
順位 ﾋﾞﾌﾞNo 　氏　　名 所　　属 クラブ名 クラス 所用時間 ｶﾅ氏名

1 佐野間 美樹 東海大甲府高 高体連 少年
ｻﾉﾏﾐｷ

2 保坂 朝海 甲府西高 清里 少年
ﾎｻｶｱｻﾐ

3 植竹 美奈 山梨大付属中 清里 中学生
ｳｴﾀｹﾐﾅ

4 松本 沙樹 山梨学院高 清里 少年
ﾏﾂﾓﾄｻｷ

5 渡辺 未来 富士北稜高 富士吉田 少年
ﾜﾀﾅﾍﾞﾐｷ

6 岩間 優衣 高根中 清里 中学生
ｲﾜﾏﾕｲ

7 中川 有里 ふじてんｽﾉｰﾘｿﾞｰﾄ ふじてん Ｂ
ﾅｶｶﾞﾜﾕﾘ

8 松本 千沙 山梨大付属中 清里 中学生
ﾏﾂﾓﾄﾁｻ

9 若林 恵梨香 ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ Ａ
ﾜｶﾊﾞﾔｼｴﾘｶ

10 齋藤 小文 学連(山梨学院大) 山梨学院大 Ａ
ｻｲﾄｳｺﾌﾐ

11 宮下 麻里香 吉田高 富士吉田 少年
ﾐﾔｼﾀﾏﾘｶ

12 天野 瑠南 富士河口湖高 河口湖 少年
ｱﾏﾉﾙﾅ

13 田中 亜美 北杜高 ひまわり 少年
ﾀﾅｶｱﾐ

14 進藤 里穂 長坂中 ひまわり 中学生
ｼﾝﾄﾞｳﾘﾎ

15 川嶋 晴 高根中 清里 中学生
ｶﾜｼﾏﾊﾙ

16 川嶋 邑 高根中 清里 中学生
ｶﾜｼﾏﾕｳ

17 柳生 実可子 甲陵中 大泉 中学生
ﾔｷﾞｭｳﾐｶｺ

18 久保 翔子 北杜高 清里 少年
ｸﾎﾞｼｮｳｺ

19 青柳 真美 南稜 南稜 Ａ
ｱｵﾔｷﾞﾏﾐ

20 權正 好美 富士吉田 富士吉田 Ａ
ｺﾞﾝｼｮｳﾖｼﾐ

21 植竹 美里 甲府貢川小 清里 小学生
ｳｴﾀｹﾐｻﾄ

22 利根川 典子 韮崎高 清里 少年
ﾄﾈｶﾞﾜﾉﾘｺ

23 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

24 齊藤 果歩 富竹中 ひまわり 中学生
ｻｲﾄｳｶﾎ

25 丸山 美奈都 清里小 清里 小学生
ﾏﾙﾔﾏﾐﾅﾄ

26 平井 彩音 北杜泉小 大泉 小学生
ﾋﾗｲｱﾔﾈ

27 朝古 ゆめか 清里小 清里 小学生
ｱｻｺﾕﾒｶ

28 坂本 佳子 河口湖小立小 河口湖 小学生
ｻｶﾓﾄｶｺ

29 小林 桃子 吉田西小 富士吉田 小学生
ｺﾊﾞﾔｼﾓﾓｺ

30 吉田 陽子 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ Ｂ
ﾖｼﾀﾞﾖｳｺ

31 森沢 友貴 北杜秋田小 ひまわり 小学生
ﾓﾘｻﾜﾕｷ

32 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

33 蓮沼 翔子 南稜 南稜 Ｂ
ﾊｽﾇﾏｼｮｳｺ

34 小林 朝日 清里小 清里 小学生
ｺﾊﾞﾔｼｱｻﾋ

35 坂本 千明 河口湖小立小 河口湖 小学生
ｻｶﾓﾄﾁｱｷ

36 柳沢 瑠里 淺川中 ジャポップ 中学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜﾙﾘ

37 浅川 百恵 北杜泉小 大泉 小学生
ｱｻｶﾜﾓﾓｴ

38 石原 なな実 八代小 ジャポップ 小学生
ｲｼﾊﾗﾅﾅﾐ

39 北原 梨華子 北杜泉小 大泉 小学生
ｷﾀﾊﾗﾘｶｺ

40 三井 優似子 北杜泉小 大泉 小学生
ﾐﾂｲﾕｲｺ

41 山﨑 五月 忍野小 富士吉田 小学生
ﾔﾏｻﾞｷﾒｲ

42 奴白 和美 八代小 ジャポップ 小学生
ﾇﾊｸｶｽﾞﾐ

43 小林 朱音 淺川中 ジャポップ 中学生
ｺﾊﾞﾔｼｱｶﾈ

44 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

45 赤岡 舞桃 清里小 清里 小学生
ｱｶｵｶﾏﾘﾓ

46 柳澤 知里 東海大甲府高 高体連 少年
ﾔﾅｷﾞｻﾜﾁｻﾄ

47 斉藤 かりん 北杜泉小 大泉 小学生
ｻｲﾄｳｶﾘﾝ

48 山﨑 朱夏 忍野小 富士吉田 小学生
ﾔﾏｻﾞｷﾅﾂ

49 鶴田 ちとせ 山梨日下部小 ジャポップ 小学生
ﾂﾙﾀﾁﾄｾ
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