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101 吉澤 清貴 東海大甲府高 高体連 少年
ﾖｼｻﾞﾜｷﾖﾀｶ

102 天野 大志 北杜高 清里 少年
ｱﾏﾉﾀﾞｲｼ

103 戸澤 和哉 学院大附属高 ひまわり 少年
ﾄｻﾞﾜｶｽﾞﾔ

104 朝古 琢馬 高根中 清里 中学生
ｱｻｺﾀｸﾏ

105 森久保 優輝 高根中 清里 中学生
ﾓﾘｸﾎﾞﾕｳｷ

106 戸澤 真志 学院大附属高 ひまわり 少年
ﾄｻﾞﾜｼﾝｼﾞ

107 小口 恭平 南稜 南稜 Ｂ
ｵｸﾞﾁｷｮｳﾍｲ

108 清水 成美 南稜 南稜 Ｃ
ｼﾐｽﾞﾅﾙﾐ

109 久保 瑞貴 高根中 清里 中学生
ｸﾎﾞﾐｽﾞｷ

110 丸山 大輝 高根中 清里 中学生
ﾏﾙﾔﾏﾀﾞｲｷ

111 三村 治己 甲府北西中 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 中学生
ﾐﾑﾗﾊﾙｷ

112 齊藤 貴樹 甲府富竹中 ひまわり 中学生
ｻｲﾄｳﾀｶｷ

113 石水 良治 ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ Ｂ
ｲｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｼﾞ

114 小澤 聖巳 学院大附属中 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ 中学生
ｵｻﾞﾜﾏｻﾐ

115 駒木 厚介 南稜 南稜 Ｂ
ｺﾏｷｺｳｽｹ

116 名取 柊 高根中 清里 中学生
ﾅﾄﾘｼｭｳ

117 依田 一希 山梨大付属中 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 中学生
ﾖﾀﾞｶｽﾞｷ

118 手塚 耐 白根御勅使中 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 中学生
ﾃﾂﾞｶﾀｲ

119 堀内 友博 下吉田中 河口湖 中学生
ﾎﾘｳﾁﾄﾓﾋﾛ

120 曽田 英介 富士吉田 富士吉田 Ｃ
ｿﾀﾞｴｲｽｹ

121 森田 翔 高根中 清里 中学生
ﾓﾘﾀﾂﾊﾞｻ

122 志村 直樹 下吉田中 富士吉田 中学生
ｼﾑﾗﾅｵｷ

123 熊坂 治 都留 都留 Ｃ
ｸﾏｻｶｵｻﾑ

124 小井詰 大希 韮崎東中 ひまわり 中学生
ｺｲｽﾞﾒﾀｲｷ

125 飯室 敬太 韮崎高 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 少年
ｲｲﾑﾛｹｲﾀ

126 朝野 学 吉田高 富士吉田 少年
ｱｻﾉｶﾞｸ

127 舟久保 昇礼 吉田中 ﾎﾜｲﾄ ｴﾝｼﾞｪﾙ 中学生
ﾌﾅｸﾎﾞｼｮｳﾗｲ

128 志村 雅樹 南稜 南稜 Ｃ
ｼﾑﾗﾏｻｷ

129 浅川 楓斗 高根中 清里 中学生
ｱｻｶﾜﾌｳﾄ

130 青柳 昌志 甲府湯田高 南稜 少年
ｱｵﾔｷﾞﾏｻｼ

131 高木 雅也 河口湖船津小 河口湖 小学生
ﾀｶｷﾞﾏｻﾔ

132 矢ヶ崎 健太 韮崎東中 清里 中学生
ﾔｶﾞｻｷｹﾝﾀ

133 牧井 大輝 学院大附属高 高体連 少年
ﾏｷｲﾀﾞｲｷ

134 萱沼 竜輝 下吉田中 ﾎﾜｲﾄ ｴﾝｼﾞｪﾙ 中学生
ｶﾔﾇﾏﾀﾂｷ

135 梶原 聖 河口湖大石小 河口湖 小学生
ｶｼﾞﾊﾗｼｮｳ

136 笹本 憲 長坂中 ひまわり 中学生
ｻｻﾓﾄｱｷﾗ

137 篠原 宏 峡東 峡東 Ｃ
ｼﾉﾊﾗﾋﾛｼ

138 羽田 航太 下吉田第二小 富士吉田 小学生
ﾊﾀﾞｺｳﾀ

139 結城 光保 富士吉田 富士吉田 Ｃ
ﾕｳｷﾐﾂﾔｽ

140 羽田 祐喜 河口湖北中 富士吉田 中学生
ﾊﾀﾞﾕｳｷ

141 大久保 樹 山梨大付属小 南稜 小学生
ｵｵｸﾎﾞｲﾂｷ

142 中村 侑資 河口湖河口小 河口湖 小学生
ﾅｶﾑﾗﾕｳｽｹ

143 堀内 洋平 吉田西小 富士吉田 小学生
ﾎﾘｳﾁﾖｳﾍｲ

144 久保 響 清里小 清里 小学生
ｸﾎﾞﾋﾋﾞｷ

145 内田 達大 河口湖北中 河口湖 中学生
ｳﾁﾀﾞﾀﾂﾋﾛ

146 柳生 耕平 北杜泉小 大泉 小学生
ﾔｷﾞｭｳｺｳﾍｲ

147 大貫 知道 河口湖船津小 河口湖 小学生
ｵｵﾇｷﾁﾄﾞｳ

148 小林 周聖 清里小 清里 小学生
ｺﾊﾞﾔｼｼｭｳｾｲ

149 石原 晃平 笛吹市浅川中 ジャポップ 中学生
ｲｼﾊﾗｺｳﾍｲ

150 小林 泰聖 清里小 清里 小学生
ｺﾊﾞﾔｼﾀｲｾｲ

151 竹下 周杜 山梨大付属小 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 小学生
ﾀｹｼﾀｼｭｳﾄ

152 浅川 祥太 北杜泉小 大泉 小学生
ｱｻｶﾜｼｮｳﾀ

153 進藤 恭平 北杜泉小 大泉 小学生
ｼﾝﾄﾞｳｷｮｳﾍｲ

154 樋田 晃治 甲府パラレル 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ Ｃ
ﾄｲﾀﾞｺｳｼﾞ

155 倉澤 公弘 甲府パラレル 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ Ｃ
ｸﾗｻﾜｷﾐﾋﾛ

156 三浦 孝允 山梨大付属中 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 中学生
ﾐｳﾗｺｳｽｹ

157 三井 大河 北杜泉小 大泉 小学生
ﾐﾂｲﾀｲｶﾞ

158 重吉 倫太朗 日大明誠高 高体連 少年
ｼｹﾞﾖｼﾘﾝﾀﾛｳ

159 梶屋 貴史 富士吉田 富士吉田 Ａ
ｶｼﾞﾔﾀｶｼ

160 中仙道 柊平 北杜泉小 大泉 小学生
ﾅｶｾﾝﾄﾞｳｼｭｳ
ﾍｲ
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