
パラクライミング世界選手権大会支援金ご協力者一覧 
 

ウチムラ ヨシカズ ヤマモト ミツオ ハヤシ シゲオ ニホンフリークライミングキヨウカイ 

カガ マイコ ハヤシ キミノリ オガワ イクヨ タカヒデユキ 

フナコシ エツコ トモノ マホ フクダ シユンイチ ウジイエ ヤスタカ 

シブヤ アイ  ナカムラ タクヤ マエダ ナオヒト ヤマダ ツヨシ 

オカダ リヨウタ カワバタ アキコ オリカサ ヒロト プラネツトクライミング（カ）フクロイ 

カサハラ サトシ カネコ アキヒコ ツゲ モトム ミヤシタ ユウキ 

ニシオカ フクモト タカヤ/マサミ/アサヒ セツ ノキタカ オオツカ ユウイチロウ 

カメガヤ エリ タカハシ シユウジ アンドウ ツヨシ  ナリタ ヨシユキ 

オクダ アツコ カ）ストリングス センザキ アキコ カシマ ヤスタカ 
アテイツククライミング ヤマガタ タ アンポ フミコ タケダ ハジメ ノナカ マイコ 

フカガイ スミノリ モリ マサオ トコウヒシエン サトウ ノブアキ 

トヨナカ タカシ オガワ マサト カ）エペア マツダ リヨウ 

トクハラ リカ ヤマシタ リヨウ ヤマモト マサキ,アヤコ ユイ アイ 

ハカマダ ナオト トクサ カオリ コガ ジユンタ オダ ヨシヒロ 

アメミヤ ヒサオ ワタナベ コウジ ハナオカ トシユキ オカモト タカシ 

カニ ケンジ ハシヤマ タケシ チダ シンイチロウ ヤマガ セレナ 

イシイ ヨシノブ フジタゼンロウ ヨシオカ シナ シマブクロ シユンスケ 

タムラ ユキオ モリタ ツギヒコ トヨダ タケヒロトヨダ カズヨ コウロギ ユリ 

ハラダ サナエ サトウ ゲンタ ETU チヨウ シヨウコ 

ツチダ タカフミ ナカザト ケンイチ ヤマノウチ タカシ BON CLIMBING GYM 
タケシバ エリ ヒナミ ケイスケ ミタカジム オザキ モトフミ 

ツチヤマ ミキ タナカ モエギ フジタ アツシゲ ハラ トシオ 



ジン サチコ イトウ ヒデカズ ハカマダ ユウコ ミマ トシヤ 

ナカガワ ユタカ ハセガワ ロアン キタジマ ユウスケ トミタ タカヒコ 

テラサワ レイコ  ナベヤ トキミ タナマチ セイコ ホシナ マサノリ 

スズキ ケイジ タツミ アツシ マスモトリヨウ マスモト サヤカ コイズミ ヨシユキ 

ボルダリングハウスノツト スザワ クリハラ マサヒロ シオタ トオル オオシタ マヤ 

サカグチ アキヒロ ミヤケ ボルダリングジムアンダーグラウン

ド 川端彰子/小川隼人/岩田哲 
タカハシ エバ 

カジタニ マサオ セガワ ノリユキ ジヨイウオール クツナ ヨシコ 

ツチダ キヨウコ タカオ カズノリ イチミヤ トシヒコ シラカタ チフミ 

ヒバタアツシ サトウ ミツオ オカダ ヒロフミ フジサワスポーツクライミングキヨウ 

イイノ ヒロシ サカゴシ ユウスケ クレタケ マサト ササガワ ケンタロウ 

イシイ ユウコ ツチヤ ココロ オオウチ フミエ タシロ モトミチ 

フジイ リヨウタ イチムラ ヨシコ エイワ カナコ アダチ マユミ 

ヨシダ タカコ イトウ カツヒロ サカシタ タツヤ オクムラ タクヤ 

アイカワ ヨシヤス ツチヤ ヒロミ MSCAVE マツモトトシヒロ タニオカ ヒロクニ 

クライミングジム ペンギンボキ クライミングジム BOLZ サニーロック レスト 

ボルダリングジム ライズ 

代表 原大作 
鈴木よしの ミオ アサミ サニーロック 

クライミングジムピラニア クライミングジムグラッパ クライミングジムシナプス クライミングジムアクティバ 

アウトドアショップ エルク 田辺眼科 アメリカン BBQ ダイニング アジト 株式会社ロックス 

<順不同・敬称略> 
当会銀行口座へのお振込み名義を中心に掲載させていただいております。 
お名前の掲載不可をご希望された方は掲載いたしておりません。 
お名前の記載漏れなどがございましたら、大変お手数をおかけいたしますが当会までご連絡いただけたらと思います。 


