
氏名 よみがな
ナンバー

カード
所属 生年 MJ05 よみがな 2004 所属 生年

1 ユースB 河田 遼平 かわだ りょうへい MB01 無所属 2008 大杉 金剛 おおすぎ だいや MB05 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 2008

2 ユースB 石田 観千 いしだ みゆき MB02 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 2009 橋本 有 はしもと ゆう MB06 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2008

3 ユースB 青木 智久 あおき ともひさ MB03 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 2009 髙眞 天 たかま てん MB07 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2008

4 ユースB 倉本 心温 くらもと しおん MB04 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 2009 片山 尚輝 かたやま なおき MB08 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 2008

5 ユースB 大杉 金剛 おおすぎ だいや MB05 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 2008 竹久 瑛 たけひさ あきら MB09 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 2008

6 ユースA 上柿 銀大 うえがき ぎんた MA01 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 2007 戸田 明稀 とだ めいき MA05 無所属 2007

7 ユースA 三宅 祐希 みやけ ゆうき MA02 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 2007 谷井 和季 たにい かずき MA06 橿原学院高等学校 2006

8 ユースA 大石 覇 おおいし はく MA03 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 2007 滝口 紘生 たきぐち ひろき MA07 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 2006

9 ユースA 田渕 幹規 たぶち もとのり MA04 奈良県山岳連盟 2007 古屋 生吹 ふるや いぶき MA08 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 2006

10 ジュニア 山本 恭也 やまもと よしや MJ01 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 2005 阿部 央彦 あべ おうひこ MJ03 松山聖陵高等学校 2004

11 ジュニア 真鍋 竜 まなべ りゅう MJ02 愛媛県立西条高等学校 2005 淺見 陽樹 あさみ はるき MJ04 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2004

12 ジュニア 阿部 央彦 あべ おうひこ MJ03 松山聖陵高等学校 2004 藤野 柊斗 ふじの しゅうと MJ05 千葉商科大学付属高等学校 2004

13 ユースB 橋本 有 はしもと ゆう MB06 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2008 河田 遼平 かわだ りょうへい MB01 無所属 2008

14 ユースB 髙眞 天 たかま てん MB07 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2008 石田 観千 いしだ みゆき MB02 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 2009

15 ユースB 片山 尚輝 かたやま なおき MB08 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 2008 青木 智久 あおき ともひさ MB03 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 2009

16 ユースB 竹久 瑛 たけひさ あきら MB09 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 2008 倉本 心温 くらもと しおん MB04 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 2009

17 ユースA 戸田 明稀 とだ めいき MA05 無所属 2007 上柿 銀大 うえがき ぎんた MA01 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 2007

18 ユースA 谷井 和季 たにい かずき MA06 橿原学院高等学校 2006 三宅 祐希 みやけ ゆうき MA02 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 2007

19 ユースA 滝口 紘生 たきぐち ひろき MA07 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 2006 大石 覇 おおいし はく MA03 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 2007

20 ユースA 古屋 生吹 ふるや いぶき MA08 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 2006 田渕 幹規 たぶち もとのり MA04 奈良県山岳連盟 2007

21 ジュニア 淺見 陽樹 あさみ はるき MJ04 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2004 山本 恭也 やまもと よしや MJ01 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 2005

22 ジュニア 藤野 柊斗 ふじの しゅうと MJ05 千葉商科大学付属高等学校 2004 真鍋 竜 まなべ りゅう MJ02 愛媛県立西条高等学校 2005
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