
SG選手権エントリーリスト
ｴﾝﾄﾘｰNo 　氏　　名 ｶﾅ氏名 所　　属 クラブ名 クラス  ｴﾝﾄﾘｰ時SGﾎﾟｲﾝﾄ

1 山腰 洋樹 ﾔﾏｺｼﾋﾛｷ R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ｂ 0.00
2 石水 良治 ｲｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｼﾞ ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ Ｃ 6.50
3 小林 哲也 ｺﾊﾞﾔｼﾃﾂﾔ 富士吉田 富士吉田 Ａ 10.12
4 広瀬 文吾 ﾋﾛｾﾌﾞﾝｺﾞ 峡東 峡東 Ｂ 12.92
5 久保 瑞貴 ｸﾎﾞﾐｽﾞｷ 帝京第三高 清里 ｼﾞｭﾆｱ(高2) 14.72
6 野村 正道 ﾉﾑﾗﾏｻﾐﾁ ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ Ｃ 19.18
7 有賀 章二 ｱﾘｶﾞｼｮｳｼﾞ Team Mt. Team Mt. Ｃ 25.01
8 戸澤 和哉 ﾄｻﾞﾜｶｽﾞﾔ 山梨学院大 ひまわり Ａ 38.15
9 戸澤 真志 ﾄｻﾞﾜｼﾝｼﾞ 山梨学院大 ひまわり Ａ 46.35
10 幡野 敬明 ﾊﾀﾉｹｲﾒｲ Team Mt. Team Mt. Ｃ 51.99
11 手塚 耐 ﾃﾂﾞｶﾀｲ 東海大甲府高 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ ｼﾞｭﾆｱ(高2) 52.30
12 依田 一希 ﾖﾀﾞｶｽﾞｷ 甲府西高 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ ｼﾞｭﾆｱ(高1) 58.44
13 奥山 徹 ｵｸﾔﾏﾄｵﾙ 山梨県庁 山梨県庁 Ｃ 65.22
14 梶屋 貴史 ｶｼﾞﾔﾀｶｼ 富士吉田 富士吉田 Ｂ 71.35
15 清水 成美 ｼﾐｽﾞﾅﾙﾐ 南稜 南稜 Ｃ 72.39
16 長田 雄司 ｵｻﾀﾞﾕｳｼﾞ R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ｂ 88.01
17 高野 宏太 ﾀｶﾉ ｺｳﾀ 峡東 峡東 Ａ 99.06
18 大久保 樹 ｵｵｸﾎﾞｲﾂｷ 山梨大付属中 南稜 K2(中3) 117.20
19 望月 勝 ﾓﾁﾂﾞｷﾏｻﾙ R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ｃ 124.87
20 稲波 秀晃 ｲﾅﾊﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 敷島中 清里 ｼﾞｭﾆｱ(中3) 134.16
21 桂原 慎治 ｶﾂﾗﾊﾗｼﾝｼﾞ R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ｃ 158.71
22 田中 康生 ﾀﾅｶﾐﾁｵ Team Mt. Team Mt. Ｃ 167.86
23 渡辺 剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 南稜 南稜 Ｃ 172.98
24 南雲 敏幸 ﾅｸﾞﾓﾄｼﾕｷ R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ｃ 174.49
25 相川 倫男 ｱｲｶﾜ ﾉﾘｵ ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ Ｃ 198.34
26 堀内 友博 ﾎﾘｳﾁﾄﾓﾋﾛ 富士河口湖高 河口湖 ｼﾞｭﾆｱ(高1) 202.47
27 堀内 洋平 ﾎﾘｳﾁﾖｳﾍｲ 吉田中 富士吉田 K2(中2) 224.21
28 星 恵介 ﾎｼｹｲｽｹ ラビッツ ラビッツ Ｃ 232.27
29 堀江 陸 ﾎﾘｴﾘｸ 学院大付属小 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ K1(小5) 295.79
30 坂本 竜一 ｻｶﾓﾄﾘｭｳｲﾁ 河口湖小立小 河口湖 K1(小5) 297.48
31 松本 虎衛門 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾗｴﾓﾝ 富士学苑中 河口湖 K2(中2) 297.48
32 仮屋園 純平 ｶﾘﾔｿﾞﾉｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 吉田小 富士吉田 K1(小6) 302.35
33 横内 進一郎 ﾖｺｳﾁｼﾝｲﾁﾛｳ 白根百田小 ひまわり K1(小6) 402.03
34 浅川 勝正 ｱｻｶﾜ ｶﾂﾏｻ 清里 清里 Ａ
35 青柳 昌志 ｱｵﾔｷﾞﾏｻｼ 南稜 南稜 Ａ
36 矢野 誠 ﾔﾉﾏｺﾄ 都留 都留 Ｃ
37 森 友城 ﾓﾘ ﾕｳｷ 日大明誠高 高体連 ｼﾞｭﾆｱ(高2)
38 中川 浩 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 富士吉田 富士吉田 Ｃ
39 望月 要 ﾓﾁﾂﾞｷｶﾅﾒ 甲府東中 R.S.Tふじ K2(中2)
40 鮫島 亮輔 ｻﾒｼﾏ ﾘｮｳｽｹ 日大明誠高 高体連 ｼﾞｭﾆｱ(高2)
41 矢代 遼 ﾔｼﾛ ﾘｮｳ 日大明誠高 高体連 ｼﾞｭﾆｱ(高2)
42 松井 雄大 ﾏﾂｲ ﾕｳﾀﾞｲ 日大明誠高 高体連 ｼﾞｭﾆｱ(高2)
43 青柳 昌彦 ｱｵﾔｷﾞﾏｻﾋｺ 南稜 南稜 Ｃ
44 坂本 駿 ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝ ＲＦＫ ＲＦＫ Ａ
45 中西 裕 ﾅｶﾆｼ ﾕｳ 日大明誠高 高体連 ｼﾞｭﾆｱ(高2)
46 窪田 友洋 ｸﾎﾞﾀﾄﾓﾋﾛ 北杜小泉小 清里 K1(小6)
47 宮田 星南 ﾐﾔﾀｾﾅ 下吉田第二小 富士吉田 K1(小6)
48 小田切 孝夫 ｵﾀﾞｷﾞﾘﾀｶｵ ラビッツ ラビッツ Ｃ
49 山内 勇輝 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ K1(小6)
50 梶原 一誠 ｶｼﾞﾜﾗ ｲｯｾｲ 西浜中学 富士吉田 ｼﾞｭﾆｱ(中3)


