラブ top top top
2 島村　太郎 埼玉県 草加西高等学校/ top 40 - 33
3 竹内　俊明 千葉県 県立千葉東高等学校/山岳部/習志野FCC top 40 - 32
4 三宅　栄臣 岡山県 県立福渡高等学校/岡山登高会 top 37 31
5 奥井　健吾 京都府 舞鶴工業高等専門学校/ top 36 - 31
6 須藤　晴紀 新潟県 長岡高等専門学校/山岳部/パーマークフリークライミングクラブ top 30 27
7 太田　勇輝 千葉県 県立千葉東高等学校/ top 35 - 26 +
8 藤枝　国博 茨城県 県立水戸工業高等学校/山岳部 top 39 + 13
9 服部　伸崇 静岡県 浜松学芸高等学校/クライミング部 36 30 -

10 三次　徳明 茨城県 県立水戸工業高等学校/山岳部 35 + 30 -
11 野上　慎太郎 茨城県 県立水戸工業高等学校/山岳部 top 26 -
12 田中　耕平 鳥取県 鳥取湖陵高等学校/山岳部 37 - 26 -
13 森　清隆 茨城県 県立水戸工業高等学校/山岳部 36 25.5 +
14 竹内　大 滋賀県 県立草津東高等学校/山岳部 top 25.5
14 堀込　悟 群馬県 県立渋川工業高等学校/WallStreet top 25.5
14 村岡　達哉 滋賀県 県立守山高等学校/山岳部 top 25.5
17 横川　達也 埼玉県 県立庄和高等学校/クライミング部 37 - 25.5
18 吉武　亮太 山口県 多々良学園高等学校/山岳部 36 25.5 -
18 香川　直毅 千葉県 県立千葉東高等学校/ 36 25.5 -
20 前川　寛 滋賀県 県立草津東高等学校/山岳部 35 + 25.5 -
21 國井　敬一 茨城県 県立水戸工業高等学校/山岳部 top 25
22 佐藤　正章 千葉県 県立千葉東高等学校/ 36 25
23 中島　由博 神奈川県 県立上鶴間高等学校/山岳同好会 36 - 25
24 西川　太一 埼玉県 県立春日部東高等学校/WV部 top 24
25 戸田　祐敬 高知県 高知西高等学校/登山部 top 24 -
26 高橋　淳 千葉県 県立千葉東高等学校/ top 20 -
27 平田　学 岐阜県 県立飛騨神岡高等学校/登山部 top
28 山下　裕也 鳥取県 鳥取湖陵高等学校/山岳部 35
28 松本　哲朗 茨城県 県立日立北高等学校/山岳部 35
28 田中　孝亮 京都府 府立北嵯峨高等学校/WV部 35
28 森　雅樹 滋賀県 県立草津東高等学校/山岳部 35
32 根本　哲和 千葉県 県立千葉東高等学校/ 34 -
33 麻生　裕治 宮城県 東北高等学校/山岳部 33 -
34 徳原　大二 静岡県 浜松日体中・高等学校/ 32
34 飯島　佳祐 茨城県 県立緑岡高等学校/山岳部 32
36 朝倉　寿生 岡山県 津山工業高等学校/山岳部 31
37 金平　優太 秋田県 県立能代工業高等学校/山岳部 29 -
38 早田　吉孝 佐賀県 県立多久高等学校/登山部 26
39 渡壁　昌史 大分県 県立日出暘谷高等学校/クライミング部 24 -
39 宇田　知樹 岡山県 津山工業高等学校/山岳部 24 -
41 島林　秀一 富山県 県立富山工業高等学校/山岳部 23
42 藤田　憲治 岡山県 津山工業高等学校/山岳部 19
42 吉水　統威 滋賀県 県立草津東高等学校/山岳部 19
44 青木　清仁 岡山県 県立東岡山工業高等学校/山岳部 19 -
45 駒井　旭洋 鳥取県 鳥取湖陵高等学校/山岳部 17
46 西浦　勇人 富山県 県立富山工業高等学校/山岳部 11 +
47 斉藤　岳 長野県 県立上田千曲高等学校/山岳部 11
47 淺野　竜良 滋賀県 県立草津東高等学校/山岳部 11
47 我妻　司 宮城県 東北高等学校/山岳部 11
47 阿部　暢俊 大分県 県立日出暘谷高等学校/クライミング部 11
51 泉田　勇也 山口県 多々良学園高等学校/山岳部 9 +
52 田口　啓太 長野県 県立上田千曲高等学校/山岳部 9

男子B
所属 1/4 Final 1/2 Final Final




