
ﾁｰﾑﾅﾝﾊﾞｰ ﾁｰﾑ名(郡市名) 連絡責任者

No. 氏名 ふりがな 勤務先又は在学学校名 備考

1 長田　稔 おさだ　みのる 自営 監督

2 依田　崇弘 よだ　たかひろ 山梨学院高教員 コーチ

3 上林　敬洋 かんばやし　けいよう 山梨県警 マネージャー

4 荻　久 おぎ　ひさし 山日ＹＢＳ ５０歳以上男子

5 小林　基章 こばやし　きしょう 小林こどもクリニック ５０歳以上男子

6 河野　光一 こおの　こういち コオノジュエリー ５０歳以上男子

7 菊池　正 きくち　ただし 横河マニュファクチャリング ４０歳代男子

8 吉井　弥一郎 よしい　やいちろう 花岡産業 ４０歳代男子

9 西川　明章宏 にしかわ　あきひろ 日本通運 ４０歳代男子

10 菊嶋　啓　 きくしま　けい 自衛隊富士駐屯地 一般男子

11 岩崎　慶拓 いわさき　よしひろ 日本通運 一般男子

12 Ａ 吉澤　崇史 よしざわ　たかし 日本大生産工学陸上部 一般男子

13 梅津　充 うめづ　みつる 山梨学院大 一般男子

14 Ａ 高山　良太 たかやま　りょうた 山梨学院大 一般男子

15 増岡　源起 ますおか　もとき 山梨学院大 一般男子

16 矢野　杏藍 やの　あらん 八王子栄養専門学校 一般男子

17 清宮　由香里 せいみや　ゆかり ヤマト運輸 一般女子

18 三枝　祐佳 さいぐさ　ゆか ﾌﾞﾙｰﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 一般女子

19 内山　真由美 うちやま　まゆみ ニトリ 一般女子

20 C 畑上　陸 はたがみ　りく 山梨学院大 大学男子

21 C 髙瀬　魁舟 たかせ　かいしゅう 山梨学院大 大学男子

22 C 小野塚　玄 おのづか　げん 山梨学院大 大学男子

23 小林　拓登 こばやし　たくと 甲府昭和高 高校男子

24 秋山　和良 あきやま　かずよし 笛吹高 高校男子

25 三澤　雅哉 みさわ　まさや 城南中 中学男子

26 内堀　　柊 うちぼり　しゅう 城南中 中学男子

27 内堀　　勇 うちぼり　ゆう 城南中 中学男子

28 上田　歩実 うえだ　あゆみ 山梨大付属中 中学女子

29 清水　真莉衣 しみず　まりい 甲府北中 中学女子

30 橘山　莉乃 きつやま　りの 城南中 中学女子

※ 年齢は平成30年12月1日現在

A…県外登録者　4区間以内

B…県外在住者　2名、3区間以内

C…学連登録者　5名、5区間以内

1 甲府市 保坂　典



ﾁｰﾑﾅﾝﾊﾞｰ ﾁｰﾑ名(郡市名) 連絡責任者

No. 氏名 ふりがな 勤務先又は在学学校名 備考

1 深澤　昇 ふかさわ　のぼる キヤノンアネルバ 監督

2 高野　淳一郎 たかの　じゅんいちろう ヤマイチ コーチ

3 宮下　嘉明 みやした　よしあき　 陸上自衛隊北富士 マネージャー

4 高野　聡之 たかの　としゆき ファナック ５０歳以上男子

5 堀川　治哉 ほりかわ　はるや ファナック ５０歳以上男子

6 守屋　恭三郎 もりや　きょうざぶろう 牧野ﾌﾗｲｽ製作所 ４０歳代男子

7 郷田　友樹 ごうだ　ゆうき 富士アクア ４０歳代男子

8 渡辺　秀樹 わたなべ　ひでき ファナック ４０歳代男子

9 宮下　城治　 みやした　じょうじ 牧野ﾌﾗｲｽ製作所 一般男子

10 加々美　一志 かがみ　かずし シチズンファインデバイス 一般男子

11 加藤　淳一 かとう　じゅんいち　 トレイルランテストセンター 一般男子

12 立田　章二 たつた　ふみつぐ 陸上自衛隊北富士 一般男子

13 天野　慎 あまの　まこと 富士吉田郵便局 一般男子

14 土屋　正弘 つちや　まさひろ 加納岩総合病院 一般男子

15 Ｃ 渡邊　宏太 わたなべ　こうた 山梨大 大学男子

16 Ｃ 宮下　隼人 みやした　はやと 東洋大 大学男子 

17 佐藤　大気 さとう　たいき 健康科学大 大学男子

18 奥脇　圭吾 おくわき　けいご 富士北稜高 高校男子

19 桒原　誌音 くわばら　しおん 富士河口湖高 高校男子

20 堀内　翔太 ほりうち　しょうた 富士北稜高 高校男子

21 安富  憂弥 やすとみ　ゆうや 富士学苑高　 高校男子

22 金森　蓮 かなもり　れん 富士北稜高 高校男子

23 堀内　梨瑚 ほりうち　りこ 富士北稜高 一般女子

24 園田　愛華 そのだ　あいか 富士河口湖高 一般女子

25 渡辺　真央 わたなべ　まお 富士河口湖高 一般女子

26 白須　智大 しらす　ともひろ 下吉田中 中学男子

27 渡辺　凛人 わたなべ　りひと 下吉田中 中学男子

28 早園　晏慈 はやぞの　あんじ 明見中 中学女子

29 渡辺　心寧 わたなべ　ここね 下吉田中 中学女子

30 羽田　心愛 はだ　ここあ 下吉田中 中学女子

※ 年齢は平成30年12月1日現在

A…県外登録者　4区間以内

B…県外在住者　2名、3区間以内

C…学連登録者　5名、5区間以内

2 富士吉田市 深澤　昇



ﾁｰﾑﾅﾝﾊﾞｰ ﾁｰﾑ名(郡市名) 連絡責任者

No. 氏名 ふりがな 勤務先又は在学学校名 備考

1 町田　順市 まちだ　じゅんいち 山梨厚生病院 監督

2 星野　隆彦 ほしの　たかひこ 桔梗屋 コーチ

3 手塚　友規 てづか　とものり 社会福祉法人慶千会 マネージャー

4 廣瀬　文彦 ひろせふみひこ 山梨県庁 ５０歳以上男子

5 脇坂　明彦 わきさか あきひこ 山梨貨物 ５０歳以上男子

6 岩瀬　弘明 いわせ　ひろあき 山梨県立中央病院 ４０歳代男子

7 鶴田　力 つるだ　ちから メイキョー ４０歳代男子

8 荻原　成浩 おぎはら　まさひろ 甲州市役所 ４０歳代男子

9 田邉　俊雄 たなべ　としお 田邉書道塾 ４０歳代男子

10 小川　壮太 おがわそうた 自営 一般男子

11 曽根　新 そね あらた 山梨学院短大職員 一般男子

12 橋爪　弘樹 はしづめ ひろき 富士河口湖高校教員 一般男子

13 深澤　昌彦 ふかさわ　まさひこ 山梨リハビリテーション病院 一般男子

14 南　貴之 みなみ　たかゆき 山梨県立中央病院 一般男子

15 平山　貴士 ひらやま　たかし ＪＲ東日本 一般男子

16 鶴田　修平 つるた　しゅうへい 甲州市役所 一般男子

17 甘利　佑弥 あまり　ゆうや 笛吹高 高校男子

18 古屋　洋幸 ふるや　ひろゆき 笛吹高 高校男子

19 中楯　健太 なかだて　けんた 韮崎高 高校男子

20 鶴田　拓 つるだ　たく 塩山中 中学男子

21 雨宮　鈴雪 あめみや　れゆき 塩山北中 中学男子

22 青沼　麗后 あおぬま　りみ 塩山中 中学女子

23 雨宮　栞 あめみや　しおり 山梨県庁 一般女子

24 田辺　野乃実 たなべ　ののみ 甲府西高 高校女子

25 村松　朋華 むらまつともか 韮崎高 高校女子

26 土屋　愛佳 つちや　あいか 笛吹高 高校女子

27 古屋　美和 ふるや　みわ 勝沼中 中学女子

28

29

30

※ 年齢は平成30年12月1日現在

A…県外登録者　4区間以内

B…県外在住者　2名、3区間以内

C…学連登録者　5名、5区間以内

3 甲州市 町田　順市



ﾁｰﾑﾅﾝﾊﾞｰ ﾁｰﾑ名(郡市名) 連絡責任者

No. 氏名 ふりがな 勤務先又は在学学校名 備考

1 木村 光男 きむら　みつお 団体職員 監督

2 程原 健次 ほどはら　けんじ 会社役員 コーチ

3 阪本 一郎 さかもと　いちろう 都留市役所 マネージャー

4 都倉 浩一 とくら　ひろかず JR東日本 ５０歳以上男子

5 井上　毅之 いのうえ　たけし 会社員 ５０歳以上男子

6 滝口 　茂 たきぐち　しげる NEC ４０歳代男子

7 望月 周作 もちづき　しゅうさく シチズン電子 ４０歳代男子

8 城之内　祐一郎 じょうのうち　ゆういちろう 自衛隊 ４０歳代男子

9 藤本　真澄 ふじもと　ますみ テクノハウス 一般男子

10 Ｃ 落合　啓 おちあい　あきら 都留文科大 大学男子

11 Ｃ 鈴木　琢矢 すずき　たくや 都留文科大 大学男子

12 Ｃ 髙木　舜斗 たかぎ　しゅんと 都留文科大 大学男子

13 若菜　弘幸 わかな　ひろゆき 都留市立病院 一般男子

14 岡田　大輝 おかだ　だいき 学生 一般男子

15 名取　俊 なとり　しゅん 富士北稜高教員 一般男子

16 笹原　由香 ささはら　ゆか 都留文科大 一般女子

17 宮澤　孝司 みやざわ　こうじ 自衛隊 一般男子

18 五反田　理央 ごたんだ　りお 会社員 一般男子

19 石澤　颯大 いしざわ　そうた 会社員 一般男子

20 土屋穂乃果 つちや　ほのか 富士北稜高 高校女子

21 平井　凛空 ひらい　りんく 東桂中 中学男子

22 山口　あかり やまぐち　あかり 東桂中 中学女子

23 石井　美妃 いしい　みき 都留第一中 中学女子

24 九鬼　ゆら くき　ゆら 都留第二中 中学女子

25 Ａ 小田　一馬 おだ　かずま 会社員 一般男子

26 白須　飛羽 しらす　とわ 都留興譲館高 高校男子

27 髙山　賢人 たかやま　けんと 都留興譲館高 高校男子

28 四家　翼 しけ　つばさ 都留第一中 中学男子

29 安田　流星 やすだ　りゅうせい 都留第二中 中学男子

30

※ 年齢は平成30年12月1日現在

A…県外登録者　4区間以内

B…県外在住者　2名、3区間以内

C…学連登録者　5名、5区間以内

4 都留市 木村　光男



ﾁｰﾑﾅﾝﾊﾞｰ ﾁｰﾑ名(郡市名) 連絡責任者

No. 氏名 ふりがな 勤務先又は在学学校名 備考

1 志村　篤男 しむら　とくお 加納岩公民館 監督

2 服部　達朗 はっとり　たつろう 農業 コーチ

3 武井　哲也 たけい　てつや ワタキューセイモア マネージャー

4 角田　英一 つのだ　えいいち 東甲府医院 ５０歳以上男子

5 梶原 一彦 かじはら　かずひこ リコージャパン ５０歳以上男子

6 宮澤　健一 みやざわ　けんいち 山梨市役所 ５０歳以上男子

7 三枝　聖 さえぐさ　さとし ＪＡフル－ツ 一般男子

8 若月　慧伍 わかつき　けいご 逗子市消防 一般男子

9 石原　遼一 いしはら　りょういち 山梨中銀 一般男子

10 深沢　優 ふかさわ　ゆう シャトレーゼ 一般男子

11 野田　健太 のだ　けんた 自衛隊 一般男子

12 Ｃ 太田　裕也 おおた　ゆうや 山梨学院大 大学男子

13 土屋　宏貴 つちや　ひろき 山梨学院大 一般男子

14 降矢　慶樹 ふりや　よしき 神奈川大 一般男子

15 土屋　佑登 つちや　ゆうと 山梨学院高 高校男子

16 古屋　侑大 ふるや　ゆうだい 笛吹高 高校男子

17 滝嶌　智也 たきしま ともや 日川高 高校男子

18 長谷川　賢人 はせがわ　けんと 日川高 高校男子

19 加藤　大登 かとう　ひろと 山梨高 高校男子

20 荻原　那和 おぎはら　なお 笛吹高 高校男子

21 神奈　汰郎 かんな　たろう 山梨高 高校男子

22 荻原　真紀 おぎはら　まき 主婦 一般女子

23 加藤　真未 かとう　まみ やまもと整骨院 一般女子

24 中山　礼菜 なかやま　れいな 日川高 高校女子

25 飯島　佑理 いいじま　ゆうり 笛吹高 高校女子

26 武井　蒼真 たけい　そうま 山梨北中 中学男子

27 島田　龍之介 しまだ りゅうのすけ 山梨南中 中学男子

28 大田　礼 おおた　れい 山梨北中 中学女子

29 武井　アンリ たけいあんり 山梨南中 中学女子

※ 年齢は平成30年12月1日現在

A…県外登録者　4区間以内

B…県外在住者　2名、3区間以内

C…学連登録者　5名、5区間以内

5 山梨市 志村　篤男



ﾁｰﾑﾅﾝﾊﾞｰ ﾁｰﾑ名(郡市名) 連絡責任者

No. 氏名 ふりがな 勤務先又は在学学校名 備考

1 黒部　和己 くろべ　かずみ 大月市社会福祉協議会 監督

2 小林　光英 こばやし　みつひで 会社員 コーチ兼選手

3 坂本　司 さかもと　つかさ 大月市社会福祉協議会 マネージャー

4 鈴木　章哲 すずき　あきのり 会社員 ５０歳以上男子

5 松岡　理 まつおかおさむ 会社員 ５０歳以上男子

6 安藤　一夫 あんどうかずお 会社員 ５０歳以上男子

7 相馬　宗貴 そうま　むねたか 会社員 ４０歳代男子

8 武田　隆洋 たけだ　たかひろ 会社員 ４０歳代男子

9 本田　純一 ほんだ　じゅんいち 会社員 一般男子

10 Ａ 上條　記男 かみじょう　のりお サンベルクス 一般男子

11 三輪　博基 みわ　ひろき 会社員 一般男子

12 宇津木　亮 うつき　りょう 会社員 一般男子

13 平本　幸大 ひらもと　こうた 会社員 一般男子

14 Ａ 矢ノ倉　弘 やのくらひろし NDソフトウェア 一般男子

15 原　賢人 はら　けんと 大月短期大 一般男子

16 Ｃ 後藤　永遠 ごとう　とわ 東京農業大 大学男子

17 戸塚　和也 とつか　かずや 都留興譲館高 高校男子

18 河野栄一郎 かわの　えいいちろう 都留興譲館高 高校男子

19 安藤　豪瑠 あんどう　たける 都留興譲館高 高校男子

20 小林　迅人 こばやし　はやと 都留興譲館高 高校男子

21 白鳥　晴基 しらとり　はるき 都留興譲館高 高校男子

22 小坂　星嵐 こさか　せら 都留興譲館高 高校男子

23 守屋　智博 もりや　ともひろ 上野原高 高校男子

24 小林　魁智 こばやしかいち 上野原高 高校男子

25 清水　莉沙 しみず　りさ 会社員 一般女子

26 矢部　綾乃 やべ　あやの 駿台甲府高 高校女子

27 久嶋　大生 くしま　たいせい 猿橋中 中学男子

28 鈴木　敬士郎 すずき　けいしろう 大月東中 中学男子

29 山口　ひかり やまぐち　ひかり 大月東中 中学女子

30 鈴木　秋櫻 すずき　こすもす 大月東中 中学女子

※ 年齢は平成30年12月1日現在

A…県外登録者　4区間以内

B…県外在住者　2名、3区間以内

C…学連登録者　5名、5区間以内

6 大月市 黒部　和己



ﾁｰﾑﾅﾝﾊﾞｰ ﾁｰﾑ名(郡市名) 連絡責任者

No. 氏名 ふりがな 勤務先又は在学学校名 備考

1 新藤　快人 しんどう　よしと Ｓ．Ｃ．Ｃ 監督

2 石井　隆 いしい　たかし 韮崎陸協 コーチ

3 野田　金昭 のだ　かねあき NTT東日本 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

4 上野　直 うえの　ただし 山梨県警察本部 ５０歳以上男子

5 向山　直樹 むこうやま　なおき 山梨県庁 ５０歳以上男子

6 Ａ 中部　大也 なかべ　ひろなり 塩川病院 ４０歳代男子

7 草間　正博 くさま　まさひろ 草間加工 ４０歳代男子

8 島村　定春 しままら　さだはる 山梨県庁 ４０歳代男子

9 山本　健一 やまもと　けんいち 北杜高教員 一般男子

10 内藤　義広 ないとう　よしひろ 高島産業(株) 一般男子

11 清水　雄太 しみずゆうた 南アルプス市役所 一般男子

12 池田　廉 いけだ　れん 韮崎警察署 一般男子

13 岡村　晃 おかむら　こう まあめいく 一般男子

14 小林　周慎 こばやし　しゅうま 韮崎市役所 一般男子

15 小清水健人 こしみずけんと 明治大 一般男子

16 山田　駿 やまだ　しゅん 韮崎陸協 一般男子

17 浅田　将也 あさだ　まさや サンテクノカレッジ 一般男子

18 石原　巧 いしはら　たくみ 帝京科学大 一般男子

19 杉坂　優明 すぎさか まさあき 甲府第一高 高校男子

20 小俣　真慈 おまた　しんじ 韮崎高 高校男子

21 野田みりか のだみりか 韮崎高 高校女子

22 藤原　みなみ ふじはら　みなみ 韮崎高 高校女子

23 小松　郁斗 こまつ いくと 韮崎東中 中学男子

24 青山　海斗 あおやま　かいと 韮崎東中 中学男子

25 杉坂　悠人 すぎさか ゆうと 韮崎西中 中学男子

26 保坂　理奈 ほさか　りな 韮崎東中 中学女子

27 工藤　風花 くどうふうか 韮崎西中 中学女子

28

29

30

※ 年齢は平成30年12月1日現在

A…県外登録者　4区間以内

B…県外在住者　2名、3区間以内

C…学連登録者　5名、5区間以内

7 韮崎市 新藤　快人



ﾁｰﾑﾅﾝﾊﾞｰ ﾁｰﾑ名(郡市名) 連絡責任者

No. 氏名 ふりがな 勤務先又は在学学校名 備考

1 相川　伸二 あいかわ　しんじ 協和パッケージ 監督

2 斎藤　賢志 さいとう　さとし 笛吹高教員 コーチ

3 保々　暁 ほぼ　あきら 住友電工デバイスイノベーション（株） マネージャー

4 長澤　陽介 ながさわ　ようすけ パナソニック ５０歳以上男子

5 松田　孔介 まつだ　こうすけ 日通NECL甲府支店 ５０歳以上男子

6 石塚　邦明 いしづか　くにあき 東京ガス山梨（株） ４０歳代男子

7 秋山　崇 あきやま　たかし ＪＡ梨北 ４０歳代男子

8 早川　真悟 はやかわ　しんご （有）磯部酒店 一般男子

9 井上　貴博 いのうえ　たかひろ オリエンタル産業（株） 一般男子

10 濱崎　武雅 はまざき　むが 南ア市陸協 一般男子

11 Ａ 平川　信彦 ひらかわ　のぶひこ ＮＴＴ東日本 一般男子

12 有泉　潤 ありいずみ　じゅん リコージャパン（株） 一般男子

13 北村　修二 きたむら　しゅうじ 南ア市陸協 一般男子

14 河口　泰亮 かわぐち　たいすけ 日立オートモティブシステムズ（株） 一般男子

15 五味　翔太 ごみ　しょうた 南ア市陸協 一般男子

16 穂坂　快晴 ほさか　かいせい （株）はくばく 一般男子

17 Ｃ 長谷川　孝太 はせがわ　こうた 山梨学院大 大学男子

18 樋泉　侍音　 ひいずみ　じおん 韮崎高 高校男子

19 河西　美穂 かさい　みほ 南アルプス市役所 一般女子

20 村松　実桜 むらまつ　みおう 山梨大 一般女子

21 甘利　涼那 あまり　すずな 甲府昭和高 高校女子

22 小池　直幸 こいけ　なおゆき 白根巨摩中 中学男子

23 駒井　元貴 こまい　はるき 白根巨摩中 中学男子

24 小野　佑太 おの　ゆうた 甲西中 中学男子

25 萩原　美優 はぎはら　みゆ 若草中 中学女子

26 長嶺　実果 ながみね　みか 若草中 中学女子

27 篠原　桃香 しのはら　ももか 甲西中 中学女子

28

29

30

※ 年齢は平成30年12月1日現在

A…県外登録者　4区間以内

B…県外在住者　2名、3区間以内

C…学連登録者　5名、5区間以内

8 南アルプス市Ａ 相川　伸二



ﾁｰﾑﾅﾝﾊﾞｰ ﾁｰﾑ名(郡市名) 連絡責任者

No. 氏名 ふりがな 勤務先又は在学学校名 備考

1 清水　忠彦 しみず　ただひこ 西村農園 監督

2 内藤　隆司 ないとう　たかし ＮＯＳＡＩ山梨 コーチ

3 槌屋　啓太 つちや　けいた 住友電工デバイスイノベーション（株） マネージャー

4 内田　瑞樹 うちだ　みずき 甲府工高教員 ５０歳以上男子

5 横内　秀樹 よこうち　ひでき 甲信国分（株） ４０歳代男子

6 市口　英樹 いちぐち　ひでき ㈲ひだまり ４０歳代男子

7 中澤　淳 なかざわ　あつし （株）サンケイ 一般男子

8 山内　健一 やまうち　けんいち （株）フローレン 一般男子

9 廣瀬　健 ひろせ　たける 高瀬物産 一般男子

10 笠井　虎壱 かさい　こいち （株）カンセー商会 一般男子

11 杉山　黎 すぎやま　れい （株）はくばく 一般男子

12 東條　拓海 とうじょう　たくみ 農林高 高校男子

13 小林　裕介 こばやし　ゆうすけ 農林高 高校男子

14 横内　晴人 よこうち　はると 韮崎高 高校男子

15 村松　圭 むらまつ　けい 韮崎高 高校男子

16 安部　泰槻 あべ　たいき 韮崎高 高校男子

17 寺崎　温也 てらさき　はるや　 韮崎高 高校男子

18 中込　蓮 なかごみ　れん 韮崎高 高校男子

19 名執　希生 なとり　きしょう 韮崎高 高校男子

20 横内　敦朗 よこうち　あつろう 巨摩高 高校男子

21 加茂　淳弥 かも　じゅんや 巨摩高 高校男子

22 渡邊　瑳莉 わたなべ　さり 韮崎高 高校女子

23 大原　梨央 おおはら　りおう 甲府昭和高 高校女子

24 田中　響 たなか　きょう 白根巨摩中 中学男子

25 深澤　亮雅 ふかさわ　りょうが 白根巨摩中 中学男子

26 長澤　康汰 ながさわ　こうた 甲西中 中学男子

27 山中　愛菜 やまなか　あいな 甲西中 中学女子

28 畑　柚葉 はた　ゆずは 甲西中 中学女子

29 古屋　結香 ふるや　ゆいか 甲西中 中学女子

30 望月　凜菜 もちづき　すずな 八田中 中学女子

※ 年齢は平成30年12月1日現在

A…県外登録者　4区間以内

B…県外在住者　2名、3区間以内

C…学連登録者　5名、5区間以内

9 南アルプス市B 清水　忠彦



ﾁｰﾑﾅﾝﾊﾞｰ ﾁｰﾑ名(郡市名) 連絡責任者

No. 氏名 ふりがな 勤務先又は在学学校名 備考

1 伊藤　正弥 いとう　まさや 伊藤牛乳店 監督

2 高橋　春彦 たかはし　はるひこ キッツ コーチ

3 小林　夕介 こばやし　ゆうすけ 山梨県庁 マネージャー

4 矢崎　正文 やざき　まさふみ 北杜陸協 ５０歳以上男子

5 正木　文夫 まさき　ふみお 北杜陸協 ５０歳以上男子

6 菊池　努 きくち　つとむ 北杜陸協 ４０歳代男子

7 清水　恒 しみず　ひさし 東京エレクトロン ４０歳代男子

8 Ａ 丸茂　章光 まるも　あきみつ 北杜陸協 ４０歳代男子

9 中山　ちひろ まかやま　ちひろ 北杜陸協 一般女子

10 八巻　博文 やまき　ひろふみ 友の丘 一般男子

11 坂本　智史 さかもと　とものり 若神楼 一般男子

12 栗原　正明 くりはら　まさあき ＡＣＥ 一般男子

13 Ａ 八巻　賢 やまき　まさる 東京消防庁 一般男子

14 小尾　晃一郎 おび　こういちろう 北杜陸協 一般男子

15 向井　武児 むかい　たける 北杜陸協 一般男子

16 名取　将大 なとり　まさひろ 北杜陸協 一般男子

17 津金　隆 つがね　たかし 北杜陸協 一般男子

18 横森　成 よこもり　せい 北杜陸協 一般男子

19 亀ケ川　幸子 きけがわ　さちこ 韮崎高 高校女子

20 保坂　嶺太 ほさか　りょうた 長坂中 中学男子

21 米森　蓮真 よねもり　はすま 高根中 中学男子

22 田中　実夢 たなか　みう 長坂中 中学女子

23 内田　みみ うちだ　みみ 小淵沢中 中学女子

24 代永　楽彩 よなが　らくあ 甲陵中 中学女子

25 細田　菜緒 ほそだ　なお 長坂中 中学女子

26

27

28

29

30

※ 年齢は平成30年12月1日現在

A…県外登録者　4区間以内

B…県外在住者　2名、3区間以内

C…学連登録者　5名、5区間以内

10 北杜市 伊藤　正弥



ﾁｰﾑﾅﾝﾊﾞｰ ﾁｰﾑ名(郡市名) 連絡責任者

No. 氏名 ふりがな 勤務先又は在学学校名 備考

1 堀内　利満 ほりうち　としみつ ＷＳＫ 監督

2 小林　拓司 こばやし　ひろし ｼﾙﾊﾞｰ自動車 コーチ

3 末木　真悟 すえき　しんご 自営 マネージャー

4 岩瀬　史明 いわせ　ふみあき 県立中央病院 ５０歳以上男子

5 飯野　潤二 いいの　じゅんじ いいの整形外科 ５０歳以上男子

6 星　正幸 ほし　まさゆき ㈱ｵｷｻｲﾄﾞ ４０歳代男子

7 小林　世紀 こばやし　せいき サンニチ ４０歳代男子

8 木村　陽 きむら　よう ㈱伊藤園 一般男子

9 大沢　正和 おおさわ　まさかず サンニチ 一般男子

10 小田切　崇 おだぎり　たかし ｼｬﾄﾚｰｾﾞ 一般男子

11 小林　拓磨 こばやし　たくま ニスカ 一般男子

12 工藤　雄大 くどう　ゆうだい 甲府年金事務所 一般男子

13 河口　英史 かわぐち　ひでふみ 山梨学院大 一般男子

14 Ｃ 志村　仁夢 しむら　ひとむ 山梨学院大 大学男子

15 茂田　拓也 しげた　たくや 韮崎高 高校男子

16 北田　大起 きただ　だいき 韮崎高 高校男子

17 宮本　莉玖 みやもと　りく 農林高 高校男子

18 伏見　友汰 ふしみ　ゆうた 韮崎高 高校男子

19 河口　紗楽 かわぐち　さら 甲府第一高 高校女子

20 小林　千莉 こばやし　せんり 北杜高 高校女子

21 清水　裕愛 しみず　ゆいと 韮崎西中 中学男子

22 ﾌｨｾｯﾄ　慶 ふぃせっと　けい 玉幡中 中学男子

23 三井　笙太朗 みつい　しょうたろう 玉幡中 中学男子

24 柿島　珊瑚 かきしま　さんご 敷島中 中学女子

25 今井　愛純 いまい　あすみ 玉幡中 中学女子

26 山井　桃花 やまい　ももか 敷島中 中学女子

27

28

29

30

※ 年齢は平成30年12月1日現在

A…県外登録者　4区間以内

B…県外在住者　2名、3区間以内

C…学連登録者　5名、5区間以内

11 甲斐市Ａ 堀内　利満



ﾁｰﾑﾅﾝﾊﾞｰ ﾁｰﾑ名(郡市名) 連絡責任者

No. 氏名 ふりがな 勤務先又は在学学校名 備考

1 飯塚　健二 いいづか　けんじ 笛吹市役所 監督

2 中村　正仁 なかむら　まさひと 山梨県体育協会 コーチ

3 土屋　君仁 つちや　きみひと 笛吹市役所 マネージャー

4 小澤　潤 おざわ　じゅん 自営 ５０歳以上男子

5 石原　実 いしはら　みのる 中部食品 ５０歳以上男子

6 雨宮　正二 あめみや　まさつぐ 山梨信用金庫 ４０歳代男子

7 岡部　慎也 おかべ　しんや 関電工 ４０歳代男子

8 丹澤　幸博 たんざわ　ゆきひろ 高野建設 ４０歳代男子

9 青木　光洋 あおき　みつひろ 自衛隊 一般男子

10 風間　健範 かざま　たけのり 信州大 一般男子

11 Ｃ 花田　幹太 はなだ　かんた 山梨学院大 大学男子

12 雨宮　聖 あめみや　しょう 山梨学院大 一般男子

13 岩瀬　大周 いわせ　たいしゅう 山梨大 一般男子

14 成田　知希 なりた　ともき 笛吹高 高校男子

15 本田　海斗 ほんだ　かいと 笛吹高 高校男子

16 田中　莉生 たなか　りき 笛吹高 高校男子

17 古屋　匠 ふるや　たくみ 笛吹高 高校男子

18 松井　翔 まつい　しょう 笛吹高 高校男子

19 木幡　純大 こわた　じゅんた 笛吹高 高校男子

20 木幡　凌大 こわた　りょうた 笛吹高 高校男子

21 小川　倖生 おがわ　こうせい 笛吹高 高校男子

22 船井　龍 ふない　りゅう 甲府西高 高校男子

23 長田　雛乃 おさだ　ひなの 笛吹高 高校女子

24 鈴木　彩夏 すずき　あやか 笛吹高 高校女子

25 佐々木　遥香 ささき　はるか 韮崎高 高校女子

26 市川　慶 いちかわ　けい 春日居中 中学男子

27 水上　絋汰 みずかみ　こうた 山梨大付属中 中学男子

28 北村　奏良 きたむら　そら 石和中 中学女子

29 小野　小姫 おの　さき 浅川中 中学女子

30 田口　結羽 たぐち　ゆう 一宮中 中学女子

※ 年齢は平成30年12月1日現在

A…県外登録者　4区間以内

B…県外在住者　2名、3区間以内

C…学連登録者　5名、5区間以内

12 笛吹市 飯塚　健二



ﾁｰﾑﾅﾝﾊﾞｰ ﾁｰﾑ名(郡市名) 連絡責任者

No. 氏名 ふりがな 勤務先又は在学学校名 備考

1 小林　浩昭 こばやし　ひろあき 身延高教員 監督•コーチ

2 保坂 重機 ほさか　しげき マネージャー

3 入月　力 いりづき　ちから 株式会社トウネツ ５０歳以上男子

4 田中　実 たなか　みのる 甲府東高教員 ５０歳以上男子

5 秋山　秀樹 あきやま　ひでき ヤマトグローバル ４０歳代男子

6 中込　章 なかごみ　あきら 市川三郷町役場 ４０歳代男子

7 岸本　拓 きしもと　たく 峡南消防署 一般男子

8 久保　淳一 くぼ　じゅんいち パイオニア 一般男子

9 依田　光央 よだ　みつお ファスフォードテクノロジー株式会社 一般男子

10 小林　大地 こばやし だいち （株）デサント 一般男子

11 上田　竜平 うえだりゅうへい 県警 一般男子

12 Ｃ 上田　誠人 うえだ　まこと 山梨大 大学男子

13 内藤　茂行 ないとうしげゆき 日本大 一般男子

14 Ｃ 若林　亮太 わかばやし　りょうた 国士舘大 大学男子

15 上田　将也 うえだ　まさや 日本軽金属（株） 一般男子

16 佐野　直紀 さの　なおき 佐野工務店 一般男子

17 望月　太貴 もちづき　たいき 山梨学院大 一般男子

18 上田　進太 うえだ　しんた 常葉大 一般男子

19 佐藤　丈 さとう　じょう 農林高 高校男子

20 中込　空 なかごみ　そら 巨摩高 高校男子

21 羽田虎太郎 はだ　こたろう 身延高 高校男子

22 横山　葵 よこやま　あおい 身延高 高校女子

23 佐野　鈴香 さの　すずか 身延高 高校女子

24 中込　大地 なかごみ　だいち 六郷中 中学男子

25 河内　健晟 かわち　けんせい 南部中 中学男子

26 小池　琉南 こいけ　るな 市川中 中学女子

27 佐野　琴妃 さの　ことい 南部中 中学女子

28

29

30

※ 年齢は平成30年12月1日現在

A…県外登録者　4区間以内

B…県外在住者　2名、3区間以内

C…学連登録者　5名、5区間以内

14 西八代・南巨摩 保坂　重機



ﾁｰﾑﾅﾝﾊﾞｰ ﾁｰﾑ名(郡市名) 連絡責任者

No. 氏名 ふりがな 勤務先又は在学学校名 備考

1 須藤　謙二 すどう　けんじ 横河電機 監督

2 秋山　寿彦 あきやま　としひこ 山梨県庁 コーチ

3 伊藤　禎洋 いとう　さだひろ 山梨大 マネージャー

4 河阪　英男 こうさか　ひでお 山梨県警 ５０歳以上男子

5 野沢　清次 のざわ　きよつぐ 山梨県庁 ５０歳以上男子

6 宮川　勇徳 みやがわ　たけのり 湯殿館 ５０歳以上男子

7 田島　義人 たじま　よしひと 住友電工 ４０歳代男子

8 大岡　智亮 おおおか　ともあき 山梨県庁 一般男子

9 秋葉　知律 あきば　とものり 山梨県庁 一般男子

10 上田　岳雄 うえだ　たけお 山崎製パン 一般男子

11 堀内　成寿 ほりうち まさとし 中央市役所 一般男子

12 上條　俊之 かみじょう　としゆき 西条小教員 一般男子

13 中込　亮太 なかごみ　りょうた 山梨県庁 一般男子

14 田中　航大 たなか　こうだい 西武信用金庫 一般男子

15 C 落合　駿斗 おちあい　はやと 島根県立大 大学男子

16 C 落合　亮太 おちあい　りょうた 山形大 大学男子

17 C 内田　倫太郎 うちだ　りんたろう 立正大 大学男子

18 関　淳貴 せき　あつき 韮崎高 高校男子

19 河野　竜希 こうの　りゅうき 農林高 高校男子

20 定金　朋哉 さだがね　ともや 甲府南高 高校男子

21 桜井　百香 さくらい　ももか 笛吹高 高校女子

22 萩原　海青 はぎはら　みお 巨摩高 高校女子

23 宮川　蓮乃 みやがわ　れんの 押原中 中学男子

24 池田　怜矢　 いけだ　れいや 押原中 中学男子

25 髙木　鼓太朗 たかき　こたろう 押原中 中学男子

26 小野　絢加 おの　あやか 田富中 中学女子

27 佐野　千尋 さの　ちひろ 田富中 中学女子

28 若林　愛 わかばやし　あい 田富中 中学女子

29

30

※ 年齢は平成30年12月1日現在

A…県外登録者　4区間以内

B…県外在住者　2名、3区間以内

C…学連登録者　5名、5区間以内

15 中央市・昭和町 須藤　謙二



ﾁｰﾑﾅﾝﾊﾞｰ ﾁｰﾑ名(郡市名) 連絡責任者

No. 氏名 ふりがな 勤務先又は在学学校名 備考

1 長田　尊三 おさだ　たかぞう 長田木工 監督

2 増山　稔 ますやま　みのる 自営 コーチ

3 小林　義将 こばやし　よしまさ 北富士駐屯地 マネージャー

4 白鳥　正彦 しらとり　まさひこ 会社員 ５０歳以上男子

5 中野　賢一 なかの　けんいち 会社員 ５０歳以上男子

6 Ａ 後藤　豊 ごとう　ゆたか 守山駐屯地 ４０歳代男子

7 小越　大輔 おごし　だいすけ 北富士駐屯地 ４０歳代男子

8 宮川　　明 みやがわ　あきら 北富士駐屯地 ４０歳代男子

9 高木　登美雄 たかぎ　とみお 北富士駐屯地 一般男子

10 前田　尽一 まえだ　じんいち 北富士駐屯地 一般男子

11 山口　美樹 やまぐち　よしき 農林高校教員 一般男子

12 武藤　有亮 むとう　ゆうすけ 東京工科大学 大学男子

13 田中　亮一 たなか　りょういち 北富士駐屯地 一般男子

14 巣山　慶太 すやま　けいた ファナック（株） 一般男子

15 Ｃ 高村　幹太郎 たかむら　かんたろう 国士舘大 大学男子

16 志村　竜星 しむら　りゅうせい アスリートクラブ 大学男子

17 髙山　愛梨 たかやま　あいり 山梨学院大 一般女子

18 高尾　夏鈴 たかお　かりん 都留高 高校女子

19 赤池　颯太 あかいけ　そうた 富士河口湖高 高校男子

20 長田　琉玖 おさだ　りく 富士北陵高 高校男子

21 藤間　渓太 ふじま　けいた 富士河口湖高 高校男子

22 近藤　　駆 こんどう　かける 山梨学院高 高校男子

23 長田　武也 おさだ　たけや 忍野中 中学男子

24 長田　紫瞳 おさだ　しどう 忍野中 中学男子

25 宮下　環 みやした　たまき 富士学苑中 中学男子

26 児玉恵莉香 こだま　えりか 忍野中 中学女子

27 香崎　青葉 こうさきあおば 忍野中 中学女子

28 佐野　光 さの　ひかる 会社員 一般男子

29 堀内　克弘 ほりうち　かつひろ 会社員 ５０歳以上男子

30

※ 年齢は平成30年12月1日現在

A…県外登録者　4区間以内

B…県外在住者　2名、3区間以内

C…学連登録者　5名、5区間以内

16 南都留郡 長田　尊三



ﾁｰﾑﾅﾝﾊﾞｰ ﾁｰﾑ名(郡市名) 連絡責任者

No. 氏名 ふりがな 勤務先又は在学学校名 備考

1 日暮　勲 ひぐらし　いさお 甲斐市陸協 監督

2 相山　賢 あいやま　けん 相山工業 コーチ

3 浅川　晴俊 あさかわ　はるとし 山梨県庁 マネージャー

4 宮下　計仁 みやした　かずひと ﾆｼﾉ建設管理 ５０歳以上男子

5 清水　誠二 しみず　せいじ 韮崎工高教員 ４０歳代男子

6 折居　篤 おりい　あつし 韮崎高教員 ４０歳代男子

7 雨宮　俊祐 あめみや　しゅんすけ 山梨県庁 一般男子

8 下山　法久 しもやま　のりひさ ㈱オオキ 一般男子

9 奈良　和典 なら　かずのり 三井福祉会 一般男子

10 淺川　大樹 あさかわ　だいき 県立中央病院 一般男子

11 岡田　武仁 おかだ　たけひと 峡北消防 一般男子

12 上田　誠斗 うえだ　まさと 山梨県厚生連健康センター 一般男子

13 黒木　　瞬 くろき　しゅん シャトレーゼ 一般男子

14 深澤　綾太郎 ふかさわ　りょうたろう 甲府工業高 高校男子

15 有泉　蒼大 ありいずみ　そうた 韮崎高 高校男子

16 若木　澄大 わかき　すみひろ 韮崎高 高校男子

17 伊藤　克典 いとう　かつのり 農林高 高校男子

18 野田　柚月 のだ　ゆずき 北杜高 高校男子

19 志村　悠平 しむら　ゆうへい 甲府工業高 高校男子

20 平野　翔大 ひらの　しょうた 甲府工業高 高校男子

21 大関　美紀 おおぜき　みき 甲斐市陸協 一般女子

22 藤本　麻里 ふじもと　まり ブルーアース 一般女子

23 長田　莉奈 おさだ　りな 農林高 高校女子

24 清水　万尋 しみず　まひろ 玉幡中 中学女子

25 木村　香音 きむら　かのん 双葉中 中学女子

26 新美　あかり にいみ　あかり 双葉中 中学女子

27 佐藤　柊生 さとう　しゅう 甲陵中 中学男子

28 中込　吏涼 なかごみ　りりょう 双葉中 中学男子

29 片山　義翔 かたやま　よしと 双葉中 中学男子

30

※ 年齢は平成30年12月1日現在

A…県外登録者　4区間以内

B…県外在住者　2名、3区間以内

C…学連登録者　5名、5区間以内

17 甲斐市B 日暮　勲



ﾁｰﾑﾅﾝﾊﾞｰ ﾁｰﾑ名(郡市名) 連絡責任者

No. 氏名 ふりがな 勤務先又は在学学校名 備考

1 織田　博司 おだ　ひろし JAクレイン 監督

2 吉村　完成 よしむら　かんせい 日本蓄電器 コーチ

3 和智　守 わち　まもる 日本蓄電器 マネージャー

4 降矢　啓二 ふるや　けいじ 広信モデル ５０歳以上男子

5 溝呂木　正 みぞろぎ　ただし 八王子市役所 ５０歳以上男子

6 片伊木　徹 かたいき　とおる 電気通信大 ４０歳代男子

7 岡本　祐和 おかもと　ひろかず 会社員 ４０歳代男子

8 上條　充洋 かみじょう　みつひろ ひかり接骨院 ４０歳代男子

9 井上　隆央 いのうえ　たかお JAクレイン ４０歳代男子

10 牧野　公則 まきの　まさのり 大月市消防署 一般男子

11 Ａ 藤井　琢磨 ふじい　たくま 会社員 一般男子

12 小俣　卓也 おまた　たくや 会社員 一般男子

13 山本　健太郎 やまもと　けんたろう 会社員 一般男子

14 吉原　稔 よしはら　みのる 上野原市役所 一般男子

15 杉本　勝 すぎもと　まさる 会社員 一般男子

16 Ｃ 寺嶋　大地 てらしま　だいち 千葉大 大学男子

17 Ａ 新居田　晃史 にいだ　あきふみ 会社員 一般男子

18 Ａ 岩原　宏司 いわはら　こうじ 会社員 一般男子

19 Ａ 大神田　裕也 おおかんだ　ゆうや 冨士森走友会 一般男子

20 上條　奈実 かみじょう　なみ ひかり接骨院 一般女子

21 佐藤　由依 さとう　ゆい 会社員 一般女子

22 関本　諒 せきもと　りょう 都留高 高校男子

23 小黒　陽太郎 おぐろ　ようたろう 都留高 高校男子

24 横瀬　仁紀 よこせ　まさき 上野原高 高校男子

25 栗原　飛邑 くりはら　ひゆう 上野原中 中学男子

26 清水　大輔 しみず　だいすけ 上野原中 中学男子

27 萩原　衣咲 はぎわら　いさき 上野原西中 中学女子

28 片桐　陽夏 かたぎり　ひな 上野原西中 中学女子

29

30

※ 年齢は平成30年12月1日現在

A…県外登録者　4区間以内

B…県外在住者　2名、3区間以内

C…学連登録者　5名、5区間以内

18 上野原市 織田　博司
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