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氏名 所属 合計

一般男

沢辺　直人 山梨大 48

中村　　亮 吉田高校教 43

久保田　尊士 山梨大 40

高見沢　俊 山梨学院大 36

石井　太一郎 山梨大AC 35

雨宮　陽介 甲府工高教 32

比留間　浩介 山梨大 31

寿　　雅史 山梨大 31

榎本　修之 都留高教員 30

池内　洋平 山梨大 30

河西　真吾 風林火山 28

小町　昴史 山梨大 27

佐藤　裕介 都留文科大 26

田中　賢司 山梨リコー 25

平田　和也 山梨学院大 25

眞山　駿一 都留文科大 25

大河原　佑介 山梨大 24

田村　雅樹 山梨大 24

秋田　直樹 山梨学院大 24

藤崎　　隆 おーばーふ 22

清水　　聡 都留文科大 22

阿武　健太郎 帝京科学大 21

岩下　剛士 都留文科大 21

長澤　和人 都留文科大 18

大屋　　裕 山梨大 18

斉藤　太郎 山梨大 18

塩谷　尚之 都留文科大 18

伊藤　志須雄 都留文科大 16

斎藤　太郎 山梨大 16

俣川　祐輝 山梨学院大 15

小川　将司 山梨学院大 15

北平　克浩 山梨学院大 15

保坂　洋仁 都留文科大 15

野竹　純一 山梨学院大 14

小林　文明 山梨陸協 14

大久保　大和 山梨大AC 14

前畑　行宏 駿台ＡＣ 13

斉藤　　亘 山梨学院大 13

中園　　望 おーばーふ 13

甘利　祐一 筑波大 13

山田　尚人 山梨学院大 12

藤田　智文 帝京科学大 11

今永　達也 都留文科大 11

原田　達矢 山梨大 11

中屋　善仁 都留文科大 10

大須賀　剛 山梨学院大 10

南　　亮多 都留文科大 10

牧田　英士 山梨大 10

作田　桂一 おーばーふ 10

山田　直弘 山梨大 9

西室　裕司 ０ｃｅａｎ 9

杉山　将之 山梨学院大 9

大家　秀章 山梨大AC 9

大下　圭介 都留文科大 9

山本　直人 日本大 8

下山　法久 山梨学院大 8

徳田　哲志 山梨学院大 8

高橋　　修 東桂中教員 8

長島　　司 都留文科大 8

土屋　健児 KenPRO AC 8

井上　遼一 帝京科学大 8

向井　良人 山梨学院大 8

川畑　英一朗 山梨学院大 8

坂口　正芳 山日ＹＢＳ 8

三枝　徹也 駿台ＡＣ 8

齋藤　太郎 山梨大 8

松嶋　宏和 山梨学院大 7

岩下　健吾 山梨学院大 7

佐々木　孝治 大月陸協 7

鈴木　　徹 ＡＣ ＫＩ 7

森口　恵介 山梨学院大 7

廣田　輝明 横浜国大大 7

尾崎　将司 山梨学院大 7

遠藤　雅裕 山梨学院大 7

前内　洸介 おーばーふ 7

柳井　佑介 駿台ＡＣ 7

村松　義健 山梨学院大 6

岸本　　拓 山梨大 6

川渕　祐介 都留文科大 6

鈴木　英太 上智大 6

秋吉　　実 帝京科学大 6

窪岡　　晃 山梨学院大 6

名取　　翔 平成国際大 6

栗原　圭太 山梨学院大 5

中村　正仁 笛吹市陸協 5

関　　友樹 山梨大 5

土屋　憲佑 山梨大 5

中島　貴明 山梨学院大 5

親崎　慎吾 山梨学院大 5

石司　　圭 山梨学院大 5

伊藤　慎吾 山梨大 5

長沼　　暢 山梨学院大 5

岩下　哲也 山梨学院大 4

岩瀬　史明 塩川病院 4

岩田　光央 山梨学院大 4

岡部　　憩 東海大 4

斎藤　　亘 山梨学院大 4

小林　祐介 大月陸協 4

梅本　雅哉 山梨学院大 4

上村　洋太 AC-KITA 4

折戸　勇一郎 山梨学院大 4

平田　幸広 山梨学院大 3

船岡　　誠 山梨学院大 3

最上　博之 おーばーふ 3

坂本　和昭 都留文科大 3

望月　幸一 中京大 3

小林　弘幸 大月AC 3

沢辺　拓也 駿台ＡＣ 3

草間　正博 韮崎公園ク 2

山浦　圭介 山梨学院大 2

小林　暁弘 おーばーふ 2

花形　毅彦 山梨学院大 2

山本　　翼 山梨学院大 2

前内　光一 おーばーふ 2

飯塚　伸彦 山梨学院大 2

高石　　翔 山梨大 2

門前　幸一 都留文科大 1

溝口　貴之 山梨学院大 1

土居　貞則 山梨学院大 1

岩崎　将和 日本体育大 1

浜田　浩佑 山梨学院大 1

雨宮　淳一 KenPRO AC 1

石原　博行 山梨学院大 1

向山　直樹 山梨県庁 1

三浦　雅史 山梨大 1


