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ナンバー

カード
所属 生年

1 田渕 幹規 (たぶち もとのり) M01 奈良県山岳連盟 2007 上柿 銀大 (うえがき ぎんた) M11 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 2007

2 安川 潤 (やすかわ じゅん) M02 早稲田大学 2003 山本 恭也 (やまもと よしや) M12 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 2005

3 古屋 生吹 (ふるや いぶき) M03 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 2006 滝口 紘生 (たきぐち ひろき) M13 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 2006

4 淺見 陽樹 (あさみ はるき) M04 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2004 松嶋 慧 (まつしま さとし) M14 無所属 1991

5 真鍋 竜 (まなべ りゅう) M05 愛媛県立西条高等学校 2005 竹田 創 (たけだ はじめ) M15 日本体育大学 2002

6 竹中 翔 (たけなか しょう) M06 岐阜県山岳連盟 2003 三宅 祐希 (みやけ ゆうき) M16 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 2007

7 藤野 柊斗 (ふじの しゅうと) M07 千葉商科大学付属高等学校 2004 池田 雄大 (いけだ ゆうだい) M17 無所属 1998

8 大石 覇 (おおいし はく) M08 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 2007 戸田 祐敬 (とだ ゆうけい) M18 高知県山岳連盟 1985

9 赤羽 陸 (あかばね りく) M09 無所属 1996 谷井 和季 (たにい かずき) M19 橿原学院高等学校 2006

10 大政 涼 (おおまさ りょう) M10 松山大学 2002 阿部 央彦 (あべ おうひこ) M20 松山聖陵高等学校 2004

11 上柿 銀大 (うえがき ぎんた) M11 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 2007 田渕 幹規 (たぶち もとのり) M01 奈良県山岳連盟 2007

12 山本 恭也 (やまもと よしや) M12 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 2005 安川 潤 (やすかわ じゅん) M02 早稲田大学 2003

13 滝口 紘生 (たきぐち ひろき) M13 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 2006 古屋 生吹 (ふるや いぶき) M03 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 2006

14 松嶋 慧 (まつしま さとし) M14 無所属 1991 淺見 陽樹 (あさみ はるき) M04 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2004

15 竹田 創 (たけだ はじめ) M15 日本体育大学 2002 真鍋 竜 (まなべ りゅう) M05 愛媛県立西条高等学校 2005

16 三宅 祐希 (みやけ ゆうき) M16 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 2007 竹中 翔 (たけなか しょう) M06 岐阜県山岳連盟 2003

17 池田 雄大 (いけだ ゆうだい) M17 無所属 1998 藤野 柊斗 (ふじの しゅうと) M07 千葉商科大学付属高等学校 2004

18 戸田 祐敬 (とだ ゆうけい) M18 高知県山岳連盟 1985 大石 覇 (おおいし はく) M08 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 2007

19 谷井 和季 (たにい かずき) M19 橿原学院高等学校 2006 赤羽 陸 (あかばね りく) M09 無所属 1996

20 阿部 央彦 (あべ おうひこ) M20 松山聖陵高等学校 2004 大政 涼 (おおまさ りょう) M10 松山大学 2002

 受付 14:05 - 14:35

ウォームアップ 14:05 - 14:55

プラクティスタイム 15:05 - 15:20

予選 15:31 - 15:50

スピード　男子   

競技順
Bレーン

公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会（JMSCA）

スピードジャパンカップ2023（SJC2023）
千葉県千葉市    千葉県立幕張総合高等学校クライミングウォール

2023/03/12

Aレーン

競技順


