
女子回転　ポイントリスト　０８－０９　ＳＡＹ　Ｎｏ４　最終
SLﾗﾝｸ SLﾎﾟｲﾝﾄ 氏名 所属 クラス 準強化指定 SLﾗﾝｸ SLﾎﾟｲﾝﾄ 氏名 所属 クラス 準強化指定

1 0.00 渡辺 未来 富士北稜高 少年 61 365.00 清水 紫音 山梨大付属小 小学生

2 4.00 佐野間 美樹 東海大甲府高 少年 62 368.33 奈良 めぐみ 聖心女子学院小 小学生

3 7.18 川嶋 晴 高根中 中学生 No1 63 374.51 柳生 希実子 北杜泉小 小学生

4 37.53 有泉 美穂 学連(東京経済大) Ａ 64 375.41 柳生 紗英子 北杜泉小 小学生

5 38.97 川嶋 邑 高根中 中学生 No1 65 386.78 窪田 光里 小泉小 小学生

6 42.62 日野水 うらら 大泉 Ｂ 66 422.39 白幡 あすか 吉田小 小学生

7 43.63 齋藤 小文 学連(山梨学院大) Ａ 67 424.65 小林 朝日 清里小 小学生

8 44.46 柳生 実可子 甲陵中 中学生 No1 68 450.58 仮屋園 美和 吉田小 小学生

9 45.76 青柳 真美 南稜 Ａ 69 454.04 立川 琴渚 玉穂南小 小学生

10 51.53 野村 奈央 R.S.Tふじ Ｂ 70 462.13 羽田 みなみ 河口湖大石小 小学生

11 53.91 保坂 朝海 甲府西高 少年 71 601.11 鶴田 ちとせ 山梨日下部小 小学生

12 69.52 岩間 優衣 高根中 中学生 No1 72 832.11 大神田 彩花 忍野小 小学生

13 69.60 松本 沙樹 山梨学院高 少年

14 70.88 井上 香菜子 学連(武庫川女子大) Ａ

15 74.86 進藤 里穂 長坂中 中学生 No1
16 88.16 平井 彩音 北杜泉小 小学生 No1
17 100.76 齊藤 果歩 富竹中 中学生 No1
18 101.91 利根川 典子 韮崎高 少年

19 103.91 松本 千沙 山梨大付属中 中学生 No1
20 120.08 若林 恵梨香 ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ Ａ

21 130.07 宮下 麻里香 吉田高 少年

22 130.78 植竹 美奈 山梨大付属中 中学生 No1
23 136.97 早川 佳那 吉田中 中学生 No1
24 137.07 天野 瑠南 富士河口湖高 少年

25 140.39 久保 翔子 北杜高 少年

26 150.12 坂本 佳子 河口湖小立小 小学生 No1
27 152.51 田中 亜美 北杜高 少年

28 159.63 渡辺 加奈子 下吉田東小 小学生 No1
29 160.43 丸山 美奈都 清里小 小学生 No4
30 170.52 尾畠 詩織 宝小学校 小学生 No3
31 174.81 森沢 友貴 北杜秋田小 小学生 No1
32 176.35 池谷 文花 富士北稜高 少年

33 177.47 小佐野 由衣 富士吉田 Ａ

34 178.49 蓮沼 翔子 南稜 Ｂ

35 178.60 池谷 雪乃 富士吉田 Ａ

36 189.46 權正 好美 富士吉田 Ａ

37 191.99 小林 桃子 吉田西小 小学生 No1
38 200.60 坂本 千明 河口湖小立小 小学生 No4
39 204.03 小佐野 遥 富士河口湖高 少年

40 205.89 柳沢 瑠里 淺川中 中学生 No4
41 210.65 渡辺 みのり 吉田中 中学生 No1
42 211.84 清水 葵 甲府南高 少年

43 232.48 渡辺 暁子 学院大学付属中 中学生

44 237.98 山﨑 五月 忍野小 小学生

45 241.30 朝古 ゆめか 清里小 小学生 No1
46 251.23 植竹 美里 甲府貢川小 小学生 No1
47 255.02 早川 真央 吉田中 中学生

48 260.24 浅川 百恵 北杜泉小 小学生 No1
49 264.47 植村 彩里 ジャポップ Ａ

50 265.26 三井 優似子 北杜泉小 小学生

51 280.55 平井 奈々夏 北杜泉小 小学生

52 284.36 北原 梨華子 北杜泉小 小学生

53 305.28 小林 朱音 淺川中 中学生

54 309.24 石原 なな実 八代小 小学生

55 329.97 山﨑 朱夏 忍野小 小学生

56 330.01 斉藤 かりん 北杜泉小 小学生

57 339.65 奴白 和美 八代小 小学生

58 340.48 堀内 菜莉実 吉田小 小学生

59 359.79 赤岡 舞桃 清里小 小学生

60 363.36 浅川 奈那歩 北杜泉小 小学生


