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101 佐野間 美樹 東海大甲府高 高体連 少年
ｻﾉﾏﾐｷ

102 保坂 朝海 甲府西高 清里 少年
ﾎｻｶｱｻﾐ

103 松本 沙樹 山梨学院高 清里 少年
ﾏﾂﾓﾄｻｷ

104 渡辺 未来 富士北稜高 富士吉田 少年
ﾜﾀﾅﾍﾞﾐｷ

105 齋藤 小文 学連(山梨学院大) 山梨学院大 Ａ
ｻｲﾄｳｺﾌﾐ

106 岩間 優衣 高根中 清里 中学生
ｲﾜﾏﾕｲ

107 川嶋 邑 高根中 清里 中学生
ｶﾜｼﾏﾕｳ

108 松本 千沙 山梨大付属中 清里 中学生
ﾏﾂﾓﾄﾁｻ

109 川嶋 晴 高根中 清里 中学生
ｶﾜｼﾏﾊﾙ

110 柳生 実可子 甲陵中 大泉 中学生
ﾔｷﾞｭｳﾐｶｺ

111 天野 瑠南 富士河口湖高 河口湖 少年
ｱﾏﾉﾙﾅ

112 進藤 里穂 長坂中 ひまわり 中学生
ｼﾝﾄﾞｳﾘﾎ

113 青柳 真美 南稜 南稜 Ａ
ｱｵﾔｷﾞﾏﾐ

114 田中 亜美 北杜高 ひまわり 少年
ﾀﾅｶｱﾐ

115 平井 彩音 北杜泉小 大泉 小学生
ﾋﾗｲｱﾔﾈ

116 渡辺 加奈子 下吉田東小 ﾎﾜｲﾄ ｴﾝｼﾞｪﾙ 小学生
ﾜﾀﾅﾍﾞｶﾅｺ

117 利根川 典子 韮崎高 清里 少年
ﾄﾈｶﾞﾜﾉﾘｺ

118 齊藤 果歩 富竹中 ひまわり 中学生
ｻｲﾄｳｶﾎ

119 蓮沼 翔子 南稜 南稜 Ｂ
ﾊｽﾇﾏｼｮｳｺ

120 坂本 佳子 河口湖小立小 河口湖 小学生
ｻｶﾓﾄｶｺ

121 坂本 千明 河口湖小立小 河口湖 小学生
ｻｶﾓﾄﾁｱｷ

122 森沢 友貴 北杜秋田小 ひまわり 小学生
ﾓﾘｻﾜﾕｷ

123 小佐野 由衣 富士吉田 富士吉田 Ａ
ｵｻﾉﾕｲ

124 朝古 ゆめか 清里小 清里 小学生
ｱｻｺﾕﾒｶ

125 柳沢 瑠里 淺川中 ジャポップ 中学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜﾙﾘ

126 植竹 美里 甲府貢川小 清里 小学生
ｳｴﾀｹﾐｻﾄ

127 浅川 百恵 北杜泉小 大泉 小学生
ｱｻｶﾜﾓﾓｴ

128 小林 桃子 吉田西小 富士吉田 小学生
ｺﾊﾞﾔｼﾓﾓｺ

129 渡辺 暁子 学院大学付属中 ﾎﾜｲﾄ ｴﾝｼﾞｪﾙ 中学生
ﾜﾀﾅﾍﾞｱｷｺ

130 三井 優似子 北杜泉小 大泉 小学生
ﾐﾂｲﾕｲｺ

131 丸山 美奈都 清里小 清里 小学生
ﾏﾙﾔﾏﾐﾅﾄ

132 山﨑 五月 忍野小 富士吉田 小学生
ﾔﾏｻﾞｷﾒｲ

133 清水 紫音 山梨大付属小 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 小学生
ｼﾐｽﾞｼｵﾝ

134 山﨑 朱夏 忍野小 富士吉田 小学生
ﾔﾏｻﾞｷﾅﾂ

135 浅川 奈那歩 北杜泉小 大泉 小学生
ｱｻｶﾜﾅﾅﾎ

136 北原 梨華子 北杜泉小 大泉 小学生
ｷﾀﾊﾗﾘｶｺ

137 赤岡 舞桃 清里小 清里 小学生
ｱｶｵｶﾏﾘﾓ

138 小川 茉子 忍野小 富士吉田 小学生
オガワﾏｺ

139 塩沢 歩 御坂中学校 小中体連 中学生
ｼｵｻﾞﾜｱﾕﾐ

140 埴原 鈴菜 御坂中学校 小中体連 中学生
ﾊｲﾊﾞﾗｽｽﾞﾅ

141 鈴木 美菜 御坂中学校 小中体連 中学生
ｽｽﾞｷﾐﾅ
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