
２０１０山梨グランプリ総合得点　上位１０位

順位 点の合計 部門 氏名 所属
1 37 一般男 沢辺　直人 山梨大AC
2 31 一般男 新津　和樹 山梨大
3 30 一般男 久保田　尊士 山梨大
4 24 一般男 青木　邦成 都留文科大
5 13 一般男 中村　亮 山梨高教員
6 12 一般男 依田　崇弘 東京大
7 11 一般男 高橋　大地 山梨大
7 11 一般男 百木田　雄亮 東海大
7 11 一般男 林　陵平 都留文科大
7 11 一般男 石野　玲央 都留文科大
1 37 高校男 飯久保　智洋 巨摩高
2 22 高校男 村田　雅弥 身延高
3 21 高校男 山地　悟 桂高
4 17 高校男 宮野　祐太 桂高
4 17 高校男 小俣　勇稀 桂高
6 16 高校男 中村　圭 日大明誠高
7 14 高校男 中込　清太 巨摩高
8 13 高校男 小林　史弥 駿台甲府高
9 12 高校男 小澤　史哉 都留高

10 11 高校男 吉原　優人 駿台甲府高
10 11 高校男 内田　智也 巨摩高
1 22 中学男 渡邊　黎旺 大国陸上クラブ
1 22 中学男 志村　太郎 未来の森AC
3 18 中学男 高橋　将平 大国陸上クラブ
4 17 中学男 浦川　ﾏｰｸｱﾝｼﾞｪﾛ 増穂中
4 17 中学男 西中山　創 未来の森AC
4 17 中学男 藤本　聖哉 大月AC
4 17 中学男 荻野　慧人 大国陸上クラブ
8 11 中学男 清水　隼人 未来の森AC
9 10 中学男 山崎　翼 未来の森AC
9 10 中学男 樋口　景 未来の森AC
1 25 小学男 高野　隼人 ナカムラAC
1 25 小学男 中込　晃太朗 南アルプスAC
1 25 小学男 小俣　洋 大月AC
4 17 小学男 望月　悠斗 南アルプスAC
5 15 小学男 望月　岳斗 南アルプスAC
6 14 小学男 築地　和馬 白根東AC
6 14 小学男 野村　涼 未来の森AC
8 13 小学男 佐藤　諒 中村塾
8 13 小学男 小林　和樹 大月AC

10 12 小学男 菊池　遼河 大国陸上クラブ
1 21 一般女 志村　詩織 山梨大
2 17 一般女 長倉　由佳 都留文科大職員
2 17 一般女 松山　文奈 都留文科大
4 16 一般女 前川　奈央 都留文科大
5 12 一般女 松野　佳奈 未来の森AC
5 12 一般女 小林　悠香 都留文科大
5 12 一般女 寺田　ゆず 都留文科大
8 11 一般女 高橋　優香 都留文科大
9 10 一般女 三澤　真理 山梨大

10 9 一般女 小高　郁恵 都留文科大
10 9 一般女 川村　美沙季 山梨大
10 9 一般女 鈴木　千夏 都留文科大
1 42 高校女 蔵野　知子 身延高
2 31 高校女 高村　杏 桂高
3 26 高校女 杉山　愛海 山梨学院附属高
4 21 高校女 山口　初乃香 駿台甲府高
5 20 高校女 剱持　早紀 山梨学院附属高
6 19 高校女 内田　莉奈 巨摩高
6 19 高校女 新田　由里子 桂高
8 18 高校女 小林　未加子 富士河口湖高
9 16 高校女 松永　彩花 身延高
9 16 高校女 田中　結 巨摩高
9 16 高校女 内藤　朱香 巨摩高



２０１０山梨グランプリ総合得点　上位１０位

順位 点の合計 部門 氏名 所属
1 41 中学女 加賀美　蘭 大国陸上クラブ
2 29 中学女 近藤　祐未 未来の森AC
3 22 中学女 世古口　聖花 大国陸上クラブ
4 20 中学女 渡辺　眞里子 未来の森AC
5 19 中学女 勝俣　美空 大月AC
6 18 中学女 林　安優 大国陸上クラブ
7 16 中学女 丸山　瑠里子 未来の森AC
8 12 中学女 中澤　美結 大国陸上クラブ
8 12 中学女 望月　槙 大国陸上クラブ

10 11 中学女 藤本　真優 大国陸上クラブ
10 11 中学女 田中　璃湖 未来の森AC
10 11 中学女 雨宮　利奈 未来の森AC
10 11 中学女 山田　美樹 未来の森AC
1 41 小学女 篠原　理加 北西陸上クラブ
2 34 小学女 山下　瀬捺 大国陸上クラブ
3 30 小学女 島田　梨沙 大国陸上クラブ
4 26 小学女 小田切　愛優 南アルプスAC
5 21 小学女 保坂　奈菜 南アルプスAC
6 20 小学女 小林　真和 大国陸上クラブ
7 15 小学女 原　なつめ 大国陸上クラブ
7 15 小学女 秋山　萌 南アルプスAC
9 15 小学女 原　恵梨子 北西陸上クラブ

10 14 小学女 伊藤　百花 ナカムラAC
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