
Ｎｏ 選手名 ヨミガナ 男女 所属名
エントリー

クラス

1 佐野 久 ｻﾉ ﾋｻｼ 男子 山中湖村 マスターズ男子A

2 栁澤 保 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀﾓﾂ 男子 昭和町 マスターズ男子C

3 望月 眞一 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝｲﾁ 男子 昭和町 マスターズ男子B

4 依田 康雄 ﾖﾀﾞ ﾔｽｵ 男子 昭和町 マスターズ男子B

5 笹本 敏 ｻｻﾓﾄ ｻﾄｼ 男子 昭和町 マスターズ男子A

6 笠井 一永 ｶｻｲ ｶｽﾞﾅｶﾞ 男子 昭和町 マスターズ男子A

7 伊東 成起 ｲﾄｳ ﾅﾙｷ 男子 昭和町 マスターズ男子A

8 伊藤 禎洋 ｲﾄｳ ｻﾀﾞﾋﾛ 男子 昭和町 マスターズ男子A

9 土橋 章子 ﾄﾞﾊﾞｼ ｱｷｺ 女子 昭和町 マスターズ女子

10 熊谷 恵美子 ｸﾏｶﾞﾔ ｴﾐｺ 女子 昭和町 マスターズ女子

11 依田 久美 ﾖﾀﾞ ｸﾐ 女子 昭和町 マスターズ女子

12 伊藤 勝敏 ｲﾄｳ ｶﾂﾄｼ 男子 昭和町 成年男子C

13 橋本 光彦 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂﾋｺ 男子 昭和町 成年男子C

14 島田 貴章 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｱｷ 男子 昭和町 成年男子C

15 土橋 孔士 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾚｲｼﾞ 男子 昭和町 成年男子C

16 望月 涼香 ﾓﾁﾂﾞｷ ｽｽﾞｶ 女子 身延町 少年女子

17 鷲見 浩平 ﾜｼﾐ ｺｳﾍｲ 男子 富士河口湖町 マスターズ男子B

18 三浦 宗治 ﾐｳﾗ ｿｳｼﾞ 男子 富士河口湖町 マスターズ男子A

19 古屋 あさ子 ﾌﾙﾔ ｱｻｺ 女子 富士河口湖町 マスターズ女子

20 坂本 マチ子 ｻｶﾓﾄ ﾏﾁｺ 女子 富士河口湖町 マスターズ女子

21 西畑 真希 ﾆｼﾊﾀ ﾏｷ 女子 富士河口湖町 マスターズ女子

22 坂本 千明 ｻｶﾓﾄ ﾁｱｷ 女子 富士河口湖町 少年女子

23 坂本 佳子 ｻｶﾓﾄ ｶｺ 女子 富士河口湖町 少年女子

24 古屋 美侑 ﾌﾙﾔ ﾐﾕｳ 女子 富士河口湖町 少年女子

25 西畑 朱 ﾆｼﾊﾀ ｼｭ 男子 富士河口湖町 少年男子

26 古屋 和樹 ﾌﾙﾔ ｶｽﾞｷ 男子 富士河口湖町 成年男子C

27 坂本 竜一 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 男子 富士河口湖町 少年男子

28 丹羽 智彦 ﾆﾜ ﾄﾓﾋｺ 男子 富士河口湖町 少年男子

29 小林 優 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾙ 男子 鳴沢村 マスターズ男子C

30 渡辺 久市 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｲﾁ 男子 鳴沢村 マスターズ男子B

31 三浦 三雄 ﾐｳﾗ ﾐﾂｵ 男子 鳴沢村 マスターズ男子B

32 三浦 勝彦 ﾐｳﾗ ｶﾂﾋｺ 男子 鳴沢村 マスターズ男子B

33 渡辺 積 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾓﾙ 男子 鳴沢村 マスターズ男子A

34 小澤 宏史 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 男子 鳴沢村 マスターズ男子A

35 中川 浩 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 男子 鳴沢村 成年男子C

36 日原 万博 ﾋﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 鳴沢村 マスターズ男子A

37 渡辺 悦子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾂｺ 女子 鳴沢村 マスターズ女子

38 中川 有里 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘ 女子 鳴沢村 マスターズ女子

39 小林 守 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾓﾙ 男子 鳴沢村 成年男子B

40 松本 虎衛門 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾗｴﾓﾝ 男子 鳴沢村 少年男子
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