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1 広瀬 文吾 峡東 峡東 Ｂ

2 有賀 章二 東京電力 東京電力 Ｃ

3 長田 雄司 R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ｂ

4 久保 瑞貴 帝京第三高 清里 ｼﾞｭﾆｱ(高1)

5 野村 正道 ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ Ｃ

6 森久保 優輝 甲府東高 清里 ｼﾞｭﾆｱ(高1)

7 板谷 俊輔 峡東 峡東 Ａ

8 朝古 琢馬 韮崎高 清里 ｼﾞｭﾆｱ(高2)

9 依田 一希 山梨大付属中 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ chi Ⅱ(中3)

10 山腰 洋樹 R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ｂ

11 石水 良治 ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ Ｃ

12 内川 政志 東京電力 東京電力 Ｃ

13 名取 柊 高根中 清里 ｼﾞｭﾆｱ(中3)

14 梶屋 貴史 富士吉田 富士吉田 Ｂ

15 浅川 楓斗 高根中 清里 ｼﾞｭﾆｱ(中3)

16 小口 恭平 南稜 南稜 Ｂ

17 手塚 耐 東海大甲府高 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ ｼﾞｭﾆｱ(高1)

18 小澤 浩司 東京電力 東京電力 Ｃ

19 中込 章 清里 清里 Ｃ

20 幡野 敬明 東京電力 東京電力 Ｃ

21 桂原 慎治 R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ｃ

22 佐藤 潤 ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ Ｂ

23 三枝 為好 ＲＦＫ ＲＦＫ Ｃ

24 奥山 徹 山梨県庁 山梨県庁 Ｃ

25 堀内 友博 下吉田中 河口湖 ｼﾞｭﾆｱ(中3)

26 曽田 英介 富士吉田 富士吉田 Ｃ

27 清水 成美 南稜 南稜 Ｃ

28 萱沼 一雄 富士吉田 富士吉田 Ｃ

29 青柳 昌志 甲府湯田高 南稜 ｼﾞｭﾆｱ(高3)

30 望月 勝 R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ｃ

31 渡辺 剛 南稜 南稜 Ｃ

32 南雲 敏幸 R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ｃ

33 高木 雅也 河口湖南中 河口湖 chi Ⅱ(中1)

34 金子 貴則 ＲＦＫ ＲＦＫ Ｃ

35 田中 康生 東京電力 東京電力 Ｃ

36 大久保 樹 山梨大付属中 南稜 chi Ⅱ(中2)

37 三村 治己 甲府第一高 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ ｼﾞｭﾆｱ(高1)

38 堀内 英樹 富士吉田 富士吉田 Ｃ

39 樋田 晃治 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ Ｃ

40 林野 茂樹 山梨県庁 山梨県庁 Ｃ

41 梶原 聖 河口湖北中 河口湖 chi Ⅱ(中2)

42 立川 裕隆 河口湖 河口湖 Ｃ

43 大貫 知道 甲府南西中 河口湖 chi Ⅱ(中2)

44 堀内 洋平 吉田中 富士吉田 chi Ⅱ(中1)

45 藤江 康正 都留 都留 Ｃ

46 相川 倫男 ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ Ｃ

47 結城 光保 富士吉田 富士吉田 Ｃ

48 矢野 誠 都留 都留 Ｃ

49 窪田 友洋 北杜小泉小 清里 chi Ⅰ(小5)

50 野澤 徹也 R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ａ

51 倉澤 公弘 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ Ｃ

52 柳生 耕平 泉中 大泉 chi Ⅱ(中1)

53 篠原 宏 峡東 峡東 Ｃ
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54 星 恵介 ラビッツ ラビッツ Ｃ

55 久保 響 高根中 清里 chi Ⅰ(中1)

56 望月 要 甲府東中 R.S.Tふじ chi Ⅱ(中1)

57 羽田 航太 河口湖北中 小中体連 chi Ⅱ(中1)

58 高橋 亨太郎 日大明誠高校 高体連 ｼﾞｭﾆｱ(高2)

59 三浦 竜平 西浜中 小中体連 chi Ⅱ(中1)

60 朝古 和馬 清里小 清里 chi Ⅰ(小5)

61 横内 進一郎 白根百田小 ひまわり chi Ⅰ(小5)

62 望月 裕太 日大明誠高校 高体連 ｼﾞｭﾆｱ(高2)

63 石原 晃平 笛吹高 ジャポップ ｼﾞｭﾆｱ(高1)

64 保坂 俊希 山梨大付属中 小中体連 chi Ⅱ(中2)

65 渡辺 岳 日大明誠高校 高体連 ｼﾞｭﾆｱ(高2)

66 平賀 眞 R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ｃ

67 仮屋園 純平 吉田小 富士吉田 chi 0(小5)

68 坂本 竜一 河口湖小立小 河口湖 chi 0(小4)

69 田中 泰誠 日大明誠高校 高体連 ｼﾞｭﾆｱ(高2)

70 関本 帆純 日大明誠高校 高体連 ｼﾞｭﾆｱ(高2)

71 稲村 康大 日大明誠高校 高体連 ｼﾞｭﾆｱ(高2)

72 堀江 陸 学院大付属小 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ chi 0(小4)

73 笠井 樹 押原中 アトム chi Ⅱ(中2)

74 丹羽 智彦 河口湖勝山小 河口湖 chi 0(小4)

75 渡辺 宏樹 吉田中 小中体連 chi Ⅱ(中2)

76 三浦 友大 河口湖西浜小 富士吉田 chi Ⅰ(小5)

77 古屋 貴嗣 河口湖小立小 河口湖 chi Ⅰ(小6)

78 長阪 哲也 山梨県庁 山梨県庁 Ｂ

79 三井 梓 ラビッツ ラビッツ Ｃ

80 村上 祐悟 甲府東高 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ ｼﾞｭﾆｱ(高1)

81 伊藤 勝敏 R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ｃ

82 保坂 大樹 甲府西高 R.S.Tふじ ｼﾞｭﾆｱ(高1)

83 今泉 光太郎 日大明誠高 高体連 ｼﾞｭﾆｱ(高1)

84 鮫島 亮輔 日大明誠高 高体連 ｼﾞｭﾆｱ(高1)

85 中西 裕 日大明誠高 高体連 ｼﾞｭﾆｱ(高1)

86 来生 博 ラビッツ ラビッツ Ｃ

87 小田切 孝夫 ラビッツ ラビッツ Ｃ

88 稲波 秀晃 敷島中 清里 chi Ⅱ(中2)

89 関 直道 帝京第三高 高体連 ｼﾞｭﾆｱ(高1)

90 松井 雄大 日大明誠高 高体連 ｼﾞｭﾆｱ(高1)

91 武井 亮一 浅川中 小中体連 chi Ⅱ(中2)

92 松本 虎衛門 富士学苑中 河口湖 chi Ⅰ(中1)

93 水谷 将大 清里 清里 Ａ

94 日向 学 富士吉田 富士吉田 Ｃ

95 森 友城 日大明誠高 高体連 ｼﾞｭﾆｱ(高1)

96 矢代 遼 日大明誠高 高体連 ｼﾞｭﾆｱ(高1)

97 高野 宏太 峡東 峡東 Ａ


