
Ｎｏ 選手名 ヨミガナ 男女 所属名
エントリー

クラス

1 清水 甲子雄 ｼﾐｽﾞ ｷﾈｵ 男子 山梨市 マスターズ男子C

2 山下 欣一郎 ﾔﾏｼﾀ ｷﾝｲﾁﾛｳ 男子 山梨市 マスターズ男子C

3 守屋 裕史 ﾓﾘﾔ ﾕｳｼ 男子 山梨市 マスターズ男子B

4 三枝 富士夫 ｻｴｸﾞｻ ﾌｼﾞｵ 男子 山梨市 マスターズ男子B

5 徳良 哲夫 ﾄｸﾖｼ ﾃﾂｵ 男子 山梨市 マスターズ男子B

6 初鹿野 要一 ﾊｼﾞｶﾉ ﾖｳｲﾁ 男子 山梨市 マスターズ男子B

7 鶴田 芳文 ﾂﾙﾀ ﾖｼﾌﾐ 男子 山梨市 マスターズ男子A

8 辺見 治夫 ﾍﾝﾐ ﾊﾙｵ 男子 山梨市 マスターズ男子A

9 掛本 聖 ｶｹﾓﾄ ﾋｼﾞﾘ 男子 山梨市 マスターズ男子A

10 奥山 徹 ｵｸﾔﾏ ﾄｵﾙ 男子 山梨市 マスターズ男子A

11 天野 久子 ｱﾏﾉ ﾋｻｺ 女子 山梨市 マスターズ女子

12 早川 久美子 ﾊﾔｶﾜ ｸﾐｺ 女子 山梨市 成年女子B

13 三枝 千尋 ｻｴｸﾞｻ ﾁﾋﾛ 女子 山梨市 成年女子A

14 守屋 絵美 ﾓﾘﾔ ｴﾐ 女子 山梨市 成年女子A

15 久保 美海 ｸﾎﾞ ﾖｼﾐ 男子 山梨市 成年男子C

16 永田 実 ﾅｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ 男子 山梨市 成年男子C

17 新谷 勝広 ｼﾝﾔ ｶﾂﾋﾛ 男子 山梨市 成年男子C

18 板谷 俊輔 ｲﾀﾔ ｼｭﾝｽｹ 男子 山梨市 成年男子B

19 板谷 洋輔 ｲﾀﾔ ﾖｳｽｹ 男子 山梨市 成年男子B

20 守屋 裕一郎 ﾓﾘﾔ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 山梨市 成年男子A

21 坂本 勝 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾙ 男子 笛吹市 マスターズ男子C

22 唐沢 稔 ｶﾗｻﾜ ﾐﾉﾙ 男子 笛吹市 マスターズ男子C

23 根塚 健治 ﾈﾂﾞｶ ｹﾝｼﾞ 男子 笛吹市 マスターズ男子C

24 尾沢 正美 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾐ 男子 笛吹市 マスターズ男子C

25 石原 和幸 ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ 男子 笛吹市 マスターズ男子B

26 植村 英明 ｳｴﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 男子 笛吹市 マスターズ男子B

27 石原 芳人 ｲｼﾊﾗ ﾖｼﾋﾄ 男子 笛吹市 マスターズ男子B

28 高野 道宏 ﾀｶﾉ ﾐﾁﾋﾛ 男子 笛吹市 マスターズ男子A

29 角田 幸司 ﾂﾉﾀﾞ ｺｳｼﾞ 男子 笛吹市 マスターズ男子A

30 山口 茂樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞｷ 男子 笛吹市 マスターズ男子A

31 中村 一樹 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 男子 笛吹市 マスターズ男子A

32 植村 彩里 ｳｴﾑﾗ ｱｲﾘ 女子 笛吹市 成年女子B

33 松本 梢 ﾏﾂﾓﾄ ｺｽﾞｴ 女子 笛吹市 少年女子

34 金子 貴則 ｶﾈｺ ﾀｶﾉﾘ 男子 笛吹市 成年男子C

35 三枝 為好 ｻｴｸﾞｻ ﾀﾒﾖｼ 男子 笛吹市 成年男子C

36 松本 英成 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾅﾘ 男子 笛吹市 成年男子C

37 堀口 良一 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 男子 笛吹市 成年男子C

38 坂本 駿 ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝ 男子 笛吹市 成年男子B

39 渋谷 由一 ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｲﾁ 男子 笛吹市 成年男子B

40 筒井 和真 ﾂﾂｲ ｶｽﾞﾏ 男子 笛吹市 成年男子B

41 石原 晃平 ｲｼﾊﾗ ｺｳﾍｲ 男子 笛吹市 成年男子A

42 石川 俊介 ｲｼｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 男子 笛吹市 成年男子A

43 中山 祐貴 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 男子 笛吹市 少年男子
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44 志村 和真 ｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 男子 笛吹市 少年男子

45 山口 大貴 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 男子 笛吹市 少年男子

46 有泉 勝利 ｱﾘｲｽﾞﾐ ｶﾂﾄｼ 男子 都留市 マスターズ男子C

47 大前 猛 ｵｵﾏｴ ﾀｹｼ 男子 都留市 マスターズ男子C

48 藤江 康正 ﾌｼﾞｴ ﾔｽﾏｻ 男子 都留市 マスターズ男子B

49 矢野 誠 ﾔﾉ ﾏｺﾄ 男子 都留市 マスターズ男子A

50 角井 節子 ﾂﾉｲ ｾﾂｺ 女子 都留市 マスターズ女子

51 尾畠 詩織 ｵﾊﾞﾀｹ ｼｵﾘ 女子 都留市 少年女子

52 保坂 武士 ﾎｻｶ ﾀｹｼ 男子 南アルプス市 マスターズ男子A

53 横小路 俊彦 ﾖｺｺｳｼﾞ ﾄｼﾋｺ 男子 南アルプス市 マスターズ男子A

54 野村 正道 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾐﾁ 男子 南アルプス市 マスターズ男子A

55 内藤 英昭 ﾅｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 男子 南アルプス市 マスターズ男子A

56 広瀬 文吾 ﾋﾛｾ ﾌﾞﾝｺﾞ 男子 南アルプス市 成年男子C

57 横内 進一郎 ﾖｺｳﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 南アルプス市 少年男子

58 小林 義則 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 男子 韮崎市 マスターズ男子C

59 小林 賢 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝ 男子 韮崎市 マスターズ男子C

60 窪田 浩毅 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｷ 男子 韮崎市 マスターズ男子B

61 清水 宏哉 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾔ 男子 韮崎市 マスターズ男子A

62 相山 征也 ｱｲﾔﾏ ｾｲﾔ 男子 韮崎市 マスターズ男子A

63 高橋 尚己 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 男子 韮崎市 マスターズ男子A

64 続木 照美 ﾂﾂﾞｷ ﾃﾙﾐ 女子 韮崎市 マスターズ女子

65 島村 貴春 ｼﾏﾑﾗ ﾀｶﾊﾙ 男子 韮崎市 成年男子C

66 鈴木 英和 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 男子 韮崎市 成年男子C

67 島村 明典 ｼﾏﾑﾗ ｱｹﾉﾘ 男子 韮崎市 成年男子C

68 山寺 達也 ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾀﾂﾔ 男子 韮崎市 成年男子A

69 佐藤 正 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 男子 甲州市 マスターズ男子B

70 高山 義一 ﾀｶﾔﾏ ﾖｼｶｽﾞ 男子 甲州市 マスターズ男子B

71 石田 政輝 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾃﾙ 男子 甲州市 マスターズ男子B

72 野沢 種共 ﾉｻﾞﾜ ﾀﾈﾄﾓ 男子 甲州市 マスターズ男子B

73 雨宮 昭仁 ｱﾒﾐﾔ ｱｷﾋﾄ 男子 甲州市 マスターズ男子A

74 北井 宅美 ｷﾀｲ ﾀｸﾐ 男子 甲州市 マスターズ男子A

75 廣瀬 達夫 ﾋﾛｾ ﾀﾂｵ 男子 甲州市 マスターズ男子A

76 中島 リサ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｻ 女子 甲州市 マスターズ女子

77 山本 真生 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｷ 女子 甲州市 マスターズ女子

78 堀 尚美 ﾎﾘ ﾅｵﾐ 女子 甲州市 マスターズ女子

79 藤原 実紀 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｷ 女子 甲州市 マスターズ女子

80 岡 成禎 ｵｶ ﾏｻﾖｼ 男子 甲州市 成年男子C

81 広瀬 賢一 ﾋﾛｾ ｹﾝｲﾁ 男子 甲州市 成年男子C

82 古屋 賢一 ﾌﾙﾔ ｹﾝｲﾁ 男子 甲州市 成年男子C

83 奥山 剛申 ｵｸﾔﾏ ｺｳｼﾝ 男子 甲州市 成年男子C

84 野沢 徹也 ﾉｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ 男子 甲州市 成年男子A

85 小澤 大志 ｵｻﾞﾜ ﾀｲｼ 男子 甲州市 少年男子

86 佐藤 譲 ｻﾄｳ ﾕｽﾞﾙ 男子 甲斐市 マスターズ男子C
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87 鈴木 永次 ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ 男子 甲斐市 マスターズ男子C

88 南雲 敏幸 ﾅｸﾞﾓ ﾄｼﾕｷ 男子 甲斐市 マスターズ男子B

89 上田 昌明 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｱｷ 男子 甲斐市 マスターズ男子B

90 桂原 慎治 ｶﾂﾗﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 男子 甲斐市 マスターズ男子A

91 清水 成美 ｼﾐｽﾞ ﾅﾙﾐ 男子 甲斐市 マスターズ男子A

92 渡邉 靖之 ﾜﾀﾏﾍﾞ ﾔｽﾕｷ 男子 甲斐市 マスターズ男子A

93 岡田 茂樹 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞｷ 男子 甲斐市 マスターズ男子A

94 桂原 珠美 ｶﾂﾗﾊﾗ ﾀﾏﾐ 女子 甲斐市 マスターズ女子

95 南雲 幸一 ﾅｸﾞﾓ ｺｳｲﾁ 男子 甲斐市 成年男子C

96 保坂 芳孝 ﾎｻｶ ﾖｼﾔｶ 男子 甲府市 マスターズ男子C

97 升川 仁 ﾏｽｶﾜ ﾋﾄｼ 男子 甲府市 マスターズ男子C

98 三井 毅 ﾐﾂｲ ﾂﾖｼ 男子 甲府市 マスターズ男子C

99 林野 茂樹 ﾘﾝﾉ ｼｹﾞｷ 男子 甲府市 マスターズ男子B

100 田中 康生 ﾀﾅｶ ﾐﾁｵ 男子 甲府市 マスターズ男子B

101 望月 博幸 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 男子 甲府市 マスターズ男子B

102 熊坂 治 ｸﾏｻｶ ｵｻﾑ 男子 甲府市 マスターズ男子B

103 樋田 晃冶 ﾄｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ 男子 甲府市 マスターズ男子A

104 望月 勝 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻﾙ 男子 甲府市 マスターズ男子A

105 中村 俊彦 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 男子 甲府市 マスターズ男子A

106 倉澤 公弘 ｸﾗｻﾜ ｷﾐﾋﾛ 男子 甲府市 マスターズ男子A

107 若杉 泉 ﾜｶｽｷﾞ ｲｽﾞﾐ 女子 甲府市 マスターズ女子

108 続木 照美 ﾂﾂﾞｷ ﾃﾙﾐ 女子 甲府市 マスターズ女子

109 若林 恵理香 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｴﾘｶ 女子 甲府市 成年女子B

110 齋藤 小文 ｻｲﾄｳ ｺﾌﾐ 女子 甲府市 成年女子B

111 山本 修三 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｿﾞｳ 男子 甲府市 成年男子C

112 若林 篤史 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 男子 甲府市 成年男子B

113 赤池 翼 ｱｶｲｹ ﾂﾊﾞｻ 男子 甲府市 成年男子B

114 名取 竜太 ﾅﾄﾘ ﾘｭｳﾀ 男子 甲府市 成年男子B

115 大久保 樹 ｵｵｸﾎﾞ ｲﾂｷ 男子 甲府市 少年男子

116 小泉 勝政 ｺｲｽﾞﾐ ｶﾂﾏｻ 男子 富士吉田市 マスターズ男子C

117 広瀬 敏夫 ﾋﾛｾ ﾄｼｵ 男子 富士吉田市 マスターズ男子C

118 渡辺 稔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾙ 男子 富士吉田市 マスターズ男子C

119 奥脇 清治 ｵｸﾜｷ ｾｲｼﾞ 男子 富士吉田市 マスターズ男子C

120 宮下 弘 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛｼ 男子 富士吉田市 マスターズ男子B

121 萱沼 一雄 ｶﾔﾇﾏ ｶｽﾞｵ 男子 富士吉田市 マスターズ男子B

122 渡辺 良雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｵ 男子 富士吉田市 マスターズ男子B

123 小佐野 真二 ｵｻﾉ ｼﾝｼﾞ 男子 富士吉田市 マスターズ男子B

124 小佐野 良三 ｵｻﾉ ﾘｮｳｿﾞｳ 男子 富士吉田市 マスターズ男子A

125 白幡 透 ｼﾗﾊﾀ ﾄｵﾙ 男子 富士吉田市 マスターズ男子A

126 堀内 えみ子 ﾎﾘｳﾁ ｴﾐｺ 女子 富士吉田市 マスターズ女子

127 小佐野 由衣 ｵｻﾉ ﾕｲ 女子 富士吉田市 成年女子B

128 秋元 雪乃 ｱｷﾓﾄ ﾕｷﾉ 女子 富士吉田市 成年女子B

129 堀内 英樹 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 男子 富士吉田市 成年男子C
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130 渡辺 弘多郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 男子 富士吉田市 成年男子C

131 志村 直樹 ｼﾑﾗ ﾅｵｷ 男子 富士吉田市 成年男子A

132 永関 英雄 ﾅｶﾞｾｷ ﾋﾃﾞｵ 男子 北杜市 マスターズ男子C

133 日野水 丈士 ﾋﾉﾐｽﾞ ﾀｹｼ 男子 北杜市 マスターズ男子C

134 藤本 紳二 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 男子 北杜市 マスターズ男子C

135 来生 博 ｸﾘｽ ﾋﾛｼ 男子 北杜市 マスターズ男子C

136 河治 利幸 ｶﾜｼﾞ ﾄｼﾕｷ 男子 北杜市 マスターズ男子B

137 小林 一雄 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 男子 北杜市 マスターズ男子B

138 赤池 宗治 ｱｶｲｹ ｿｳｼﾞ 男子 北杜市 マスターズ男子B

139 芹澤 宗満 ｾﾘｻﾞﾜ ﾑﾈﾐﾂ 男子 北杜市 マスターズ男子A

140 小林 泉 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｽﾞﾐ 男子 北杜市 マスターズ男子A

141 三井 梓 ﾐﾂｲ ｱｽﾞｻ 男子 北杜市 マスターズ男子A

142 森本 保 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾓﾂ 男子 北杜市 マスターズ男子A

143 日野水 うらら ﾋﾉﾐｽﾞ ｳﾗﾗ 女子 北杜市 マスターズ女子

144 永関 みさ子 ﾅｶﾞｾｷ ﾐｻｺ 女子 北杜市 マスターズ女子

145 平井 彩音 ﾋﾗｲ ｱﾔﾈ 女子 北杜市 少年女子

146 平井 奈々夏 ﾋﾗｲ ﾅﾅｶ 女子 北杜市 少年女子

147 福島 ひとみ ﾌｸｼﾏ ﾋﾄﾐ 女子 北杜市 少年女子

148 窪田 光里 ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾘ 女子 北杜市 少年女子

149 吉田 雄一 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 男子 北杜市 成年男子C

150 若松 良三 ﾜｶﾏﾂ ﾘｮｳｿﾞｳ 男子 北杜市 成年男子C

151 小宮山 信吾 ｺﾐﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 男子 北杜市 成年男子B

152 相川 玲央奈 ｱｲｶﾜ ﾚｵﾅ 男子 北杜市 成年男子A

153 進藤 友洋 ｼﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾛ 男子 北杜市 成年男子A

154 窪田 友洋 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 男子 北杜市 少年男子

155 出羽 忍 ﾃﾞﾜ ｼﾞﾝ 男子 北杜市 少年男子
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