
FukuiCup2003  Result  '03/9/23   福井県立クライミングセンター
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1 喜多篤志 (静岡県) top top 21.4 1 上中恵子 (京都府) top top
2 田中哲也 (福井県) seed top 20.7 2 橋本容子 (大阪府) top 13.1 +
3 藤田達矢 (福井県) seed top 17.8 + 2 戸田朋子 (大阪府) top 13.1 +
4 六反篤司 (富山県) top top 17.0 2 西島百子 (静岡県) top 13.1 +
4 青木文則 (大阪府) seed top 17.0 5 橋本由貴子 (富山県) top 12.5
6 奥井健吾 (京都府) seed top 16.0 6 渡辺寿子 (奈良県) top 10.7
7 穴田和久 (石川県) seed top 16.0 - 7 水野睦子 (福井県) top 5.9 -
8 大山史洋 (愛知県) top top 15.2 8 折橋亜矢子 (富山県) 11.5 -
9 渡辺政志 (京都府) top top 12.6 - 9 高橋潤美 (大阪府) 8.4 +
10 登口勉 (和歌山県) top 18.5 - 10 楊美樹 (大阪府) 7.2 -
10 藤岡博和 (富山県) seed 18.5 -
12 宇熊邦夫 (福井県) seed 16.2
13 稲沢明 (富山県) top 14.8 1 福原一馬 (静岡県) top 11.7 11.3
14 中原友幸 (滋賀県) seed 14.3 2 小野打健志 (京都府) top 13.2 5.2
15 山内教史 (大阪府) top 13.6 3 高岩航 (京都府) 12.3 11.7 - 5.2 -
16 水野直輝 (福井県) 16.3 11.7 4 菅野由也 (京都府) top 10.7 + 5.2 -
17 小西章吾 (京都府) top 11.7 - 5 長山公輔 (静岡県) 13.1 9.7 4.7
18 市原亜弓 (愛知県) top 11.5 6 松浦啓太 (京都府) 12.3 + 9.7
19 清水滋文 (石川県) 15.6 - 7 鈴木大介 (静岡県) 12.5 - 9.2
20 高長克次 (富山県) 13.1 - 8 杉原仁至 (京都府) 12.5 - 8.9
21 中原忍 (福井県) 12.5 + 9 前川寛 (滋賀県) 12.3 + 8.5
22 三橋伸弘 (福井県) 12.5 10 吉水統威 (滋賀県) 12.3 8.5
22 西村仁志 (滋賀県) 12.5 11 奥野隆大 (静岡県) 11.4
22 吉江真珠雄 (富山県) 12.5 12 橋場友祐 (富山県) 11.2
25 堀典明 (福井県) 12.5 - 13 坂東理史 (福井県) 10.5
25 小林広幸 (滋賀県) 12.5 - 14 柳田和也 (福井県) 10.3
27 岡林大祐 (滋賀県) 12.3 + 15 浅野竜良 (滋賀県) 9.7
27 吉水寛 (大阪府) 12.3 + 16 木田貴士 (福井県) 6.5
29 山本敢哉 (大阪府) 12.3 17 仲村友幸 (福井県) 5.8
29 波多野泰夫 (岐阜県) 12.3 18 浅野真那人 (福井県) 3.2
31 真鍋健 (滋賀県) 11.0 -
32 石本一憲 (福井県) 10.5 ジュニア女子
32 長瀬悟 (愛知県) 10.5 1 山口華子 (京都府) top 13.1
34 西原相春 (福井県) 10.5 - 2 梶山沙亜里 (京都府) top 12.7 -
34 黒田晋生 (大阪府) 10.5 - 3 松田望花 (滋賀県) top 12.5 +
36 原田靖弘 (静岡県) 欠場 4 浅見晴香 (京都府) top 10.0

5 池尻亜砂佳 (静岡県) 13.6 -
6 西村京子 (静岡県) 6.6
7 中川彩 (滋賀県) 5.9
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