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氏名 所属 合計

高校女

青柳　梨佳子 駿台甲府高 59

小林　悠香 桂高 43

川口　かおり 身延高 41

酒井　　好 吉田高 38

若林　　舞 身延高 34

横田　真理華 駿台甲府高 33

保坂　美礼 日川高 32

H.A.SHIVA 巨摩高 31

杉山　結衣 身延高 31

高部　奈津美 桂高 30

上田　千曉 駿台甲府高 30

清水　一舞 桂高 30

野澤　香穂 韮崎高 27

望月　亜沙美 身延高 26

佐野　実香 身延高 25

大塚　香菜 都留高 25

武藤　真規 桂高 25

麻場　友理佳 駿台甲府高 23

相河　綾子 駿台甲府高 22

平井　愛美 桂高 20

和田　あずさ 都留高 20

白鳥　美羽 桂高 20

中嶋　裕美 北杜高 19

天野　満里奈 桂高 18

梛木　　瞳 桂高 17

大城　美奈子 吉田高 17

萩原　香澄 日本航空高 16

鈴木　瑛子 都留高 15

甘利　　梓 巨摩高 15

藤嶋　江利子 韮崎高 15

小林　つばさ 桂高 15

雨宮　梨菜 日川高 14

宮下　沙織 桂高 14

宮沢　梨恵 甲府西高 14

深澤　美緒 桂高 14

藤島　麻里 日川高 13

戸沢　綾香 日本航空高 13

小林　香苗 都留高 13

小林　春香 都留高 13

佐藤　みどり 白根高 12

山坂　正美 大月短大附 12

大槻　郁実 巨摩高 12

飯野　奈津実 甲府西高 11

保坂　裕梨 甲府工高 10

渡邊　美佳 都留高 10

中村　真弓 韮崎高 10

小俣　里美 大月短大附 9

生松　恵弥 峡南高 9

清水　奈帆 北杜高 9

藤嶋　咲江 韮崎高 9

山坂　正希 大月短大附 8

横山　めぐみ 駿台甲府高 8

原　美宇姫 巨摩高 8

小俣　后令 大月短大附 8

髙見澤　有理 巨摩高 8

山地　　渚 桂高 8

原田　茉奈未 韮崎高 7

原　しずか 韮崎高 7

藤本　　彩 桂高 7

曽根　梨香子 大月短大附 7

井上　真実 巨摩高 7

梶山　あずさ 甲府一高 7

原　明日香 韮崎高 6

黒江　　静 甲府昭和高 6

中沢　浩子 甲府南高 6

芦澤　優美 駿台甲府高 6

原　由宇姫 巨摩高 6

渡邉　里奈 桂高 6

上条　奈津美 大月短大附 6

大竹　朋子 甲陵高 5

金子　皓子 甲府一高 5

望月　美里 身延高 5

雨宮　美沙 塩山高 5

津金　美沙樹 韮崎高 5

清水　春菜 韮崎高 4

中澤　浩子 甲府商高 4

中澤　真琴 大月短大附 4

中島　美沙 日川高 4

古屋  早紀 塩山高 3

向山　純未 日川高 3

野上　友加 富士北稜高 3

小俣　智美 大月短大附 3

三井　由香里 韮崎高 3

椿谷　奈津記 都留高 3

青山　　愛 吉田高 3

山寺　翔子 韮崎高 3

那木　　瞳 桂高 3

出ツ所　奈織 日川高 3

中原　啓子 桂高 2

相川　なつみ 甲府城西高 2

河野　真友 日川高 2

土橋　弥聡都 都留高 2

丸山　美樹 日川高 2

宮下　　渚 富士学苑高 2

湯舟　沙依子 韮崎高 2

佐野　由佳 身延高 2

武田　英子 塩山高 2

小佐野　真美 吉田高 2

原　　彩香 甲府一高 2

水越　ともみ 上野原高 2

西野　絵梨奈 桂高 1

山口　まな 甲府一高 1

荒田　恵理子 塩山高 1

矢津田　彩乃 吉田高 1

渡辺　まどか 白根高 1

望井　美里 身延高 1

白澤　典子 日川高 1

関口　えりな 甲府一高 1

小泉　みなみ 大月短大附 1

小暮　はるか 韮崎高 1

若月　　彩 塩山高 1

原　　涼子 塩山高 1

岡田　真穂 桂高 1


