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1 0.00 佐野間 美樹 東海大甲府高 少年 61 382.78 窪田 光里 小泉小 小学生

2 33.53 有泉 美穂 学連(東京経済大) Ａ 62 388.33 山﨑 朱夏 忍野小 小学生

3 38.62 日野水 うらら 大泉 Ｂ 63 418.39 白幡 あすか 吉田小 小学生

4 47.53 野村 奈央 R.S.Tふじ Ｂ 64 420.65 小林 朝日 清里小 小学生

5 49.91 保坂 朝海 甲府西高 少年 65 424.98 浅川 奈那歩 北杜泉小 小学生

6 65.60 松本 沙樹 山梨学院高 少年 66 446.58 仮屋園 美和 吉田小 小学生

7 66.88 井上 香菜子 学連(武庫川女子大) Ａ 67 450.04 立川 琴渚 玉穂南小 小学生

8 84.51 渡辺 未来 富士北稜高 少年 68 458.13 羽田 みなみ 河口湖大石小 小学生

9 86.44 齋藤 小文 学連(山梨学院大) Ａ 69 468.27 北原 梨華子 北杜泉小 小学生

10 92.15 岩間 優衣 高根中 中学生 No1 70 597.11 鶴田 ちとせ 山梨日下部小 小学生

11 97.70 川嶋 邑 高根中 中学生 No1 71 828.11 大神田 彩花 忍野小 小学生

12 99.91 松本 千沙 山梨大付属中 中学生 No1
13 104.38 川嶋 晴 高根中 中学生 No1
14 116.08 若林 恵梨香 ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ Ａ

15 126.07 宮下 麻里香 吉田高 少年

16 126.78 植竹 美奈 山梨大付属中 中学生 No1
17 130.47 柳生 実可子 甲陵中 中学生 No1
18 132.97 早川 佳那 吉田中 中学生 No1
19 133.07 天野 瑠南 富士河口湖高 少年

20 136.39 久保 翔子 北杜高 少年

21 142.16 進藤 里穂 長坂中 中学生 No1
22 142.32 青柳 真美 南稜 Ａ

23 148.51 田中 亜美 北杜高 少年

24 149.76 平井 彩音 北杜泉小 小学生 No1
25 155.63 渡辺 加奈子 下吉田東小 小学生 No1
26 159.47 利根川 典子 韮崎高 少年

27 162.97 齊藤 果歩 富竹中 中学生 No1
28 166.52 尾畠 詩織 宝小学校 小学生 No3
29 172.35 池谷 文花 富士北稜高 少年

30 174.49 蓮沼 翔子 南稜 Ｂ

31 174.60 池谷 雪乃 富士吉田 Ａ

32 185.46 權正 好美 富士吉田 Ａ

33 186.06 坂本 佳子 河口湖小立小 小学生 No1
34 196.60 坂本 千明 河口湖小立小 小学生

35 198.67 森沢 友貴 北杜秋田小 小学生 No1
36 200.03 小佐野 遥 富士河口湖高 少年

37 206.65 渡辺 みのり 吉田中 中学生 No1
38 207.84 清水 葵 甲府南高 少年

39 207.97 小佐野 由衣 富士吉田 Ａ

40 237.30 朝古 ゆめか 清里小 小学生 No1
41 239.22 柳沢 瑠里 淺川中 中学生

42 247.23 植竹 美里 甲府貢川小 小学生 No1
43 251.02 早川 真央 吉田中 中学生

44 256.24 浅川 百恵 北杜泉小 小学生 No1
45 260.47 植村 彩里 ジャポップ Ａ

46 268.56 小林 桃子 吉田西小 小学生 No1
47 276.55 平井 奈々夏 北杜泉小 小学生

48 295.24 渡辺 暁子 学院大学付属中 中学生

49 301.28 小林 朱音 淺川中 中学生

50 305.24 石原 なな実 八代小 小学生

51 305.98 三井 優似子 北杜泉小 小学生

52 310.20 丸山 美奈都 清里小 小学生

53 326.01 斉藤 かりん 北杜泉小 小学生

54 335.65 奴白 和美 八代小 小学生

55 336.48 堀内 菜莉実 吉田小 小学生

56 338.34 山﨑 五月 忍野小 小学生

57 364.33 奈良 めぐみ 聖心女子学院小 小学生

58 370.47 清水 紫音 山梨大付属小 小学生

59 370.51 柳生 希実子 北杜泉小 小学生

60 371.41 柳生 紗英子 北杜泉小 小学生


