
No. 氏　名 フリガナ ホームジム No. 氏　名 フリガナ ホームジム

1 荒木　貴裕 アラキ　タカヒロ 船橋ロッキー 1 恩田　明子 オンダ　アキコ ロッキー品川

2 家塚　健夫 イエヅカ　タカオ PUMP1 2 坂井　絢音 サカイ　アヤネ ロッククラフト川越

3 石黒　雅道 イシクロ　マサミチ ロッククラフト川越 3 武井　あゆみ タケイ　アユミ

4 出田　招功 イデタ　アキナリ セントラル溝ノ口 4 田崎　友衣子 タサキ　ユイコ ライノ＆バード

5 糸井　俊紘 イトイ　トシヒロ エナジー浦和 5 田中　潤子 タナカ　ジュンコ ランナウト

6 伊藤　寛哲 イトウ　ヒロノリ ZEN 6 田中　宏美 タナカ　ヒロミ エナジー

7 井上　拓郎 イノウエ　タクロウ ガンズ 7 都築　麻理 ツヅキ　マリ ミストラル

8 岩崎　健太 イワサキ　ケンタ ロッククラフト川越 8 長谷川　美玲 ハセガワ　ミレイ ウォールストリート

9 上山　亮佑 ウエヤマ　リョウスケ 船橋ロッキー 9 樋口　栞 ヒグチ　シオリ ウォールストリート前橋

10 内海　幸博 ウチウミ　ユキヒロ ロッククラフト川越 10 細野　かおり ホソノ　カオリ ZERO

11 大嶋　笙平 オオシマ　ショウヘイ ZERO 11 堀口　裕子 ホリグチ　ユウコ ロッククラフト川越

12 大関　芳知 オオゼキ　ヨシトモ エナジー 12 増澤　明子 マスザワ　アキコ スポーレ

13 大田　崇史 オオタ　タカフミ ロッククラフト川越 13 松田　一絵 マツダ　カズエ ライノ＆バード

14 太田　利幸 オオタ　トシユキ エナジー 14 山田　聖子 ヤマダ　セイコ エナジー

15 大多和　勝彦 オオタワ　カツヒコ 15 渡部　咲樹 ワタベ　サキ Activ-A

16 大塚　和彦 オオツカ　カズヒコ ZERO 16

17 大西　亘 オオニシ　ワタル 船橋ロッキー 17

18 大和田　晶彦 オオワダ　アキヒコ ロックランズ

19 尾崎　幸次 オザキ　コウジ B-PUMP

20 小島　顕人 オジマ　ケント ロッククラフト小山 No. 氏　名 フリガナ ホームジム

21 折口　正樹 オリグチ　マサキ 船橋ロッキー 1 秋田　親宏 アキタ　チカヒロ ロッククラフト川越

22 恩田　賢 オンダ　サトシ ロッキー品川 2 荒井　聡 アライ　サトシ ロッククラフト川越

23 風間　大輔 カザマ　ダイスケ ロックランズ 3 加藤　琢磨 カトウ　タクマ PUMP2

24 梶谷　隼人 カジタニ　ハヤト ロストキャニオン 4 鎌倉　俊也 カマクラ　トシヤ ロッククラフト川越

25 加藤　亮央 カトウ　リョウ ロッククラフト川越 5 亀野　英孝 カメノ　ヒデタカ PUMP2/CELL

26 金室　俊弘 カナムロ　トシヒロ エナジー 6 澤田 健太郎 サワダ ケンタロウ 船橋ロッキー

27 木下　喜雄 キノシタ　ヨシオ NAスポーツクラブ 7 篠原　大太 シノハラ　ダイタ エナジー浦和

28 倉重　雄樹 クラシゲ　ユウキ VOLNY 8 菅谷　吉史 スガヤ　ヨシノブ 飛鳥

29 倉吉　春樹 クラヨシ　ハルキ PUMP2 9 高田　淳志 タカダ　ジュンジ ロッククラフト川越

30 郷田　忠則 ゴウダ　タダノリ PUMP1 10 瀧川　健二 タキガワ　ケンジ ロッキー品川

31 越川　ユウキ コシカワ　ユウキ T-WALL 11 立原　博 タチハラ　ヒロシ ZEN

32 小峰　直城 コミネ　ナオキ ロッククラフト川越 12 中川　滋裕 ナカガワ　シゲヒロ ロッククラフト川越

33 是永　敬一郎 コレナガ　ケイイチロウ PUMP1 13 濱本　理央 ハマモト　リオ B-PUMP2/ロッキー品川

34 斉藤　哲 サイトウ　サトシ ロッククラフト川越 14 松井　祐 マツイ　ユウ ロッククラフト川越

35 佐藤　公美 サトウ　キミヨシ エナジー浦和 15 向山　陽 ムカイヤマ　アキラ ライノ＆バード

36 嶋田　一朗 シマダ　イチロウ ロッククラフト川越 16 秋田　嘉子 アキタ　ヨシコ ロッククラフト川越

参加メンバー一覧表
Round 1 in ロッククラフト川越

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー：：：：レギュラーレギュラーレギュラーレギュラー男子男子男子男子 カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー：：：：レギュラーレギュラーレギュラーレギュラー女子女子女子女子

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー：：：：エントリーエントリーエントリーエントリー



37 嶋田　豊 シマダ　ユタカ 17 小野寺　光 オノデラ　テカリ 船橋ロッキー/PUMP

38 清水　崇史 シミズ　タカフミ ウォールストリート前橋 18 川端　久美子 カワバタ　クミコ Base Camp

39 菅谷　良太郎 スガヤ　リョウタロウ 船橋ロッキー 19 倉橋　亜由美 クラハシ　アユミ ロッククラフト川越

40 杉　卓洋 スギ　タカヒロ ランナウト 20 土田　郁恵 ツチダ　イクエ PUMP2

41 関口　祐二 セキグチ　ユウジ 21 中田　茉那 ナカタ　マナ ZERO

42 千本木　洋介 センボンギ　ヨウスケ ロストキャニオン 22 武藤　多香子 ムトウ　タカコ ロッククラフト川越

43 竹中　将人 タケナカ　マサト セントラルハイツ101号 23

44 竹本　栄一 タケモト　エイイチ PUMP2 24

45 橘薗　伸 タチバナゾノ　シン ライノ＆バード

46 田中　宏幸 タナカ　ヒロユキ エナジー浦和

47 玉井　勝城 タマイ　カツキ ロッククラフト川越 No. 氏　名 フリガナ ホームジム 学年

48 辻　貴之 ツジ　タカユキ ロストキャニオン 1 秋田　彩夏 アキタ　アヤカ ロッククラフト川越 2

49 土田　徹 ツチダ　テツ ロッククラフト川越 2 秋田　岳陽 アキタ　タケハル ロッククラフト川越 1

50 長尾　基史 ナガオ　モトチカ PUMP2 3 市川　月菜 イチカワ　ルナ ロッククラフト川越 4

51 中川　祐介 ナカガワ　ユウスケ ロッククラフト川越 4 井上　晴騎 イノウエ　ハルキ ロッククラフト川越 2

52 中村　健一 ナカムラ　ケンイチ ガンズ 5 江上　理琴 エガミ　リコト ロッククラフト川越 4

53 仲山　雅樹 ナカヤマ　マサキ B-PUMP2 6 小俣　諒介 オマタ　リョウスケ ロッククラフト川越 6

54 橋本　真之 ハシモト　マサシ ロストキャニオン 7 加島　飛生 カシマ　トオイ ロッククラフト川越 5

55 波田　悠貴 ハダ　ユウキ エナジー浦和 8 加島　ばにら カシマ　バニラ ロッククラフト川越 6

56 早川　幸太郎 ハヤカワ　コウタロウ ロストキャニオン 9 加藤　悠生 カトウ　ユイ ロッククラフト川越 6

57 原　裕介 ハラ　ユウスケ ライノ＆バード 10 金澤　有仁 カナザワ　アルト ロッククラフト川越 6

58 半田　悠太 ハンダ　ユウタ ライノ＆バード 11 金澤　真仁 カナザワ　マナト ロッククラフト川越 4

59 樋口　裕介 ヒグチ　ユウスケ 船橋ロッキー 12 金子　桃華 カネコ　モモカ ロッククラフト川越 5

60 増山　貴裕 マスヤマ　タカヒロ ロッククラフト小山 13 川端　美央 カワバタ　ミオ Base Camp 2

61 松本　智 マツモト　サトル ロストキャニオン 14 小林　隼大 コバヤシ　ハヤタ ウォールストリート 3

62 松好　大輔 マツヨシ　ダイスケ ロッククラフト川越 15 小林　亮太 コバヤシ　リョウタ ウォールストリート 6

63 三澤　潤一 ミサワ　ジュンイチ 16 鈴木　萌美 スズキ　モエミ PUMP1 2

64 宮倉　大輔 ミヤクラ　ダイスケ 17 曽我　綾乃 ソガ　アヤノ PUMP1 3

65 宮西　照幸 ミヤニシ　テルユキ ランナウト 18 續　椋太 ツヅキ　リョウタ ロッククラフト川越 5

66 宮原　駿 ミヤハラ　シュン T-WALL 19 仲田　龍晟 ナカタ　リュウセイ PUMP1 5

67 百瀬　晴紀 モモセ　ハルキ エナジー 20 中村　颯人 ナカムラ　ハヤト ロッククラフト川越 4

68 安田　和義 ヤスダ　カズヨシ ロッククラフト川越 21 本間　大晴 ホンマ　タイセイ PUMP1 5

69 湯澤　秀行 ユザワ　ヒデユキ ロストキャニオン 22 松井　結 マツイ　ユイ ロッククラフト川越 4

70 和久　旭 ワク　アキラ ガンズ 23 武藤　颯汰 ムトウ　ハヤタ ロッククラフト川越 3

71 24 森　俊翼 モリ　シュンスケ ロッククラフト川越 2

72 25 矢部　成人 ヤベ　ナオト ロッククラフト川越 6

73 26

27

     ■協賛　Black Diamond ・ blurr ・ CAMP ・ CASSIN ・ evolve ・ FIVE TEN ・ MUSASHI ・ OSPREY ・ snap ・ Vanitoy Bagle　（アルファベット順）

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー：：：：キッズキッズキッズキッズ


