
ルート１ ルート2

3 13 藤澤遥 フジサワ　ハルカ
12 2 荻野　千彬 オギノ　チアキ WEST ROCK
18 8 石原 凛空 イシハラ リク CAMP4
9 19 早川 真白 ハヤカワ マシロ ウエストロック
15 5 渡辺真煉 ワタナベマレ ビーナッツ
11 1 片山 楽生 カタヤマ ライキ SUNCUL
1 11 レロンデル　安海 レロンデル　アミ sjcc
13 3 犬竹那月 イヌタケナツキ ベースキャンプ
10 20 竹村咲希 タケムラサキ ベリーウォール
6 16 古田土 　華奈 コダト　ハナ BERRY WALL
17 7 鋤柄 智子 スキガラ トモコ
2 12 石嶋美祐 イシジマ　ミユウ ワンムーブ
8 18 今野　桜空 コンノ　サラ
5 15 波多野英傅 ハタノエデン
19 9 武田 洸太郎 タケダ コウタロウ 新潟フリークライミングクラブ

20 10 伊藤悠 イトウ　ハルカ モンキーマジックつくば
7 17 大竹　なつ穂 オオタケ　ナツホ ウォールストリート
16 6 関口　真冬 セキグチ　マフユ ベリーウォール
4 14 植原 隆仁 ウエハラ タカヒト
14 4 外丸夢乃 トマルユメノ モンキーマジック

選手名簿

キッズトップロープ

予選　競技順 氏名 ふりがな ホームジム



ルート１ ルート2

20 6 佐藤　悠織 サトウ　イオリ ピナクルつくば
1 16 浅野　敦志 アサノ　アツシ
26 12 関川愛音 セキカワメロディ ノースロック
23 9 庄子 直宏 ショウジ ナオヒロ

B'nuts

21 7 渡辺夕瑞 ワタナベユタ ビーナッツ
3 18 安楽 宙斗 アンラク ソラト クライミングスポット エイト

13 28 通谷　律 カヨタニ　リツ 多久高校
10 25 田宮瑛人 タミヤエイト ウエストロック
4 19 レロンデル　芽樹 レロンデル　メイジュ sjcc
12 27 小磯 遥花 コイソ ハルカ クライミングウォールやみぞ

29 15 通谷結太 カヨタニ　ユウタ 多久高校
7 22 柿崎 咲羽 カキザキ サワ ベースキャンプ
5 20 関口 準太 セキグチ ジュンタ BERRY WALL
22 8 范植恩 ファン ヂー エン neihu climbing gym
28 14 勝又　真琴 カツマタ　マコト
2 17 村越 佳歩 ムラコシ カホ ピナクルつくば
18 4 花村駿希 ハナムラトシキ 福井クライミングセンター

19 5 森　奈央 モリ　ナオ
25 11 岡崎 誉 オカザキホマレ モーメント
16 2 屋代　紺葉 ヤシロ　アオハ
9 24 関根和輝 セキネカズキ BPUMP荻窪
6 21 益子　駿 マシコ　カケル クライミングウォールやみぞ

17 3 阿部 煌己 アベ キラキ ノースロック
27 13 沢村秀士 サワムラシュウジ
15 1 藤原杏 フジワラアン TSS
14 29 神原 優斗 カミハラ ユウト ベースキャンプ入間
24 10 神原 海斗 カミハラ カイト ベースキャンプ入間
8 23 田中慧樹 タナカサトキ
11 26 塚越 優衣 ツカゴシ ユイ ウォールストリート

選手名簿

キッズリードミドル

予選　競技順 氏名 ふりがな ホームジム



ルート１ ルート2

10 5 レロンデル　空 レロンデル　ソラ sjcc
4 10 小俣　史温 オマタ　シオン
3 9 田中ゆうや タナカユウヤ 安八スカイウォール
5 11 猪鼻碧人 イノハナリクト ロッククラフト
11 6 小池 はな コイケ ハナ pump1
7 2 福谷 元気 フクタニ ゲンキ rocks岡山
1 7 野部七海 ノベナナミ vert
8 3 鈴木 音生 スズキ ネオ クライミング ジャム
2 8 工藤　空 クドウ　ソラ FLAT bouldering
6 1 外岡啓太朗 トノオカケイタロウ サニーロック沼津
9 4 柏　綾音 カシワ　アヤネ KOーWALL

選手名簿

キッズリードオープン

予選　競技順 氏名 ふりがな ホームジム



ルート１ ルート2

13 3 安立昌代 アダチマサヨ
11 1 宮﨑　章 ミヤザキ　アキラ Base Camp Tokyo
17 7 牛山　陽太 ウシヤマ　ヨウタ
20 10 田村沙映 タムラサエ
7 17 久米乃ノ華 クメノノハ とはん道場
1 11 田宮直人 タミヤナオト ウエストロック
9 19 中田小百合 ナカダ サユリ 登攀道場
14 4 明石 喜一郎 アカシ キイチロウ ロックランズ
18 8 増喜 公美 マスキ クミ pump1
5 15 峯崎　純太郎 ミネザキ　ジュンタロウ 武蔵中原Pocket
10 20 永作 珠美 ナガサク タマミ ZERO水戸
15 5 長谷部　敬 ハセベ　タカシ
19 9 小笠原 美紗登 オガサワラ ミサト twall
8 18 原沢　弘一 ハラサワ　コウイチ
4 14 蔡淑媛 ツァィ シュ ユェン neihu climbing gym
2 12 大角誠之 オオスミモトヒサ
6 16 山本絢平 ヤマモトジュンペイ base camp
3 13 留目求之 トドメモトユキ ベースキャンプ
16 6 留目美穂 トドメミホ ベースキャンプ
12 2 早川友起 ハヤカワユキ

選手名簿

エントリー

予選　競技順 氏名 ふりがな ホームジム



ルート１ ルート2

29 14 大塚 紀孝 オオツカ ノリタカ エバーフリー
20 5 丸山 智由 マルヤマ トモユキ ロックランズ
26 11 森 昭恭 モリ アキユキ
5 20 川嶋すず菜 カワシマスズナ 大町スポーツクラブ
17 2 田島海聖 タジマカイセイ
3 18 今井亮平 イマイリョウヘイ ウォーリー
19 4 齋藤未花 サイトウミカ pump
2 17 門田ギハード カドタギハード PUMP
24 9 堀田   真吾 ホッタ  シンゴ 安八スカイウォール
23 8 矢萩 実 ヤハギ ミノル
14 29 山田大介 ヤマダダイスケ 安八スカイウォール
16 1 田中 豪 タナカ スグル base camp
6 21 永田久紀 ナガタヒサノリ エナジー浦和
12 27 武田　尚子 タケダ　ショウコ エナジー
15 30 伊藤 裕子 イトウ ユウコ ベースキャンプ
25 10 中山ななみ ナカヤマナナミ パンプ大阪
18 3 川井陽香 カワイハルカ ロックランズ
7 22 中島　篤史 ナカジマ　アツシ グラニット
4 19 池ノ谷温 イケノヤアツシ プラネットクライミングジム袋井店、スクエアクライミングセンター

8 23 鳥居 真吾 トリイ シンゴ
9 24 下村通明 シモムラミチアキ エナジークライミング浦和

1 16 大河原 友那 オオカワラ ユウナ クライミングジムZERO宇都宮

10 25 外丸靖浩 トマルヤスヒロ
30 15 田村 瑞絵 タムラ ミズエ
11 26 小田部拓 コタベヒラク パンプ川崎
21 6 皆川 誠大 ミナガワ マサヒロ base camp
13 28 高尾駿輔 タカオシュンスケ Ｂｐｕｍｐ
22 7 飯島 晋 イイジマ シン
27 12 小島 大輔 コジマ ダイスケ JET☆SET
28 13 草田 貴知 クサダ タカアキ J-wall 東村山

選手名簿

ビギナー

予選　競技順 氏名 ふりがな ホームジム



ルート１ ルート2

31 14 辻　佳樹 ツジ　ヨシキ
ロッケストラ甲子園

24 7 側島直樹 ソバジマナオキ
17 34 篠原大太 シノハラダイタ
26 9 小林　隼大 コバヤシ　ハヤタ ウオールストリート
9 26 横田　はるな ヨコタ　ハルナ SCC
23 6 赤池　俊哉 アカイケ　トシヤ scc浜松
30 13 中原 聡史 ナカハラ サトシ ZERO宇都宮
28 11 鷹見真洋 タカミマヒロ
13 30 小沼拓也 オヌマタクヤ 大町スポーツクラブ
3 20 森田修弘 モリタノブヒロ ロックランズ
12 29 久保井美和 クボイミワ ロックランズ
15 32 粟津 創 アワヅ ソウ T-WALL 江戸川橋
6 23 東方 健 トウボウ タケシ
25 8 辻谷　海人 ツジタニ　カイト 福井県クライミングセンター

34 17 中田 高成 ナカダ タカナリ インフィニティ
7 24 平田 巨樹 ヒラタ ナオキ
2 19 張替 夢乃 ハリガエ ユノ JET★SET
4 21 加藤 仁明 カトウ キミアミ VERT
14 31 勝本　真衣 カツモト　マイ
19 2 似内舜明 ニタナイシュンメイ
1 18 宮田陽菜 ミヤタハルナ
10 27 相田 有二 アイダ ユウジ t-wall新橋
22 5 牧田岳 マキタ ガク ロッククラフト川越
8 25 山田晃司 ヤマダコウジ t-wall
32 15 渥美　大悟朗 アツミ　ダイゴロウ the ranch rock bakka climbing jam2

20 3 樋永 大悟 トイナガ タイゴ T-WALL
29 12 谷　汐唯 タニシオイ ロックビーンズ
11 28 田端 真依 タバタ マイ ビーナッツ
18 1 有泉 汰一 アリイズミ タイチ シナプス
16 33 野村 遥 ノムラ ハルカ achieve
33 16 佐藤裕一 サトウユウイチ
27 10 大塚 柊也 オオツカトウヤ
5 22 竹内悠真 タケウチユウマ
21 4 頭師雅人 ズシマサト

選手名簿

ミドル

予選　競技順 氏名 ふりがな ホームジム



ルート１ ルート2

21 9 岡本 怜大 オカモト レオ edge and sofa
6 19 菊池　野音 キクチ　ノネ BERRY WALL
19 7 茂野雅之 シゲノマサユキ
8 21 石井 幸宜 イシイ コウキ Pump 1
3 16 渡辺颯海 ワタナベ ソウマ Rock You!
2 15 阿部 貴裕 アベ タカヒロ エナジー浦和
11 24 佐久間 祝 サクマ ノリト CAMP4
20 8 花村　樹 ハナムラ　イツキ 福井クライミングセンター

5 18 潰田元気 ツエダ ゲンキ JETSET
25 13 望月　衛 モチヅキ　マモル
9 22 石田　諒 イシダ　リョウ スポーレクライミングジム

23 11 津田洋志 ツダヒロシ
13 1 林 あいり ハヤシ アイリ ドロップイン
7 20 牧田空 マキタ ソラ ロッククラフト川越
12 25 原賢伸 ハラケンシン スクエアクライミングセンター

17 5 別所 綱 ベッショ イヅナ ロッククラフト川越
14 2 前田平志郎 マエダヘイシロウ Bouldering space BLEAU

16 4 謝青峰 シエ チーン フオン Neihu climbing gym
15 3 後藤　空吾 ゴトウ　クウゴ B-PUMP荻窪
1 14 佐藤 大貴 サトウ タイキ ビーナッツ
22 10 大竹　志弥 オオタケ　ユキヤ ウォールストリート
4 17 岡本 昂大 オカモト コウダイ achieve
18 6 砂子由弥 スナコヨシヤ SCC
24 12 森本穣 モリモトユタカ
10 23 高橋 奈那羽 タカハシ ナナハ グラビティ

選手名簿

スーパーミドル

予選　競技順 氏名 ふりがな ホームジム



ルート１ ルート2

6 1 山口 龍磨 ヤマグチ タツマ JET☆SET
3 9 葉騏睿 イェ チー ルイ neihu climbing gym
5 11 楊東偉 ヤン ドン ウェイ Neihu climbing gym
2 8 田中涼 タナカリョウ クライミングジム天
9 4 安川潤 ヤスカワジュン スポーレ
10 5 白石裕次郎 シライシユウジロウ カランバ
1 7 大谷拓海 オオタニタクミ
4 10 鎌塚伸作 カマツカ　シンサク
11 6 小川 智士 オガワ サトシ PUMP2
7 2 石嶋 魁人 イシジマ カイト ワンムーブ
8 3 京屋　仁 キョウヤ　ジン エッジ＆ソファー

選手名簿

マスター

予選　競技順 氏名 ふりがな ホームジム



ルート１ ルート2

7 3 白石阿島 シライシ　アシマ
5 1 森秋彩 モリアイ スポーレ
8 4 伊藤 ふたば イトウフタバ 岩手県営運動公園/TSS

4 8 望月香菜子 モチヅキカナコ Flash
1 5 岩本 岬 イワモト　ミサキ ウエストロック
3 7 工藤　花 クドウ　ハナ FLAT bouldering
6 2 北脇順子 キタワキ ジュンコ Pump2
2 6 柿崎 未羽 カキザキ ミウ ベースキャンプ

選手名簿

女子オープン

予選　競技順 氏名 ふりがな ホームジム



ルート１ ルート2

2 11 田中修太 タナカシュウタ
1 10 菅谷　良信 スガヤ　ヨシノブ ボルダリングジム登攀道場

9 18 清水　広明 シミズ　ヒロアキ B-PUMP東京店
12 3 小西桂 こにしかつら
18 9 田邊 匡律 タナベ マサノリ Base Camp Tokyo
14 5 武田匠 タケダタクミ エナジー
6 15 中山祐生 ナカヤマ ユウキ パンプ大阪
5 14 小福田 透 コフクダ トオル マーブー
4 13 古畑 和音 フルハタ カズネ ミストラル
8 17 卯城　鉄平 ウシロ　テッペイ
3 12 土肥圭太 ドヒケイタ SLOTH
17 8 芝田 将基 シバタ マサキ Monolithe
10 1 安間　佐千 アンマ　サチ
11 2 塚田 遼河 ツカダ リョウガ Rhino&Bird
7 16 松原　宏実 マツバラ　ヒロミ 明治大学
15 6 堤 孔盟 ツツミ コウメイ
16 7 坪井 健志 ツボイ ケンシ
13 4 波田悠貴 ハダユウキ エナジー

選手名簿

男子オープン

予選　競技順 氏名 ふりがな ホームジム


