
順位 ﾋﾞﾌﾞNo 　氏　　名 所　　属 クラブ名 クラス 所用時間

21 山腰 洋樹 R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ｂ

22 広瀬 文吾 峡東 峡東 Ｂ

23 野村 正道 ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ Ｃ

24 有賀 章二 東京電力 東京電力 Ｃ

25 戸澤 和哉 学院大附属高 ひまわり ｼﾞｭﾆｱ(高3)

26 戸澤 真志 学院大附属高 ひまわり ｼﾞｭﾆｱ(高3)

27 石水 良治 ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ Ｃ

28 幡野 敬明 東京電力 東京電力 Ｃ

29 清水 成美 南稜 南稜 Ｃ

30 内川 政志 東京電力 東京電力 Ｃ

31 依田 一希 山梨大付属中 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ chi Ⅱ(中3)

32 小口 恭平 南稜 南稜 Ｂ

33 小澤 浩司 東京電力 東京電力 Ｃ

34 桂原 慎治 R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ｃ

35 手塚 耐 東海大甲府高 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ ｼﾞｭﾆｱ(高1)

36 南雲 敏幸 R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ｃ

37 望月 勝 R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ｃ

38 駒木 厚介 南稜 南稜 Ｂ

39 堀内 友博 下吉田中 河口湖 ｼﾞｭﾆｱ(中3)

40 渡辺 剛 南稜 南稜 Ｃ

41 奥山 徹 山梨県庁 山梨県庁 Ｃ

42 平井 進 東京電力 東京電力 Ｃ

43 相川 倫男 ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ Ｃ

44 野澤 徹也 R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ａ

45 梶原 聖 河口湖北中 河口湖 chi Ⅱ(中2)

46 田中 康生 東京電力 東京電力 Ｃ

47 小林 哲也 富士吉田 富士吉田 Ａ

48 久保 瑞貴 帝京第三高 清里 ｼﾞｭﾆｱ(高1)

49 若林 篤史 ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ Ａ

50 名取 柊 高根中 清里 ｼﾞｭﾆｱ(中3)

51 梶屋 貴史 富士吉田 富士吉田 Ｂ

52 浅川 楓斗 高根中 清里 ｼﾞｭﾆｱ(中3)

53 田中 強 R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ｃ

54 稲波 秀晃 敷島中 清里 chi Ⅱ(中2)

55 青柳 昌志 甲府湯田高 南稜 ｼﾞｭﾆｱ(高3)

56 大久保 樹 山梨大付属中 清里 chi Ⅱ(中2)

57 堀内 洋平 吉田中 富士吉田 chi Ⅱ(中1)

58 高野 宏太 峡東 峡東 Ａ

59 高木 雅也 河口湖南中 河口湖 chi Ⅱ(中1)

60 立川 裕隆 河口湖 河口湖 Ｃ

61 久保 響 高根中 清里 chi Ⅰ(中1)

62 三村 治己 甲府第一高 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ ｼﾞｭﾆｱ(高1)

63 林野 茂樹 山梨県庁 山梨県庁 Ｃ

64 大貫 知道 甲府南西中 河口湖 chi Ⅱ(中2)

65 柳生 耕平 泉中 大泉 chi Ⅱ(中1)

66 星 恵介 ラビッツ ラビッツ Ｃ

67 望月 要 甲府東中 R.S.Tふじ chi Ⅱ(中1)

68 坂本 竜一 河口湖小立小 河口湖 chi 0(小4)

69 中村 侑資 河口湖河口小 河口湖 chi Ⅰ(小6)

70 堀江 陸 学院大付属小 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ chi 0(小4)

71 横内 進一郎 白根百田小 ひまわり chi Ⅰ(小5)

72 仮屋園 純平 吉田小 富士吉田 chi 0(小5)

73 松本 虎衛門 富士学苑中 河口湖 chi Ⅰ(中1)
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