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1 佐藤 正 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 男子 甲州市 市の部　マスターズ男子C

2 高山 義一 ﾀｶﾔﾏ ﾖｼｶｽﾞ 男子 甲州市 市の部　マスターズ男子C

3 石田 政輝 ｲｼﾀﾞ ﾏｻｷ 男子 甲州市 市の部　マスターズ男子B

4 北井 宅美 ｷﾀｲ ﾀｸﾐ 男子 甲州市 市の部　マスターズ男子B

5 上矢 勲 ｳﾜﾔ ｲｻｵ 男子 甲州市 市の部　マスターズ男子A

6 奥山 剛申 ｵｸﾔﾏ ｺﾞｳｼﾝ 男子 甲州市 市の部　マスターズ男子A

7 柏原 功 ｶｼﾜﾊﾗ ｲｻｵ 男子 甲州市 市の部　マスターズ男子A

8 鈴木 卓 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 男子 甲州市 市の部　マスターズ男子A

9 堀 尚美 ﾎﾘ ﾅｵﾐ 女子 甲州市 市の部　マスターズ女子

10 中島 リサ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｻ 女子 甲州市 市の部　マスターズ女子

11 山本 真生 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ 女子 甲州市 市の部　マスターズ女子

12 藤原 実紀 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｷ 女子 甲州市 市の部　マスターズ女子

13 古屋 賢一 ﾌﾙﾔ ｹﾝｲﾁ 男子 甲州市 市の部　成年男子C

14 岡部 壽 ｵｶﾍﾞ ﾋｻｼ 男子 甲州市 市の部　成年男子C

15 岡 成禎 ｵｶ ﾏｻﾖｼ 男子 甲州市 市の部　成年男子C

16 野沢 徹也 ﾉｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ 男子 甲州市 市の部　成年男子B

17 小澤 大志 ｵｻﾞﾜ ﾀｲｼ 男子 甲州市 市の部　成年男子A

18 南雲 敏幸 ﾅｸﾞﾓ ﾄｼﾕｷ 男子 甲斐市 市の部　マスターズ男子C

19 鈴木 永次 ｽｽﾞｷ  ﾅｶﾞﾂｷﾞ 男子 甲斐市 市の部　マスターズ男子C

20 南雲 幸一 ﾅｸﾞﾓ ｺｳｲﾁ 男子 甲斐市 市の部　マスターズ男子A

21 常盤 弘之 ﾄｷﾜ ﾋﾛﾕｷ 男子 甲府市 市の部　マスターズ男子C

22 塩沢 正由 ｼｵｻﾞﾜ ﾏｻﾖｼ 男子 甲府市 市の部　マスターズ男子C

23 林野 茂樹 ﾘﾝﾉ ｼｹﾞｷ 男子 甲府市 市の部　マスターズ男子C

24 熊坂 治 ｸﾏｻｶ ｵｻﾑ 男子 甲府市 市の部　マスターズ男子B

25 望月 勝 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻﾙ 男子 甲府市 市の部　マスターズ男子B

26 倉沢 公弘 ｸﾗｻﾜ ｷﾐﾋﾛ 男子 甲府市 市の部　マスターズ男子A

27 林 郁子 ﾘﾝ ｲｸｺ 女子 甲府市 市の部　マスターズ女子

28 清水 雄司 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞ 男子 甲府市 市の部　成年男子C

29 望月 要 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾅﾒ 男子 甲府市 市の部　成年男子A

30 三枝 富士夫 ｻｲｸﾞｻ ﾌｼﾞｵ 男子 山梨市 市の部　マスターズ男子C

31 佐藤 秀徳 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 男子 山梨市 市の部　マスターズ男子C

32 奥山 徹 ｵｸﾔﾏ ﾄｵﾙ 男子 山梨市 市の部　マスターズ男子A

33 三井 政彦 ﾐﾂｲ ﾏｻﾋｺ 男子 笛吹市 市の部　マスターズ男子B

34 植村 英明 ｳｴﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 男子 笛吹市 市の部　マスターズ男子B

35 篠原 宏 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｼ 男子 笛吹市 市の部　マスターズ男子B

36 志村 剛 ｼﾑﾗ ﾂﾖｼ 男子 笛吹市 市の部　マスターズ男子A

37 山口 茂樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞｷ 男子 笛吹市 市の部　マスターズ男子A

38 斎藤 彩里 ｻｲﾄｳ ｱﾔﾘ 女子 笛吹市 市の部　成年女子B

39 唐沢 由男 ｶﾗｻﾜ ﾕｵﾄｺ 男子 笛吹市 市の部　成年男子C

40 河野 弘祐 ｺｳﾉ 弘祐 男子 笛吹市 市の部　成年男子A

41 小林 巳布樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 男子 笛吹市 市の部　少年男子

42 大前 猛 ｵｵﾏｴ ﾀｹｼ 男子 都留市 市の部　マスターズ男子C

43 藤江 康正 ﾌｼﾞｴ ﾔｽﾏｻ 男子 都留市 市の部　マスターズ男子C
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44 矢野 誠 ﾔﾉ ﾏｺﾄ 男子 都留市 市の部　マスターズ男子A

45 有泉 雅章 ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾏｻｱｷ 男子 都留市 市の部　マスターズ男子A

46 堀内 恵子 ﾎﾘｳﾁ ｹｲｺ 女子 都留市 市の部　マスターズ女子

47 近藤 栞愛 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｵﾘｱｲ 女子 都留市 市の部　成年女子A

48 堀内 乃里香 ﾎﾘｳﾁ ﾉﾘｶ 女子 都留市 市の部　少年女子

49 渡井 陽斗 ﾜﾀｲ ｱｷﾄ 男子 都留市 市の部　少年男子

50 小林 賢 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝ 男子 韮崎市 市の部　マスターズ男子C

51 小林 義則 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 男子 韮崎市 市の部　マスターズ男子C

52 窪田 浩毅 ｸﾎﾞﾀ ｺｳｷ 男子 韮崎市 市の部　マスターズ男子B

53 西川 敏正 ﾆｼｶﾜ ﾄｼﾏｻ 男子 韮崎市 市の部　マスターズ男子C

54 清水 宏哉 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾔ 男子 韮崎市 市の部　マスターズ男子A

55 相山 征也 ｱｲﾔﾏ ﾏｻﾔ 男子 韮崎市 市の部　マスターズ男子B

56 高橋 尚己 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾐ 男子 韮崎市 市の部　マスターズ男子B

57 島村 貴春 ｼﾏﾑﾗ ﾀｶﾊﾙ 男子 韮崎市 市の部　成年男子C

58 鈴木 英和 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 男子 韮崎市 市の部　成年男子C

59 島村 明典 ｼﾏﾑﾗ ｱｷﾉﾘ 男子 韮崎市 市の部　成年男子C

60 山寺 達也 ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾀﾂﾔ 男子 韮崎市 市の部　成年男子B

61 広瀬 敏夫 ﾋﾛｾ ﾄｼｵ 男子 富士吉田市 市の部　マスターズ男子C

62 奥脇 清治 ｵｸﾜｷ ｾｲｼﾞ 男子 富士吉田市 市の部　マスターズ男子C

63 宮下 弘 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛｼ 男子 富士吉田市 市の部　マスターズ男子C

64 萱沼 一雄 ｶﾔﾇﾏ ｶｽﾞｵ 男子 富士吉田市 市の部　マスターズ男子C

65 小佐野 真二 ｵｻﾉ ｼﾝｼﾞ 男子 富士吉田市 市の部　マスターズ男子B

66 渡辺 金男 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾈｵ 男子 富士吉田市 市の部　マスターズ男子B

67 白幡 透 ｼﾗﾊﾀ ﾄｵﾙ 男子 富士吉田市 市の部　マスターズ男子B

68 小佐野 良三 ｵｻﾉ ﾘｮｳｿﾞｳ 男子 富士吉田市 市の部　マスターズ男子B

69 堀内 英樹 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 男子 富士吉田市 市の部　マスターズ男子A

70 真田 一幸 ｻﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 男子 富士吉田市 市の部　マスターズ男子A

71 近藤 豊 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾀｶ 男子 富士吉田市 市の部　マスターズ男子A

72 渡辺 弘多郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾀﾛｳ 男子 富士吉田市 市の部　マスターズ男子A

73 堀内 えみ子 ﾎﾘｳﾁ ｴﾐｺ 女子 富士吉田市 市の部　マスターズ女子

74 葛城 宮子 ｶﾂﾗｷﾞ ﾐﾔｺ 女子 富士吉田市 市の部　マスターズ女子

75 真田 春乃 ｻﾅﾀﾞ ﾊﾙﾉ 女子 富士吉田市 市の部　マスターズ女子

76 堀 由衣 ﾎﾘ ﾕｲ 女子 富士吉田市 市の部　成年女子B

77 真田 ゆき ｻﾅﾀﾞ ﾕｷ 女子 富士吉田市 市の部　少年女子

78 滝口 直哉 ﾀｷｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 男子 富士吉田市 市の部　成年男子C

79 小林 哲也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 男子 富士吉田市 市の部　成年男子B

80 小佐野 真伍 ｵｻﾉ ｼﾝｺﾞ 男子 富士吉田市 市の部　成年男子A

81 葛城 統椰 ｶﾂﾗｷﾞ ﾄｳﾔ 男子 富士吉田市 市の部　少年男子

82 堀内 建登 ﾎﾘｳﾁ ｹﾝﾉﾎﾞ 男子 富士吉田市 市の部　少年男子

83 真田 尚斗 ｻﾅﾀﾞ ﾅｵﾄ 男子 富士吉田市 市の部　少年男子

84 田巻 潤之介 ﾀﾏｷ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 男子 富士吉田市 市の部　少年男子

85 来生 博 ｷｽｷﾞ ﾋﾛｼ 男子 北杜市 市の部　マスターズ男子C

86 河治 利幸 ｶﾜｼﾞ ﾄｼﾕｷ 男子 北杜市 市の部　マスターズ男子C
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87 日野水 丈士 ﾋﾉﾐｽﾞ ﾀｹｼ 男子 北杜市 市の部　マスターズ男子C

88 三井 梓 ﾐﾂｲ ｱｽﾞｻ 男子 北杜市 市の部　マスターズ男子B

89 吉田 雄一 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 男子 北杜市 市の部　マスターズ男子A

90 森本 保 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾓﾂ 男子 北杜市 市の部　マスターズ男子A

91 平井 進 ﾋﾗｲ ｽｽﾑ 男子 北杜市 市の部　マスターズ男子A

92 矢野 和哉 ﾔﾉ ｶｽﾞﾔ 男子 北杜市 市の部　マスターズ男子A

93 日野水 うらら ﾋﾉﾐｽﾞ ｳﾗﾗ 女子 北杜市 市の部　マスターズ女子

94 高見澤 はるな ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 女子 北杜市 市の部　マスターズ女子

95 平井 奈々夏 ﾋﾗｲ ﾅﾅﾅﾂ 女子 北杜市 市の部　成年女子A

96 田村 唄子 ﾀﾑﾗ ｳﾀｺ 女子 北杜市 市の部　少年女子

97 矢野 育帆 ﾔﾉ ｲｸﾎ 女子 北杜市 市の部　少年女子

98 吉田 芽生 ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ 女子 北杜市 市の部　少年女子

99 渡辺 清香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔｶ 女子 北杜市 市の部　少年女子

100 山崎 岳人 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹﾄ 男子 北杜市 市の部　成年男子C

101 白倉 良一 ｼﾗｸﾗ ﾘｮｳｲﾁ 男子 北杜市 市の部　成年男子C

102 小宮山 信吾 ｺﾐﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 男子 北杜市 市の部　成年男子C

103 進藤 友洋 ｼﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾛ 男子 北杜市 市の部　成年男子B

104 坂本 勝 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾙ 男子 北杜市 市の部　成年男子B

105 朝古 和馬 ｱｻｺ ｶｽﾞﾏ 男子 北杜市 市の部　成年男子A

106 浅川 耀太 ｱｻｶﾜ ﾖｳﾀ 男子 北杜市 市の部　少年男子

107 熊野御堂 健 ｸﾏﾉﾐﾄﾞｳ ｹﾝ 男子 北杜市 市の部　少年男子

108 矢野 康太郎 ﾔﾉ ｺｳﾀﾛｳ 男子 北杜市 市の部　少年男子

109 中込 章 ﾅｶｺﾞﾐ ｱｷﾗ 男子 市川三郷町 町村の部　マスターズ男子A

110 望月 眞一 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝｲﾁ 男子 昭和町 町村の部　マスターズ男子C

111 依田 康雄 ﾖﾀﾞ ﾔｽｵ 男子 昭和町 町村の部　マスターズ男子C

112 梶原 明 ｶｼﾞﾊﾗ ｱｷﾗ 男子 昭和町 町村の部　マスターズ男子C

113 伊東 成起 ｲﾄｳ ﾅﾙｷ 男子 昭和町 町村の部　マスターズ男子B

114 伊藤 禎洋 ｲﾄｳ ｻﾀﾞﾋﾛ 男子 昭和町 町村の部　マスターズ男子B

115 秋山 隆 ｱｷﾔﾏ ﾀｶｼ 男子 昭和町 町村の部　マスターズ男子B

116 保坂 裕也 ﾎｻｶ ﾋﾛﾔ 男子 昭和町 町村の部　マスターズ男子B

117 伊藤 勝敏 ｲﾄｳ ｶﾂﾄｼ 男子 昭和町 町村の部　マスターズ男子A

118 島田 貴章 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｱｷ 男子 昭和町 町村の部　マスターズ男子A

119 橋本 光彦 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂﾋｺ 男子 昭和町 町村の部　マスターズ男子A

120 笹本 敏 ｻｻﾓﾄ ｻﾄｼ 男子 昭和町 町村の部　マスターズ男子A

121 依田 久美 ﾖﾀﾞ ｸﾐ 女子 昭和町 町村の部　マスターズ女子

122 熊谷 恵美子 ｸﾏｶﾞｲ ｴﾐｺ 女子 昭和町 町村の部　マスターズ女子

123 植竹 美奈 ｳｴﾀｹ ﾐﾅ 女子 昭和町 町村の部　成年女子B

124 梶原 祐樹 ｶｼﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 男子 昭和町 町村の部　成年男子C

125 笠井 樹 ｶｻｲ ｲﾂｷ 男子 昭和町 町村の部　成年男子A

126 望月 涼香 ﾓﾁﾂﾞｷ ｽｽﾞｶ 女子 身延町 町村の部　成年女子A

127 望月 颯 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾃ 男子 身延町 町村の部　少年男子

128 渡辺 正一朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 男子 富士河口湖町 町村の部　マスターズ男子C

129 太田原 弘幸 ｵｵﾀﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 男子 富士河口湖町 町村の部　マスターズ男子A
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130 三浦 宗治 ﾐｳﾗ ﾑﾈｼﾞ 男子 富士河口湖町 町村の部　マスターズ男子B

131 羽田 和明 ﾊﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 男子 富士河口湖町 町村の部　マスターズ男子A

132 小林 優 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾙ 男子 鳴沢村 町村の部　マスターズ男子C

133 三浦 三雄 ﾐｳﾗ ﾐﾂｵ 男子 鳴沢村 町村の部　マスターズ男子C

134 三浦 勝彦 ﾐｳﾗ ｶﾂﾋｺ 男子 鳴沢村 町村の部　マスターズ男子B

135 渡辺 積 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾓﾙ 男子 鳴沢村 町村の部　マスターズ男子A

136 小澤 宏史 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 男子 鳴沢村 町村の部　マスターズ男子A

137 渡辺 悦子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾂｺ 女子 鳴沢村 町村の部　マスターズ女子

138 小林 守 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾓﾙ 男子 鳴沢村 町村の部　成年男子C
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