
トップアスリートふれあいボルダリングコンペ　
申込み状況

３月４日　１８：００現在

１０９名

Ｂクラス男子 Ａクラス男子 Ａクラス女子
氏　名 住　所 氏　名 住　所 氏　名 住　所 氏　名 住　所

1 久野　友嵩 山口県 1 高村　佳吾 愛媛県 1 錦織　瀬奈 広島県 1 高田　こころ 鳥取県

2 川畑　遼 鹿児島県 2 橋本　大輔 鹿児島県 2 中村　聖 長崎県 2 古川　日南子 鳥取県

3 長崎　瑞稀 長崎県 3 川畑　結輔 鹿児島県 3 中上　巧 福岡県 3 錦織　美里 広島県

4 中野　広晴 福岡県 4 上田　昌宏 山口県 4 中上　太斗 福岡県 4 小林　祐紀 福岡県

5 久野　凛 山口県 5 久野　純 山口県 5 河上　紘輝 鳥取県

6 渡邉　大 福岡県 6 國方　風里 香川県 6 井関　徹 福岡県

7 斎藤　寿江 山口県 7 井上　遼 愛媛県 7 阪井　貴登 島根県

8 斎藤　聖美 山口県 8 渡部　槙一 愛媛県 8 尾形　和俊 長崎県 Ｂクラス女子
9 古賀　楓 長崎県 9 川畑　イサム 鹿児島県 9 中村　将也 広島県 氏　名 住　所

10 古賀　日和 長崎県 10 長谷川　雄太 兵庫県 10 村上　達也 京都府 1 柴戸　珠希 福岡県

11 大政　涼 愛媛県 11 靏本　直生 佐賀県 11 竹田　陸人 山口県 2 蛭川　奈槻 鹿児島県

12 丹波　拓 大阪府 12 難波　龍世 山口県 12 中峠　勝貴 広島県 3 末永　華 鹿児島県

13 米澤　悠 鳥取県 13 香川　丈 広島県 13 渡辺　浩幸 山口県 4 白澤　樹奈 鹿児島県

14 福家　舞空 香川県 14 田中　敏之 山口県 14 蔭谷　康平 山口県 5 山口　真央 広島県

15 福家　来翔 香川県 15 中田　大地 島根県 15 仲里　浩一 福岡県 6 三川　美桜 長崎県

16 伊藤　万紘 香川県 16 津田　健太郎 島根県 16 中野　稔 広島県 7 小林　亜祐 福岡県

17 佐々木　啓介 香川県 17 谷川　義人 島根県 8 赤塚　さやか 福岡県

18 佐々木　亮太 香川県 18 平野　良幸 高知県 9 谷　清美 愛媛県

19 林田　ひよ 長崎県 19 横山　孝司 高知県 10 田村　雛子 山口県

20 千原　悠 広島県 20 山中　一輝 鳥取県 11 矢野　桃子 山口県

21 永見　萌 山口県 21 佐野　有基 山口県 12 倉本　夏妃 愛媛県

22 千石　美帆 山口県 22 伊世　直史 山口県 13 小田　舞幸 鹿児島県

23 河岡　千裕 山口県 23 ウチダ　尚吾 山口県 14 竹下　香子 山口県

24 大谷　花音 山口県 24 寺田　海 山口県 15 坪井　浩美 山口県

25 小林　大紀 福岡県 25 市川　智規 山口県

26 田中　涼太 島根県 26 内村　優斗 鹿児島県

27 阪井　佑治郎 島根県 27 天内　凛 山口県

28 柏井　颯太 島根県 28 松原　彰斗 山口県

29 岡崎　遥 広島県 29 松原　知真 山口県

30 青木　警龍 山口県 30 久野　龍馬 山口県

31 大下　智也 広島県 31 三原　剛 広島県

32 大下　颯斗 広島県 32 森下　秀和 山口県

33 平野　秀直 高知県 33 福冨　広克 山口県

34 横山　諒太 高知県 34 城代　智広 山口県

35 中村　桃歌 広島県

36 谷　海遼 愛媛県

37 谷　寧天 愛媛県

38 谷　音芭 愛媛県

39 藤森　武蔵 岡山県

40 深堀　龍仁 長崎県

締切りました、多数のご参加ありがとうございます。

お申込みをされて、お名前が無い方は古林までご連絡願います。

ジュニア（小学生）


