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1 ユースB 村杉 汐里 むらすぎ しおり WB01 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 2009 岡信 葵衣 おかのぶ あおい WB05 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 2009

2 ユースB 佐藤 悠乃 さとう ゆの WB02 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 2008 西村 優杏 にしむら ゆあ WB06 無所属 2009

3 ユースB 青木 智咲 あおき ちさき WB03 無所属 2008 麦島 心花 むぎしま こはな WB07 愛知県山岳連盟 2008

4 ユースB 小屋松 恋 こやまつ れん WB04 神奈川県山岳連盟 2008 大道 成 おおみち なるみ WB08 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 2008

5 ユースB 岡信 葵衣 おかのぶ あおい WB05 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 2009 逆井 実乃 さかさい みの WB09 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 2009

6 ユースA 金谷 春佳 かねたに はるか WA01 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2006 足立 莉帆 あだち りほ WA04 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2007

7 ユースA 河上 史佳 かわかみ ふみか WA02 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2006 南 有紗 みなみ ありさ WA05 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 2007

8 ユースA 川村 鞠采 かわむら まりさ WA03 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 2006 吉田 夏望 よしだ なつみ WA06 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 2007

9 ジュニア 竹内 亜衣 たけうち あい WJ01 千葉市立千葉高等学校 2005 鈴木 可菜美 すずき かなみ WJ03 千葉商科大学付属高等学校 2004

10 ジュニア 林 かりん はやし かりん WJ02 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2005 多月 萌々菜 たつき ももな WJ04 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2005

11 ジュニア 鈴木 可菜美 すずき かなみ WJ03 千葉商科大学付属高等学校 2004 田中 咲来愛 たなか さくら WJ05 北海道山岳連盟 2005

12 ユースB 西村 優杏 にしむら ゆあ WB06 無所属 2009 村杉 汐里 むらすぎ しおり WB01 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 2009

13 ユースB 麦島 心花 むぎしま こはな WB07 愛知県山岳連盟 2008 佐藤 悠乃 さとう ゆの WB02 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 2008

14 ユースB 大道 成 おおみち なるみ WB08 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 2008 青木 智咲 あおき ちさき WB03 無所属 2008

15 ユースB 逆井 実乃 さかさい みの WB09 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 2009 小屋松 恋 こやまつ れん WB04 神奈川県山岳連盟 2008

16 ユースA 足立 莉帆 あだち りほ WA04 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2007 金谷 春佳 かねたに はるか WA01 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2006

17 ユースA 南 有紗 みなみ ありさ WA05 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 2007 河上 史佳 かわかみ ふみか WA02 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2006

18 ユースA 吉田 夏望 よしだ なつみ WA06 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 2007 川村 鞠采 かわむら まりさ WA03 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 2006

19 ジュニア 多月 萌々菜 たつき ももな WJ04 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2005 竹内 亜衣 たけうち あい WJ01 千葉市立千葉高等学校 2005

20 ジュニア 田中 咲来愛 たなか さくら WJ05 北海道山岳連盟 2005 林 かりん はやし かりん WJ02 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2005
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公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会（JMSCA）
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