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201 吉澤 清貴 東海大甲府高 高体連 少年 ﾖｼｻﾞﾜｷﾖﾀｶ 16.69

202 天野 大志 北杜高 清里 少年 ｱﾏﾉﾀﾞｲｼ 30.88

203 戸澤 和哉 学院大附属高 ひまわり 少年 ﾄｻﾞﾜｶｽﾞﾔ 64.86

204 池谷 健 吉田明見中 ﾎﾜｲﾄ ｴﾝｼﾞｪﾙ 中学生 ｲｹﾀﾆﾀｹｼ 73.27

205 幡野 敬明 東京電力 東京電力 Ｃ ﾊﾀﾉｹｲﾒｲ 81.99

206 戸澤 真志 学院大附属高 ひまわり 少年 ﾄｻﾞﾜｼﾝｼﾞ 99.84

207 小澤 宏史 河口湖 河口湖 Ｃ ｵｻﾞﾜﾋﾛｼ 100.72

208 小口 恭平 南稜 南稜 Ｂ ｵｸﾞﾁｷｮｳﾍｲ 102.18

209 清水 成美 南稜 南稜 Ｃ ｼﾐｽﾞﾅﾙﾐ 102.43

210 森久保 優輝 高根中 清里 中学生 ﾓﾘｸﾎﾞﾕｳｷ 113.67

211 三村 治己 甲府北西中 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 中学生 ﾐﾑﾗﾊﾙｷ 117.94

212 朝古 琢馬 高根中 清里 中学生 ｱｻｺﾀｸﾏ 119.70

213 丸山 大輝 高根中 清里 中学生 ﾏﾙﾔﾏﾀﾞｲｷ 131.86

214 駒木 厚介 南稜 南稜 Ｂ ｺﾏｷｺｳｽｹ 135.46

215 石水 良治 ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ Ｂ ｲｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｼﾞ 138.81

216 熊坂 治 都留 都留 Ｃ ｸﾏｻｶｵｻﾑ 157.62

217 堀内 友博 下吉田中 河口湖 中学生 ﾎﾘｳﾁﾄﾓﾋﾛ 164.04

218 朝野 学 吉田高 富士吉田 少年 ｱｻﾉｶﾞｸ 165.72

219 田中 康生 東京電力 東京電力 Ｃ ﾀﾅｶﾐﾁｵ 166.47

220 舟久保 昇礼 吉田中 ﾎﾜｲﾄ ｴﾝｼﾞｪﾙ 中学生 ﾌﾅｸﾎﾞｼｮｳﾗｲ 167.73

221 渡辺 開斗 富士河口湖高 富士吉田 少年 ﾜﾀﾅﾍﾞｶｲﾄ 169.41

222 加賀見 隆 富士吉田 富士吉田 Ｂ ｶｶﾞﾐﾀｶｼ 171.52

223 森田 翔 高根中 清里 中学生 ﾓﾘﾀﾂﾊﾞｻ 174.18

224 鶴田 芳文 ジャポップ ジャポップ Ｃ ﾂﾙﾀﾖｼﾌﾐ 187.00

225 青柳 昌志 甲府湯田高 南稜 少年 ｱｵﾔｷﾞﾏｻｼ 188.34

226 志村 直樹 下吉田中 富士吉田 中学生 ｼﾑﾗﾅｵｷ 192.40

227 依田 一希 山梨大付属中 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 中学生 ﾖﾀﾞｶｽﾞｷ 192.78

228 久保 瑞貴 高根中 清里 中学生 ｸﾎﾞﾐｽﾞｷ 194.20

229 志村 雅樹 南稜 南稜 Ｃ ｼﾑﾗﾏｻｷ 200.02

230 手塚 耐 白根御勅使中 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 中学生 ﾃﾂﾞｶﾀｲ 208.57

231 平井 進 東京電力 東京電力 Ｃ ﾋﾗｲｽｽﾑ 210.91

232 小尾 晃一郎 帝京第三高 高体連 少年 ｵﾋﾞｺｳｲﾁﾛｳ 222.20

233 篠原 宏 峡東 峡東 Ｃ ｼﾉﾊﾗﾋﾛｼ 230.99

234 梶原 聖 河口湖大石小 河口湖 小学生 ｶｼﾞﾊﾗｼｮｳ 231.31

235 浅川 楓斗 高根中 清里 中学生 ｱｻｶﾜﾌｳﾄ 252.13

236 松下 隆磨 帝京第三高 高体連 少年 ﾏﾂｼﾀﾘｭｳﾏ 268.30

237 高木 雅也 河口湖船津小 河口湖 小学生 ﾀｶｷﾞﾏｻﾔ 278.69

238 矢ヶ崎 健太 韮崎東中 清里 中学生 ﾔｶﾞｻｷｹﾝﾀ 280.96

239 橋本 光彦 南稜 南稜 Ｃ ﾊｼﾓﾄﾐﾂﾋｺ 291.34

240 望月 要 甲府里垣小 R.S.Tふじ 小学生 ﾓﾁﾂﾞｷｶﾅﾒ 309.99
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241 笹本 憲 長坂中 ひまわり 中学生 ｻｻﾓﾄｱｷﾗ 311.15

242 萱沼 竜輝 下吉田中 ﾎﾜｲﾄ ｴﾝｼﾞｪﾙ 中学生 ｶﾔﾇﾏﾀﾂｷ 318.37

243 大貫 知道 河口湖船津小 河口湖 小学生 ｵｵﾇｷﾁﾄﾞｳ 322.75

244 羽田 祐喜 河口湖北中 富士吉田 中学生 ﾊﾀﾞﾕｳｷ 338.39

245 梶原 一誠 河口湖西浜小 富士吉田 小学生 ｶｼﾞﾜﾗｲｯｾｲ 364.11

246 柳生 耕平 北杜泉小 大泉 小学生 ﾔｷﾞｭｳｺｳﾍｲ 395.24

247 羽田 航太 下吉田第二小 富士吉田 小学生 ﾊﾀﾞｺｳﾀ 426.89

248 中村 侑資 河口湖河口小 河口湖 小学生 ﾅｶﾑﾗﾕｳｽｹ 440.16

249 竹下 周杜 山梨大付属小 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 小学生 ﾀｹｼﾀｼｭｳﾄ 441.56

250 平野 潤也 忍野小 富士吉田 小学生 ﾋﾗﾉｼﾞｭﾝﾔ 480.66

251 堀内 洋平 吉田西小 富士吉田 小学生 ﾎﾘｳﾁﾖｳﾍｲ 523.42

252 三浦 嘉大 河口湖西浜小 富士吉田 小学生 ﾐｳﾗﾖｼﾋﾛ 588.84

253 宮下 瞬 河口湖西浜小 富士吉田 小学生 ﾐﾔｼﾀｼｭﾝ 1262.23

254 名取 柊 高根中 清里 中学生 ﾅﾄﾘｼｭｳ

255 曽田 英介 富士吉田 富士吉田 Ｃ ｿﾀﾞｴｲｽｹ

256 結城 光保 富士吉田 富士吉田 Ｃ ﾕｳｷﾐﾂﾔｽ

257 矢野 誠 都留 都留 Ｃ ﾔﾉﾏｺﾄ

258 大久保 樹 山梨大付属小 南稜 小学生 ｵｵｸﾎﾞｲﾂｷ

259 江本 裕樹 東海大甲府高 高体連 少年 ｴﾓﾄﾕｳｷ

260 梶屋 貴史 富士吉田 富士吉田 Ａ ｶｼﾞﾔﾀｶｼ

261 三浦 駿 河口湖西浜小 富士吉田 小学生 ﾐｳﾗｼｭﾝ


