
エントリーNo. 所属 氏名カナ 氏名 SAJNO. 性別 学校 クラス

1 RSTふじ ﾅｸﾞﾓﾄｼﾕｷ 南雲敏幸 107822 男子 成年C

2 富士吉田 ｶﾔﾇﾏｶｽﾞｵ 萱沼一雄 025168 男子 成年C

3 県庁SC ｼｵｻﾞﾜﾏｻﾖｼ 塩沢正由 18747 男子 成年C

4 都留 ﾌｼﾞｴﾔｽﾏｻ 藤江康正 105541 男子

5 RSTふじ ﾋﾗｶﾞﾏｺﾄ 平賀眞 525187 男子 成年C

6 RSTふじ ｳｴﾀﾞﾏｻｱｷ 上田昌明 944385 男子 成年C

7 RSTふじ ﾐﾔｹｼﾝﾀﾛｳ 三宅信太郎 966881 男子 成年C

8 ST　ゼロ ｱｲｶﾜﾉﾘｵ 相川倫男 959140 男子 成年C

9 ラビッツ ミツイアズサ 三井梓 965623 男子

10 RSTふじ ﾓﾁﾂﾞｷﾏｻﾙ 望月勝 116840 男子 成年C

11 ST　ゼロ ﾉﾑﾗﾏｻﾐﾁ 野村正道 330031 男子 成年C

12 甲府パラレル ﾄｲﾀﾞｺｳｼﾞ 樋田晃治 111701 男子

13 RSTふじ ｶﾂﾗﾊﾗｼﾝｼﾞ 桂原慎治 330077 男子 成年C

14 河口湖 ｵｻﾞﾜﾋﾛｼ 小澤宏史 927049 男子 成年C

15 県庁SC ｵｸﾔﾏﾄｵﾙ 奥山徹 18994 男子 成年C

16 甲府パラレル ｸﾗｻﾜｷﾐﾋﾛ 倉澤公弘 330030 男子

17 県庁SC ｼﾝﾔｶﾂﾋﾛ 新谷勝広 965617 男子 成年C

18 RSTふじ ｲﾄｳｶﾂﾄｼ 伊藤勝敏 014542 男子 成年C

19 RSTふじ ﾀﾅｶﾂﾖｼ 田中強 146148 男子 成年C

20 富士吉田 ｿﾀﾞｴｲｽｹ 曽田英介 84206 男子 成年C

21 ひまわり ﾅｶﾞｾｷﾋﾃﾞﾌﾐ 永関英文 男子 成年C

22 ST　ゼロ ｲｼﾐｽﾞﾘｮｳｼﾞ 石水良治 142127 男子 成年C

23 RSTふじ ﾔﾏｺｼﾋﾛｷ 山腰洋樹 136987 男子 成年B

24 RSTふじ ｵｻﾀﾞﾕｳｼﾞ 長田雄司 455681 男子 成年B

25 富士吉田 ｶｼﾞﾔﾀｶﾌﾐ 梶屋貴史 951053 男子 成年B

26 RFK サカモトシュン 坂本駿 911266 男子 成年A

27 富士吉田 ｺﾊﾞﾔｼﾃﾂﾔ 小林哲也 911210 男子 慶応義塾大学 成年A

28 南稜 ｱｵﾔｷﾞﾏｻｼ 青柳昌志 911200 男子 33727 成年A

29 甲パラJr ﾃﾂﾞｶﾀｲ 手塚耐 923682 男子 東海大甲府高 ジュニア

30 清里 ｸﾎﾞﾐｽﾞｷ 久保瑞貴 923585 男子 帝京第三高校 ジュニア

31 清里 ｱｻｶﾜﾌｳﾄ 浅川楓斗 923578 男子 北杜高校 ジュニア

32 河口湖 ﾎﾘｳﾁﾄﾓﾋﾛ 堀内友博 923658 男子 ジュニア

33 甲パラJr ﾖﾀﾞｶｽﾞｷ 依田一希 923688 男子 甲府西高校 ジュニア

34 河口湖 ｶｼﾞﾊﾗｼｮｳ 梶原聖 923663 男子 河口湖北中 ジュニア

35 清里 ｲﾅﾊﾞﾋﾃﾞｱｷ 稲波秀晃 男子 敷島中学 ジュニア

36 清里 ｵｵｸﾎﾞｲﾂｷ 大久保樹 942564 男子 山梨大付属中学 ジュニア

37 富士吉田 ﾎﾘｳﾁﾖｳﾍｲ 堀内洋平 935334 男子 吉田中学 K2

38 RSTふじ ﾓﾁﾂﾞｷｶﾅﾒ 望月要 927666 男子 甲府東中 K2

39 富士吉田 ﾐｳﾗﾀｯﾍﾟｲ 三浦竜平 925708 男子 西浜中学 K2

40 河口湖 ﾏﾂﾓﾄﾄﾗｴﾓﾝ 松本虎衛門 男子 富士学苑中 キッズⅡ

41 大泉 ｷﾄﾞﾀｲﾁ 木戸太一 960241 男子 泉中 ジュニア

42 富士吉田 ｾｷﾈﾖｼﾄｼ 関根嘉利 申請中 男子 吉田中学 K2

43 清里 ﾖｺｳﾁｼﾝｲﾁﾛｳ 横内進一郎 947864 男子 白根百田小

44 清里 ﾀｹｲﾕｷﾔ 武井善哉 941327 男子 高根清里小 キッズⅠ

45 清里 ｱｻｺｶｽﾞﾏ 朝古和馬 933010 男子 高根清里小 キッズⅠ

46 富士吉田 ﾐｳﾗﾃｯﾍﾟｲ 三浦哲平 941480 男子 西浜小 K1

47 清里 ﾃﾞﾜｼﾞﾝ 出羽忍 965616 男子 高根北小 キッズ0

48 富士吉田 ｶﾘﾔｿﾞﾉｼﾞｭﾝﾍﾟｲ仮屋園純平 948664 男子 吉田小学 K1

49 大泉 ｱｻｶﾜｺｳﾀﾛｳ 浅川幸太郎 953756 男子 泉小 K2

50 甲パラJr ﾎﾘｴﾘｸ 堀江陸 948662 男子 学院付属小 K1

51 河口湖 ｻｶﾓﾄﾘｭｳｲﾁ 坂本竜一 941739 男子 河口湖小立小 キッズⅠ

52 TEAM Mt. ﾀﾅｶﾐﾁｵ 田中康生 100656 男子 成年C


