
山梨グランプリ１ｓｔ 【18150004】
 山梨中銀スタジアム 【151010】 平成30年6月10日(日)

日付 種目
江幡　風助(1) 10.83 依田　尚彌 10.84 佐野　航平(2) 11.08 佐野　悠人(3) 11.12 内堀　直也 11.14 堀内　隼也(4) 11.18 豊島　泰生(4) 11.19 窪田　雄人(2) 11.27
埼玉・山梨学院大 山梨・山梨県体育協会 山梨・国士大 山梨・身延高 長野・ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 山梨・山梨学院大 山梨・上武大 山梨・都留文科大
川路　武(1) 49.13 平山　陽大(1) 49.80 森　貫太朗(2) 49.85 舩木　勇助(4) 50.61 中村　僚(1) 50.76 藤村　恒平(1) 50.91 酒井　凌佑(2) 51.38 森實　高毅(M1) 51.49
大阪・山梨学院大 静岡・山梨学院大 山梨・山梨学院大 山梨・都留文科大 山梨・山梨学院大 北海道・山梨学院大 山梨・巨摩高 山梨・山梨大
赤池　颯太(2) 4:19.78 長谷川　賢人(3) 4:21.33 奥脇　圭吾(3) 4:21.37 髙木　舜斗(1) 4:22.54 関本　諒(2) 4:22.61 小林　祐介(2) 4:24.73 小林　優希 4:25.10
山梨・富士河口湖高 山梨・日川高 山梨・富士北稜高 栃木・都留文科大 山梨・都留高 農林高 山梨・YoungGeneration

東條　拓海(2) 4:22.61
山梨・農林高

竹田　浩輝(2) 16.34 藤原　世也(1) 20.54
山梨・都留高 山梨・韮崎工業高
飯久保　明洋(4) 14.67(+1.6) 高橋　亨光 15.46(+1.6) 松田　康平 15.81(+1.6) 鎌倉　裕朗(2) 16.47(+1.6) 小野　達哉(1) 16.97(+1.6) 小野　智哉(1) 17.08(+1.6) 三神　勇大(3) 18.11(+1.6) 藤田　隼平(1) 18.20(+1.6)
山梨・国際武道大 山梨・身延AC 山梨・Takers 山梨・甲府西高 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・東海大甲府高 山梨・身延高
小林　瞭(3) 55.98 長倉　脩斗(3) 57.97 内藤　祐貴(4) 58.25 中込　諒一(2) 58.78 小林　迅人(2) 58.84 横井　康樹(2) 1:02.32 田原　和輝(1) 1:02.62 萱沼　圭佑(2) 1:03.49
山梨・山梨学院大 山梨・甲府昭和高 山梨・山梨大 山梨・巨摩高 山梨・都留興譲館高 山梨・甲府一高 山梨・巨摩高 山梨・都留興譲館高
佐野　立弥(3) 24:03.32 斎藤　勇太(3) 25:15.76 加茂　優樹(3) 25:30.10 望月　歩夢(1) 29:04.96 川口　佳音(1) 31:46.35
山梨・巨摩高 山梨・山梨学院高 山梨・巨摩高 山梨・身延高 山梨・身延高
駿台甲府高A 42.03 身延高A 42.64 甲府南高A 43.34 甲府昭和高 43.57 山梨学院高A 44.00 都留高 44.81 東海大甲府高校 45.24 都留興譲館高 45.89
岩下　千馬(3) 村松　星哉(2) 石川　諒(3) 丸山　泰世(3) 大村　拓矢(2) 川村　清耶(2) 三神　勇大(3) 天野　龍希(3)
松野　滉大(3) 珊瑚　龍之介(2) 早川　武志(3) 長倉　脩斗(3) 篠塚　竜聖(3) 藤本　功輝(2) 山下　竜世(3) 小林　迅人(2)
五味　勇太(3) 佐野　悠人(3) 小池　隼太(3) 小山　和馬(3) 窪田　冠太(3) 金子　知樹(1) 今澤　友作(3) 小俣　蓮虎(2)
村松　由翔(3) 鎌倉　郁弥(1) 金　俊鎬(3) 古屋　皓大(2) 望月　陸渡(2) 飯田　雅大(3) 木村　亮太(3) 萱沼　圭佑(2)
川越　春来(1) 1m95 佐藤　一哉(3) 1m95 二村　峻平(3) 1m85 藤木　大嗣(2) 1m80 佐藤　遼(2) 1m80 丸山　友哉(1) 1m75
宮崎・山梨学院大 山梨・山梨陸協 長野・松本県ヶ丘高 山梨・都留高 山梨・甲府南高 山梨・甲府工高

及川　晴太(3) 1m80 土屋　俊貴(2) 1m80
山梨・上野原高 山梨・都留高

飯野　隼斗(2) 3m90 小田切　優也(1) 3m80 赤池　優(3) 3m80 平野　颯人(3) 3m80 渡邊　雄太(3) 3m70 青木　妙樹(2) 2m90 鈴木　亮篤(2) 2m90 仲澤　瑞季(2) 2m50
山梨・巨摩高 山梨・甲府西高 山梨・甲府南高 山梨・山梨学院大 山梨・富士北稜高 山梨・甲府城西高 山梨・都留高 山梨・韮崎工業高
小山　和馬(3) 13m43(+1.8) 大瀧　雄司(4) 12m93(+1.1) 佐藤　豪(2) 12m58(+1.0) 大嶺　ゆうじ(3) 12m52(+1.7) 加藤　翔(2) 12m32(+2.2) 半田　誠志郎(2) 12m30(+1.1) 藤井　佑成(2) 12m19(+0.5) 田中　翔大(1) 12m06(+1.5)
山梨・甲府昭和高 山梨・山梨大 山梨・都留興譲館高 山梨・富士北稜高 山梨・巨摩高 公認11m81(-0.3) 山梨・巨摩高 山梨・甲府工高 山梨・身延高
萩原　怜(4) 13m40 久保田　尊士 11m77 松本　尭大(2) 11m57
山梨・山梨大 山梨・身延AC 山梨・山梨大
中野　龍星(3) 56m07 宮澤　優斗(1) 51m85 望月　昴(1) 48m64 松永　賢哉 48m28 渡辺　成基(1) 41m69 横内　峻(2) 40m63 深澤　広喜(2) 37m27 野竿　陣(1) 34m57
長野・松本県ヶ丘高 長野・山梨学院大 山梨・身延高 山梨・東京工芸大 山梨・富士北稜高 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・身延高
小森　直吏(3) 14m95 田村　優弥(1) 9m57 渡辺　成基(1) 9m32 清水　大世(1) 7m84 大神田　修司(1) 6m95 菊島　智博(1) 6m23 菅原　涼(1) 6m13
山梨・早川中 YJR 山梨・富士北稜高 山梨・富士北稜高 山梨・東海大甲府高 山梨・都留高 山梨・山梨高 山梨・富士北稜高
三井　玄(2) 11m69 坂本　優(2) 11m59 小沢　生成(1) 11m36 小林　真(1) 11m23 石川　良(3) 10m61 成澤　楽人(2) 9m87 丸山　翔大(2) 9m39 新海　大成(2) 9m33
山梨・甲府西高 山梨・都留高 山梨・山梨学院高 山梨・身延高 山梨・身延高 山梨・甲府南高 山梨・山梨高 山梨・日本航空高
佐々木　琥珀(6) 13.08 有井　謙成(6) 13.35 高木　亮輔(6) 14.25 清水　陽翔(6) 14.29 三浦　悠太(6) 14.57 鮎沢　拓澄(6) 14.84 青山　耕典(6) 14.91 宮本　拓登(6) 15.03
山梨・北西陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨・北西陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨・北西陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・NAC 山梨・大国陸上 山梨・一宮陸上スポ少 山梨・早川陸上クラブ
高木　亮輔(6) 3:11.76 古屋　温大(6) 3:25.38 三井　瑞葵(6) 3:25.85 橘田　響(5) 3:28.61 望月　淳聖(6) 3:30.43 原　稜太(5) 3:33.11 大久保　仁稀(6) 3:33.70 反田　雄一郎(5) 3:34.74
山梨・北西陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨・NAC 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・中村塾
北西陸上ｸﾗﾌﾞ 54.30 大国陸上A 58.00 南アルプスACA 1:00.36 大国陸上C 1:01.12 大国陸上B 1:01.43 早川陸上クラブ 1:01.58 中村塾A 1:01.63 小笠原ＡＣA 1:02.36
高木　亮輔(6) 原　稜太(5) 平林　塁任(6) 三島　泰叶(4) 森本　敬士(5) 保坂　治(4) 辻　良樹(6) 渡邉　悠太(6)
佐々木　琥珀(6) 名取　龍希(6) 清水　陽翔(6) 荒木　琳太(5) 大久保　仁稀(6) 宮本　拓登(6) 林　永久(5) 望月　大椰(6)
五味　琉生(5) 望月　淳聖(6) 穴水　龍進(6) 堀之内　咲(5) 來山　拓磨(6) 小江　青葉(6) 田草川　陽(6) 加藤　央祐(6)
有井　謙成(6) 鮎沢　拓澄(6) 中込　翔太(6) 菱山　維吹(5) 増井　悠雅(5) 望月　愼斗(5) 荻原　陸(6) 永江　蓮(6)
佐々木　琥珀(6) 4m43(-2.0) 羽入田　隼斗(6) 4m36(-1.1) 中込　翔太(6) 4m23(-1.0) 永江　蓮(6) 4m20(-0.7) 今住　天哉(6) 3m96(0.0) 有井　謙成(6) 3m89(-1.4) 鈴木　翔利(6) 3m78(+0.4) 小野　悠介(6) 3m77(+0.1)
山梨・北西陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨・大月AC 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・小笠原ＡＣ 山梨・NAC 山梨・北西陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨・NAC 山梨・南アルプスＡＣ

10日 小学生男子４X１００ｍＲ

10日 小学生男子走幅跳

10日
小学生男子１００ｍ A決勝

風：-0.7

10日 小学生男子１０００ｍ

10日 男子やり投

10日 少年男子B砲丸投

10日 高校男子砲丸投

10日 男子棒高跳

10日 男子三段跳

10日 一般男子砲丸投

10日 男子４X１００ｍＲ

10日 男子走高跳

10日 男子１１０ｍH

10日 男子４００ｍH

10日 男子５０００ｍW

10日 男子１５００ｍ

10日
男子１１０ｍJH

風：-1.3

8位

10日
男子１００ｍ A決勝

風：-0.1

10日 男子４００ｍ

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

凡例  YJR:山梨県中学記録



山梨グランプリ１ｓｔ 【18150004】
 山梨中銀スタジアム 【151010】 平成30年6月10日(日)

日付 種目 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位
澤井　萌奈(1) 12.38 原田　愛蘭(2) 12.52 大森　仁貴(1) 12.60 古屋　鈴子(3) 12.70 原田　あかり(1) 12.81 長田　侑加(2) 12.82 珊瑚　菜帆(1) 13.03 由井　綾音(2) 13.06
愛知・山梨学院大 千葉・山梨学院大 東京・山梨学院大 山梨・韮崎高 静岡・山梨学院大 山梨・山梨学院大 山梨・身延高 静岡・山梨学院大
戸谷　湧海(2) 58.21 並木　静香(2) 58.88 川合　早紀(3) 59.08 野田　理都(4) 59.19 鰻池　琴美(3) 59.34 加藤　詩萌 1:00.37 横山　葵(1) 1:02.33 若杉　彩乃(3) 1:03.03
大阪・山梨学院大 千葉・山梨学院大 山梨・山梨学院大 長崎・都留文科大 山梨・山梨学院大 長野・ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 山梨・身延高 山梨・駿台甲府高
杉村　奈津穂(3) 4:52.96 青沼　麗后(中3) 4:53.68 橘山　莉乃(中1) 4:54.14 萩原　美優(中2) 5:00.60 村松　実桜(1) 5:02.40 笹原　由香(3) 5:13.99 工藤　愛菜(2) 5:19.16 増田　彩花(1) 5:19.83
長野・松本県ヶ丘高 山梨・GON SPO AC 山梨・GON SPO AC 山梨・GON SPO AC 山梨・医学部走行会 富山・都留文科大 長野・松本県ヶ丘高 長野・松本県ヶ丘高
三吉　南緒(3) 14.22(+2.1) 相原　咲良(3) 15.00(+2.1) 樫山　結 15.17(+1.0) 鞍打　見春(2) 16.71(+2.1) 小林　美咲(1) 16.88(+2.1) 向山　ひかり(1) 17.49(+2.1) 横森　ひな(2) 17.65(+1.0) 清水　優花(2) 17.68(+2.1)
山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・桃の郷ＡＣ 山梨・身延高 山梨・甲府昭和高 山梨・韮崎高 山梨・甲府一高 山梨・韮崎高
清野　真帆(2) 1:05.48 長田　侑加(2) 1:07.17 高木　陽香(2) 1:10.09 清水　優花(2) 1:11.39 髙橋　笑子(3) 1:13.54 川村　瑠華(2) 1:17.00 中平　安美(2) 1:18.34 竹田　彩乃(3) 1:21.40
千葉・山梨学院大 山梨・山梨学院大 長野・松本県ヶ丘高 山梨・韮崎高 静岡・都留文科大 山梨・富士河口湖高 山梨・甲府南高 山梨・都留高
一瀬　藍(1) 37:36.80 鈴木　優果(1) 40:43.08 宮崎　心(1) 40:43.17 鈴木　綾華(1) 40:43.70
山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高
巨摩高A 49.51 駿台甲府高B 51.28 甲府南高 51.51 韮崎高B 51.53 身延高 52.01 巨摩高B 52.90 山梨学院高 54.21 都留高 55.30
澤登　美怜(3) 西村　わかな(2) 綿貫　里咲(3) 清水　優花(2) 望月　涼香(3) 萩原　海青(1) 三井　陽麗(2) 井上　紗七(3)
東海林　幸(1) 小林　杏樹(2) 村松　美穂(2) 山田　ひとみ(3) 珊瑚　菜帆(1) 毛利　来夢(1) 中村　美紀子(2) 鈴木　有沙(3)
相原　咲良(3) 飯田　萌楓(3) 丸山　真季(3) 山寺　由乃(3) 鞍打　見春(2) 帶金　莉子(1) 立澤　真弥(1) 磯部　ルミカ(3)
三吉　南緒(3) 若杉　彩乃(3) 小川　芽来(2) 向山　ひかり(1) 横山　葵(1) 中込　未奈美(1) 小林　杏実(1) 前田　優衣(3)
剱持　早紀 1m65 塩原　美里(3) 1m58 渡邉　未来(3) 1m55 大久保　凜(2) 1m45 井上　咲音(2) 1m45 川崎　里奈(3) 1m45 辻　彩花(2) 1m45
山梨・長谷川体育施設 長野・松本県ヶ丘高 山梨・富士北稜高 山梨・甲府昭和高 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・甲府南高

山﨑　るな(2) 1m45
山梨・都留高

鈴木　空(3) 2m30 矢野　野乃花(3) 2m20
山梨・富士北稜高 山梨・甲府西高
剱持　早紀 12m95(+1.6) 大塚　紗彩(2) 11m63(+1.6) 水元　五月(1) 11m26(+0.9) 相原　千枝 11m22(0.0) 国分　桃香(3) 10m85(-0.3) 磯部　ルミカ(3) 9m32(+0.8) 金丸　瑞季(2) 9m27(+1.1) 間下　友希(1) 9m25(+2.6)
山梨・長谷川体育施設 神奈川・山梨学院大 宮崎・山梨学院大 山梨・山梨ジャンパーズ 山梨・山梨学院大 山梨・都留高 山梨・甲府南高 山梨・農林高 公認9m21(0.0)
星野　希(4) 10m82 野澤　瑠美佳(3) 10m23 今村　美玲(2) 10m04 望月　舞夏(2) 9m55 丹澤　美海(2) 8m52 今井　萌圭(1) 8m09 伊藤　真琴(1) 7m46 三吉　里緒(1) 7m40
山梨・東女体大 山梨・甲府昭和高 山梨・身延高 山梨・身延高 山梨・身延高 山梨・身延高 山梨・韮崎工業高 山梨・巨摩高
濵　麗 45m35 深澤　葉月(3) 43m74 望月　舞夏(2) 31m65 清原　美優(1) 29m62 土橋　瑠菜(2) 27m87 一瀬　美乃莉(4) 26m80 田中　理帆(2) 25m04 三吉　里緒(1) 21m98
長野・ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 山梨・山梨学院大 山梨・身延高 山梨・山梨高 山梨・富士北稜高 山梨・山梨英和大 山梨・都留高 山梨・巨摩高
岩間　彩芽(6) 13.94 小池　彩華(6) 14.51 平山　果歩(6) 14.58 岩野　巴南(6) 14.70 中村　陽莉(6) 14.89 手塚　茉凛(6) 14.94 西本　佑菜(6) 15.06 野澤　亜矢(6) 15.14
山梨・TYPE-R 山梨・アスとれJr 山梨・中村塾 山梨・NAC 山梨・大国陸上 山梨・NAC 山梨・中村塾 山梨・NAC
荻原　実里(6) 2:43.57 柳谷　百音(5) 2:45.35 三井　葉乃音(5) 2:46.51 小池　璃音(5) 2:47.40 赤澤　結衣(5) 2:47.75 橘山　煌良(5) 2:48.46 森　ゆず葉(6) 2:49.91 秋山　悠佳(6) 2:51.32
山梨・一宮陸上スポ少 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・大月AC 山梨・北西陸上ｸﾗﾌﾞ
大国陸上A 58.94 中村塾A 59.25 TYPE-R 59.67 南アルプスACA 1:00.54 NACB 1:00.69 中村塾B 1:02.54 NACC 1:03.40 一宮陸上スポ少A 1:03.60
関　紅葉(6) 妻木　恵恋(6) 大木　愛加(5) 河西　埜乃葉(5) 石原　のえる(6) 武井　美來(5) 小林　のどか(6) 岩間　陽佳(6)
三井　葉乃音(5) 西本　佑菜(6) 岩間　彩芽(6) 亀田　菜未(5) 小林　麻莉愛(6) 丸山　穂乃(5) 志村　裕稀(6) 内田　香里奈(6)
柳谷　百音(5) 小田切　和奏(6) 大和　美織(6) 小笠原　瑶(6) 小野　美来(6) 近藤　琉菜(5) 河野　葵(6) 小笠原　朋華(6)
中村　陽莉(6) 平山　果歩(6) 村山　　陽菜(5) 川窪　希実(6) 清水　桃花(6) 岡　杏織(5) 土屋　欧羅(6) 荻原　実里(6)
萩原　千乃和(6) 4m40(-1.9) 泉　こころ(6) 4m05(+0.4) 清水　桃花(6) 3m88(-0.1) 小池　彩華(6) 3m88(-2.4) 平山　果歩(6) 3m83(-1.7) 中楯　紗季(6) 3m74(-0.7) 柳谷　百音(5) 3m72(+0.3) 森　ゆず葉(6) 3m69(+0.4)
山梨・山梨ジャンパーズ 山梨・NAC 山梨・NAC 山梨・アスとれJr 山梨・中村塾 山梨・中村塾 山梨・大国陸上 山梨・大月AC

10日 小学生女子８００ｍ

10日 小学生女子４X１００ｍＲ

10日 小学生女子走幅跳

10日 女子やり投

10日
小学生女子１００ｍ A決勝

風：-0.2

10日 女子棒高跳

10日 女子三段跳

10日 女子砲丸投

10日 女子４×１００ｍＲ

10日 女子走高跳

10日 女子１００ｍH

10日 女子４００ｍH

10日 女子５０００ｍW

10日
女子１００ｍ A決勝

風：-0.9

10日 女子４００ｍ

10日 女子１５００ｍ

凡例  YJR:山梨県中学記録



所属別 記録一覧

都留興譲館高
男子１００ｍ　予　選　06/10 13組- 3位 ( 61) 14.47 +1.4m

21組- 1位 ( 34) 11.45 +2.8m 11組- 4位 ( 72) 14.87 -0.2m

22組- 2位 ( 43) 11.63 +2.6m 12組- 5位 ( 75) 15.08 -0.9m

16組- 1位 ( 49) 11.68 +1.8m 13組- 5位 ( 79) 15.18 +1.4m

21組- 2位 ( 88) 12.00 +2.8m 13組- 6位 ( 82) 15.39 +1.4m

25組- 3位 (107) 12.23 +1.6m 女子４００ｍ　ﾀｲﾑﾚｰｽ　06/10

23組- 5位 (113) 12.33 +1.9m 4組- 2位 1:08.98

17組- 2位 (121) 12.52 +1.9m 4組- 5位 1:12.91

19組- 3位 (130) 12.67 +1.9m 3組- 6位 1:17.44

22組- 6位 (135) 12.74 +2.6m 5組- 7位 1:15.17

17組- 4位 (138) 12.87 +1.9m 1組- DNS

20組- 3位 (141) 12.92 +0.8m 女子１５００ｍ　ﾀｲﾑﾚｰｽ　06/10

19組- 6位 (152) 13.32 +1.9m 1組- DNS

20組- 6位 (166) 15.12 +0.8m 1組- DNS

18組- DNS 女子１００ｍH　ﾀｲﾑﾚｰｽ　06/10

24組- DNS 1組- 5位 19.47 +1.0m

男子４００ｍ　ﾀｲﾑﾚｰｽ　06/10 女子４×１００ｍＲ　ﾀｲﾑﾚｰｽ　06/10

4組- 1位 53.02 1組- 5位 55.78

1組- 2位 56.01

2組- 2位 58.14

5組- 2位 56.00 女子走高跳　決　勝　06/10

4組- 4位 1:01.73 1組- DNS

3組- 5位 1:01.21 女子三段跳　決　勝　06/10

4組- 5位 1:04.95 1組- DNS

6組- 7位 1:11.59 女子砲丸投　決　勝　06/10

1組- DNS 1組- 15位 5m30

5組- DNS 女子やり投　決　勝　06/10

男子１５００ｍ　ﾀｲﾑﾚｰｽ　06/10 1組- DNS

1組- 6位 4:50.73

1組- 12位 5:25.07

1組- DNS

1組- DNS

2組- DNS

男子４００ｍH　ﾀｲﾑﾚｰｽ　06/10

1組- 1位 58.84

1組- 3位 1:03.49

男子４X１００ｍＲ　決　勝　06/10

2組- 2位 45.89

男子走高跳　決　勝　06/10

1組- 9位 1m75

1組- DNS

男子三段跳　決　勝　06/10

1組- 3位 12m58 +1.0m

1組- 11位 11m09 +1.8m

1組- DNS

女子１００ｍ　予　選　06/10

12組- 2位 ( 50) 14.16 -0.9m

14組- 3位 ( 57) 14.36 0.0m

競技会名：山梨グランプリ１ｓｔ 【18150004】

競技場名：山梨中銀スタジアム 【151010】

開催期間：2018/06/10 ～ 2018/06/10

渡邊　聖矢(3)

小俣　蓮虎(2)

天野　龍希(3)

萱沼　圭佑(2)

渡邊　魁葵(1)

小林　迅人(2)

杉本　健太(2)

白須　飛羽(2)

井上　拓真(1)

西室　圭翔(1)

幡野　大介(2)

小笠原　精(1)

髙山　賢人(1)

宮下　太陽(2)

永田　瑞季(2)

渡邊　聖矢(3)

小俣　蓮虎(2)

白須　飛羽(2)

天野　龍希(3)

井上　拓真(1)

幡野　大介(2)

西室　圭翔(1)

髙山　賢人(1)

永田　瑞季(2)

渡邊　魁葵(1)

安藤　豪瑠(2)

白鳥　晴基(2)

戸塚　和也(3)

小坂　星嵐(3)

河野　栄一郎(3)

小林　迅人(2)

萱沼　圭佑(2)

都留興譲館高

　天野　龍希(3) 小林　迅人(2)

　小俣　蓮虎(2) 萱沼　圭佑(2)

佐藤　豪(2)

小笠原　精(1)

佐藤　豪(2)

杉本　健太(2)

宮下　太陽(2)

羽田　紗彩(1)

鈴木　杏也実(1)

熊坂　凜(1)

天野　小春(1)

清水　桃湖(1)

天野　恵来(1)

荒井　涼花(1)

羽田　紗彩(1)

　天野　小春(1) 清水　桃湖(1)

羽田　紗彩(1)

鈴木　杏也実(1)

天野　恵来(1)

清水　桃湖(1)

熊坂　凜(1)

佐々木　菜名(2)

田中　瑠々花(3)

田中　瑠々花(3)

荒井　涼花(1)

渡邉　梨緒(2)

佐藤　彩花(3)

天野　小春(1)

都留興譲館高

　鈴木　杏也実(1)


	20180610グランプリ1st t8　興譲館
	20180610グランプリ1st 都留興譲館2

