
　BLoC 8 th. Round 2  in ロッククラフト川越
No.No.No.No. お名前お名前お名前お名前 フリガナフリガナフリガナフリガナ 性別性別性別性別 学年学年学年学年 ホームジムホームジムホームジムホームジム R.P.R.P.R.P.R.P. 自己PR自己PR自己PR自己PR

1111 稲垣 ひろみ イナガキ ヒロミ 女 Zero 3級 早い動き苦手ですがじわじわ登ります。強くないですが頑張りたいと思います

2222 稲村 嘉紀 イナムラ ヨシキ 男 Zero伊勢崎店 3級

3333 井場 晴士 イバ ハルト 男 ロッククラフト川越 3級 楽しいのがいいです

4444 笠井 斉 カサイ ヒトシ 男 ロッキン

5555 川井 陽香 カワイ ハルカ 女 3級

6666 神戸 拡充 カンベ ヒロミツ 男 Zeroさいたま店/マル 4級 老体でがんばります。

7777 神戸 祐帆 カンベ ユウホ 男 Zeroさいたま店/マル 4級 初のエントリークラスで頑張ります。

8888 北谷 はづき キタタニ ハヅキ 女 ランナウト 4級

9999 甲村 仁 コウムラ ヒトシ 男 T-wall江戸川橋 4級 限界グレードが下がりつつある中年クライマーですが、頑張ります。

10101010 小林 拓磨 コバヤシ タクマ 男 JSCC 4級 コンペ経験は浅いですが、一生懸命がんばります！

11111111 小松 亮介 コマツ リョウスケ 男 アンダーグラウンド 3級 ホームジム以外でのコンペは初となりますが頑張ります。

12121212 近藤 翔太 コンドウ ショウタ 男 ドッグウッド 3級 クライミングを始めて1年が過ぎ、初のコンペ参加をいたします。緊張していますが、実力を出し切りがんばります！

13131313 篠原 克朋 シノハラ カツトモ 男 ボルダーズ 4級 オヤジだけど頑張ります！

14141414 柴田 大樹 シバタ ヒロキ 男 Monolithe 4級

15151515 滝田 明寛 タキタ アキヒロ 男 MOVEMENT 3級 難しい課題ほど笑顔で頑張ります！

16161616 竹本 祐太郎 タケモト ユウタロウ 男 T-wall大岡山 3級 BLoC初参戦です。いつも以上にいつも通りの登りをして頑張ります。よろしくお願いします。

17171717 谷口 怜 タニグチ レイ 男 3級 よろしくお願いします。

18181818 千葉 柾旺 チバ マサアキ 男 ロッククラフト川越 5級 1つでも多く登れるようにがんばりたいです

19191919 束元 謙太 ツカモト ケンタ 男 エナジー浦和 4級 頑張ります応援宜しくお願い致します

20202020 富樫 恒 トガシ コウ 男 ウエストロック 表彰台に立つ?

21212121 鳴海 一世 ナルミ イッセイ 男 フラッシュ 2級

22222222 橋本 裕一 ハシモト ユウイチ 男

23232323 波多野 由香 ハタノ ユカ 女 グリーンアロー 4級 ミセスの星になれるように頑張る！

24242424 林 博之 ハヤシ ヒロユキ 男 アンダーグラウンド 3級

25252525 細木 大輔 ホソギ ダイスケ 男 SPIDER 3級 久々のコンペです。

26262626 牧田 岳 マキタ ガク 男 ロッククラフト川越 3級 決勝目指してがんばります！

27272727 益子 勝 マシコ マサル 男 クライミングウォールやみぞ 3級

28282828 眞野 秀信 マノ ヒデノブ 男 B-Pump東京

29292929 丸山 知己 マルヤマ トモキ 男 B-Pump荻窪/クレスト

30303030 横田 大輔 ヨコタ ダイスケ 男 スピーディー 3級 ボルダリングを始めて一年半。今回が初のコンペ申込みです。

31313131 脇 亮太 ワキ リョウタ 男 3級 ジム名：[br]レッドポインント：3q[br]自己PR：[br]

32323232 渡辺 北斗 ワタナベ ホクト 男 ドッグウッド 3級 昨年はBLOCフィッシュアンドバードで26位でした。その悔しさをバネにし、今回もエントリークラスで優勝めざしがんばります！

33333333 渡辺 南 ワタナベ ミナミ 女 Cell 5級 初コンペで緊張してますが、順位を気にせず楽しみたいと思います！

34343434 渡邉 琉央 ワタナベ ルオウ 男 ロッククラフト川越 4級 ギリギリまでがんばります。

エントリー


