
　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 赤木 雅人 アカギ マサト 男 1級

2222 阿部 太志 アベ タイシ 男 ロッククラフト川越 2級 登りたいのに登れません！！

3333 有川 隼平 アリカワ シュンペイ 男 ランナウト

4444 五十嵐 俊行 イガラシ トシユキ 男 B-Pump横浜 2級 最年長エントリーかと思いますがまだまだ若者と戦いたい！

5555 市川 集都 イチカワ アイト 男 エナジー 1級 決勝行けるように頑張ります

6666 出澤 好隆 イデサワ ヨシタカ 男 Zero水戸店 2級 現在クライミング始めて9ヵ月。上級者達からの刺激を受けてまだまだ上を目指して行きます！！今の所、得意と言えるのはスラブや垂壁の課題です。

7777 今井 亮平 イマイ リョウヘイ 男 Wally 1級 １つでも上の順位を目指して頑張ります。

8888 岩崎 輝之 イワサキ テルユキ 男 Zeroさいたま店 初段 かむんとふにゃんにゃんにゃんにゃにゃんふにゃんかむんとふにゃんにゃんにゃんにゃにゃんがんばります(｀・ω・´)

9999 内田 晴 ウチダ ハル 男 エナジー 初段 一戦目は決勝に行けなかったので、今回は決勝にでて結果を残せるように頑張りたいです。よろしくお願いします。

10101010 太田 健太郎 オオタ ケンタロウ 男 T-wall 初段

11111111 小川 恭平 オガワ キョウヘイ 男 アーク 2級

12121212 小島 顕人 オジマ ケント 男 VAC 3級 地震振動が冷却限界および沸騰気泡におよぼす影響の研究をしています！単位ください！！

13131313 小野 泰宏 オノ ヤスヒロ 男

14141414 加藤 駿也 カトウ シュンヤ 男 東洋大学 3級 がんばります。

15151515 亀田 隼平 カメダ シュンペイ 男 カルチェロッシュ/エナジー 2級 初めてのミドル頑張ります！

16161616 川口 翔真 カワグチ カルマ 男 ロッククラフト川越 1級

17171717 神田 智哉 カンダ トモヤ 男 ロッククラフト川越 とにかくあきらめない！

18181818 木村 直靖 キムラ ナオヤス 男 ドッグウッド 初段 がんばります！！

19191919 倉持 大成 クラモチ タイセイ 男 エナジー 初段 頑張ります

20202020 黒須 泰治 クロス ヤスハル 男 ロッククラフト川越 2級 ガンバリます！！

21212121 小林 隼大 コバヤシ ハヤタ 男 ウォールストリート 2級 優勝目指して頑張ります

22222222 佐野 巧 サノ タクミ 男 アンダーグラウンド 2級 がんばります

23232323 志田 明彦 シダ アキヒコ 男 Vert 頑張ります

24242424 清水 亮 シミズ リョウ 男 2級 頑張ります。

25252525 瀬沼 大輔 セヌマ ダイスケ 男 VAC 3級 振り絞ります！

26262626 髙橋 創介 タカハシ ソウスケ 男 ノボロック 1級

27272727 高橋 千隼 タカハシ チハヤ 男 フィッシュ＆バード 3級 ミドルでがんばります！

28282828 鷹見 真洋 タカミ マヒロ 男 1級 がんばります。

29292929 滝沢 直也 タキザワ ナオヤ 男 Zero宇都宮店 2級 がんばります

30303030 田中 一輝 タナカ カズキ 男 フィッシュ＆バード 1級 決勝進出目指して頑張ります！

31313131 谷川 知幸 タニガワ トモユキ 男 スピーディー 40歳で厄年がんばります！

32323232 田村 龍流 タムラ タツル 男 Vert 3級

33333333 津田 修 ツダ オサム 男

34343434 津田 洋志 ツダ ヒロシ 男 B'nuts 初段

35353535 中西 達也 ナカニシ タツヤ 男 エバーフリー 2級 がんばります

36363636 中道 嶺矢 ナカミチ レイヤ 男 カランバ 2級 出来るだけたくさん完登したい。

37373737 信田 春満 ノブタ ハルミツ 男 吉祥寺と渋谷のいろいろ 3級 スラブ大好きです

38383838 野村 直生 ノムラ ナオキ 男 ココロック 2級 まだコンペに慣れていないので、実力が出せるよう頑張ります。

39393939 長谷川 拓志 ハセガワ タクジ 男 ロッククラフト川越 2級 ガンバル！！

40404040 花岡 俊行 ハナオカ トシユキ 男 ドッグウッド

41414141 早坂 健太 ハヤサカ ケンタ 男 2級 頑張ります

42424242 林 涼介 ハヤシ リョウスケ 男 荻窪 初段 昨年度のロッククラフト戦が初コンペで、なにもかもダメダメだったのを思い出します笑。今年はミドルで決勝目指して頑張ります。

43434343 原川 俊光 ハラカワ トシミツ 男 ライノ＆バード

44444444 平岡 寛仁 ヒラオカ カンジ 男 エナジー 初段 力を出し切れるよう頑張ります

45454545 福澤 慎太郎 フクザワ シンタロウ 男 アンダーグラウンド

46464646 藤野 紫苑 フジノ シオン 男 CONIS CLIMBING SCHOOL 初段 自閉症の障害を持っています。今年も宜しくお願いします。

4444 別所 綱 ベッショ イヅナ 男 ロッククラフト川越 2級 できるだけたくさん登れるようにがんばります！

48484848 本間 浩敬 ホンマ ヒロノリ 男 J&S

49494949 牧田 空 マキタ ソラ 男 ロッククラフト川越 2級 1位になれるよう、頑張ります。

50505050 松崎 勇希 マツザキ ユウキ 男 ロッククラフト川越 2級 最近、川越に引っ越しました。

51515151 松本 智之 マツモト トモユキ 男 タニヤん 3級 胃腸の調子を整えていざ！出陣！

52525252 松本 冬希 マツモト フユキ 男 ロッククラフト川越 1級 がんばります。

53535353 三竿 剛 ミサオ ツヨシ 男 ボルダリングスペースH 2級 たくさん登れるようにがんばります！

54545454 水木 蓮 ミズキ レン 男 Zeroさいたま店 初段 頑張ります！

55555555 宮川 元宏 ミヤカワ モトヒ 男 2級

56565656 宮崎 良 ミヤザキ リョウ 男 ライノ＆バード 1級

ミドル男子



57575757 山田 真司 ヤマダ マサシ 男 ベースキャンプ東京 初段 ベーキャン東京のダーヤマです。アングラに続き2回目の参戦です。よろしくお願いします。

58585858 渡辺 颯海 ワタナベ ソーマ 男 Rock You ! 初段 頑張ります！

59595959 高尾 駿輔 男 B-Pump荻窪 1級 がんばります


