
３位 山中湖東

３位 小笠原

女子 上暮地，山中，富士見町， 甲西，富士見町，竜西，敷島南，北富士，

フラッシュ，釜水，大石， １位 上暮地　２位 山中湖東 あずま，小明見，韮崎，下二小，大石 １位 上暮地　２位 甲西

関東大会・全国大会予選

男子 下二小，大国，竜西， １位 大国　　２位 下二小 大国，岩手，明野，竜西，湯田 １位 下二小　２位 大国

7

ＮＨＫ杯ブロック別優勝 関東スポ少予選 県下小学生ミニバス大会（ＵＴＹカップ）

釜水 松山，大石

八代，小笠原 ３位 韮崎・小笠原

山中東，小笠原，甲西 ３位 日下部・山中

竜南 釜水 須玉 小笠原 上暮地須玉

小笠原，大石，松山，甲西， 北富士，上暮地，石田，小笠原，

6 女子 須玉 下二小，下一，小明見，須玉， 釜水，山中，下二小，小明見，

八代

男子 甲府東 敷島北，甲府東，八代，韮崎 甲府東，大国，下二小，石田， 八代 田富 八代 甲府東 下二小甲府東

甲西

下二小，山中，小笠原 大明見，上暮地，泉，玉穂，

日下部

忍野 向原

5 女子 玉幡 上暮地，須玉，向原，小明見， 白根源，向原，下二小，敷島南， 小明見 上暮地 須玉 上暮地 須玉 向原

男子 加納岩 八代，日下部，下一 甲府東，竜西，八代，加納岩

下二小 向原 須玉 下二小
4

加納岩 日下部 八代 加納岩 八代

下二小 甲府東 大国 船津

忍野

竜南，山中，玉穂 向原，下一，忍野，須玉

日下部 日下部

女子 須玉 下二小，向原，敷島，玉幡， 小明見，玉幡，八代，小笠原， 須玉

下二小男子 船津 国母，甲府東 大国，下二小，船津 船津

下二小 釜水

高根北

田富，国母，山中 下二小，須玉，小笠原，松山，

向原 松山 玉幡 下二小 向原 須玉

下一 韮崎

3 女子 下二小 釜水，向原，山中東，松山， 下一，玉幡，向原，白根百田，

日下部 下二小 甲府東 日下部 下二小 甲府東男子 日下部 下二小，下一，甲府東 韮崎，日下部，甲府東

大明見

須玉

松山 玉幡 山中東 大明見 甲府東大明見

松山，富士見町，敷島南，須玉，

2 女子 松山 大明見，向原，山中東 山中東，塩山，竜西，甲西，

塩山

日下部 韮崎 下一 日下部下一男子 下一 船津，日下部，塩山 韮崎，塩山，下一

大月東

白州

竜西，須玉，敷島北，玉穂，

松山 下二小 下二小 松山 須玉

日下部

元年 女子 八代，須玉 八代，下二小，松山，日下部，

平成

韮崎 下一 韮崎 下一 国母男子 相川，下一 下一，国母，甲府東

双葉西

八代

大月東 松山 竜南 大月東松山

松山，山中，山中東，小明見，

63 女子 大月東 小明見，松山，八代 下二小，玉幡，向原，大月東，

韮崎

甲府東 下二小 甲府東 塩山男子 甲府東 下二小，武川，日下部 下二小，新田，韮崎 下二小

62

男子 韮崎 下二小，塩山，甲府東 韮崎，下一，新田

竜南

大月東 日下部小明見

下二小，大月東，日下部 西条，竜西，小明見，大月東，

女子 松山 小明見，山中東，敷島，韮崎， 田富，小笠原，下二小，山中東， 松山 下二小

韮崎 日下部 韮崎

加納岩，山中東，一宮 豊，玉幡，双葉東，敷島北

松山 竜西 小明見 松山 竜西 大月東

国母 韮崎 国母

61 女子 松山 竜西，小明見，双葉東，玉幡， 下二小，松山，竜西，小明見，

男子 韮崎 国母，塩山，武川 韮崎，国母 韮崎

60

男子 甲府東，塩山

山中東，忍野，敷島小 塩山，松山，忍野，敷島小 北巨摩

韮崎

女子 山中東 大月東，加納岩，松山， 竜西，都留，韮崎，山中東， 大月東 敷島北 忍野 山中東

日下部 相生 甲府東 塩山

竜西，大月東，敷島，日下部

山中東 竜西 吉田

国母 塩山

59 女子 大月東 都留，下二小，大月東 吉田，山中東，下二小，松山，

男子 国母，塩山 加納岩，国母，塩山 下二小

松山 大月東山中東

大月東，下二小

58 女子 松山，都留，山中東，朝日 大月東，吉田，下二小

大藤 韮崎 甲府東男子 韮崎，甲府東 大藤，甲府東

一宮西，禾生

大月東 小明見 吉田小

池田 吉田小

57 女子 大月東，吉田小 大月，吉田，須玉，山中東，

境川

男子 甲府東 塩山Ａ，吉田 勝沼

女子 竜南，湯田，須玉，明野 竜南，大月Ａ，須玉 竜南 小笠原
56

男子 勝沼 勝沼

上野原 勝沼

女子 双葉西，竜南 双葉西，須玉，高根西，小明見 小明見

勝沼 双葉西 大藤

高根西 双葉西

明野

55
男子 韮崎 韮崎 韮崎

女子 小笠原，若神子 源，明野，小明見 若神子 韮崎
54

男子 韮崎 韮崎 韮崎 韮崎

若神子

韮崎

53 女子 ２６チーム登録 小明見，若神子，飯野

昭和 男子 　　（連盟創立） 韮崎

年度 男女 代表 上位チーム ブロック別優勝チーム １位

山梨県ミニバスケットボール連盟　大会記録

大会名 ＮＨＫ杯ミニバス・関東スポ少予選 県下小学生ミニバス大会 関東大会予選 全国大会予選

２位 ３位 １位 ２位 ３位
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山梨県ミニバスケットボール連盟　大会記録

大会名 ＮＨＫ杯ミニバス大会 関東スポ少予選 関東大会予選 ＵＴＹ旗交歓大会兼全国ミニバス大会予選 県新人大会

大国 明野，大国，貢川，新田， ２位 大国 ２位 春日居

１位 加納岩 １位 明見

大国，明見 ２位 明見 ２位

上位チーム 上位チーム

男子 加納岩，敷島北，竜南， １位 加納岩 １位 加納岩 加納岩，下一，敷島北，

年度 男女 ブロック別優勝チーム 上位チーム 上位チーム ブロック別優勝チーム

田富 市川8

明見 田富 ３位 敷島北 ３位 湯田平成 ３位 大国 ３位

釜水 フラッシュ，朝日，大明見， ２位 釜水 ２位 フラッシュ山中湖東，釜水，須玉， ２位 上暮地 ２位

上暮地 上暮地，小立，忍野，竜西， １位 上暮地 １位 甲西女子 甲西，竜西，上暮地， １位 釜水 １位

須玉，山中，小明見，甲西 甲西 牧丘フラッシュ，大石

甲西 八代，国母，釜水，強瀬，石田 ３位 竜西 ３位 小明見国母，大月東， ３位 甲西 ３位

朝日

３位 下二小 ３位 明見 ３位 櫛形

２位 下二小 明見，岩手，八代，下二小 ２位 下二小 ２位

市川 市川，塩山，櫛形，貢川， １位 市川 １位 下一男子 下二小，貢川，市川， １位 市川 １位

岩手，明見 ２位 明見

明見 加納岩

女子 山中湖東，富士見町， １位 甲西 １位 甲西 甲西，加納岩，竜南，上暮地

３位 市川

敷島南，須玉，小明見，牧丘 ２位 フラッシュ ２位 須玉

甲西，下一，下二小， ３位 豊 ３位

１位 甲西 １位 甲西

フラッシュ，大明見， ２位 山中湖東 ２位 山中湖東

10

男子 湯田，朝日，下一， １位 櫛形

玉幡，竜南，大石

フラッシュ 豊，フラッシュ，大明見，玉幡 ３位 小明見 ３位 御坂

9

下一

櫛形，市川 ２位 大国 ２位 朝日 大国，櫛形，下二小，朝日 ２位 朝日

１位 田富 田富，相川，下一，明見， １位 下一 １位

山中湖東，大国，大石，釜水 山中湖東 上暮地

田富 ３位 市川

２位 朝日

３位 朝日 ３位 大国 ３位

上暮地 猿橋，御坂，大月東，白根源， ２位 大明見 ２位 山中湖東

甲西，強瀬，敷島南，大明見， １位 甲西 １位 上暮地

甲西，富士見町，朝日， ２位 甲西 ２位

大国 加納岩

女子 大明見，竜西，大石， １位 上暮地 １位 甲西

忍野，下一，押原，上暮地 上暮地 甲西

須玉，八代，石田，竜西， ３位 須玉 ３位 加納岩

須玉

強瀬，下二小，上暮地， ３位 須玉 ３位 朝日

竜西

３位 下二小 ３位 市川 ３位 大国

２位 下一 市川，加納岩，田富，下一 ２位 市川 ２位

八代 八代，甲府東，大国，櫛形， １位 八代 １位 市川男子 八代，下一，貢川， １位 八代 １位

市川，櫛形，竜西 ２位 市川

下一 国母

女子 下二小，白根あずま， １位 上暮地 １位 上暮地 上暮地，小立，白根源，竜西，

３位 塩山

山中湖東，大月東，東町，甲西 ２位 白根あずま ２位 大月東

玉幡，山中湖東，牧丘， ３位 加納岩 ３位

１位 上暮地 １位 下二小

甲西，竜西，小笠原， ２位 甲西 ２位 白根あずま

12

男子 市川，八代，竜西， １位 市川

上暮地，加納岩

加納岩 豊，下一，七保，田富，下二小 ３位 甲西 ３位 御坂

11

田富

相川，池田，国母 ２位 竜西 ２位 国母 竜西，八代，相川，国母 ２位 市川

１位 市川 市川，櫛形，朝日，大国 １位 国母 １位

富士見町，小笠原，白根あずま 竜西 豊

大国 ３位 船津

２位 市川

３位 国母 ３位 塩山 ３位

大月東 猿橋，竜西，八代，忍野，豊 ２位 下二小 ２位 新屋

下二小，大国，甲西，富士見町 １位 大月東 １位 小笠原

大月東，白根源，大石， ２位 忍野 ２位

八代 明見

女子 下二小，豊，忍野， １位 下二小 １位 下二小

13

男子 田富，池田，竜南， １位 田富 １位

昭和，市川，甲西 ２位 八代

山中湖東，朝日 下一 八代

大明見，下一，白根源，北富士 ３位 忍野 ３位 国母

山中湖東

相川，朝日，松山， ３位 大月東 ３位 豊

竜王

３位 市川 ３位 竜南 ３位 市川

２位 八代 竜南，吉田，明見，八代 ２位 田富 ２位

田富 田富，池田，大国，市川， １位 八代 １位 日下部

竜南 双葉

女子 小明見，甲西，松山， １位 新屋 １位 下二小 下二小，白根あずま，下中，豊

３位 市川

松山 松山，上暮地，敷島南，下一， ３位 豊 ３位 初狩

竜西，玉穂，白根百田，大明見 ２位 新屋 ２位 山中湖東

猿橋，下二小，竜西， ３位 小笠原 ３位

１位 下二小 １位 松山

小笠原，白根源，宝， ２位 下二小 ２位 小笠原

田富

八代，日下部， ２位 八代 ２位 大国 櫛形，竜王，八代，大国 ２位 大国

１位 田富 田富，下一，市川，日下部， １位 田富 １位

新屋，甲西，白根源，小笠原 松山 櫛形豊

男子 竜王，田富，市川， １位 日下部

山中湖東

日下部 ３位 市川

４位 櫛形

２位 大国

韮崎北東 ３位 市川 ３位 櫛形 ３位

女子 下二小，大明見，櫛形豊，１位 松山 １位

竜王 ４位 吉田

下一，初狩，御坂，白根あずま ２位 下二小 ２位 小明見

山中湖東，松山，下一， ３位 大明見 ３位

白根あずま，上暮地， ２位 下二小 ２位 下二小

松山 松山，小立，大明見，櫛形豊， １位 松山 １位 松山

15

男子 田富，大国，下二小， １位 田富

竜西，富士見町 ４位 山中湖東

白根あずま 竜西，石田，宝，上暮地，大国 ３位 竜西 ３位 小笠原

14

竜王

櫛形，吉田，泉 ２位 泉 ２位 泉 下一，吉田，大国，泉 ２位 泉

１位 田富 田富，竜王，双葉，市川， １位 田富 １位

高根西，下二小 白根あずま ４位 白根百田

市川 ３位 塩山

３位 八代 ３位 市川

２位 大国

３位 下一 ３位 下一 ３位

松山 松山，山中Ｌ，大明見，下中 １位 小明見 １位 下二小女子 松山，下中，牧丘， １位 松山 １位

吉田 ４位 韮崎

白根あずま 白根あずま，小立，白根源 ３位 下二小 ３位 船津

竜西，真木，櫛形豊，下二小 ２位 松山 ２位 初狩

甲西，下二小，大国， ３位 下二小 ３位

小明見，大明見， ２位 白根あずま ２位 小明見

小明見

猿橋，下一，朝日，富士見町， 白根あずま ４位 下中白根あずま，猿橋 ４位 小明見 下二小
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大会名 ＮＨＫ杯ミニバス大会 関東スポ少予選 関東大会予選 ＵＴＹ旗交歓大会兼全国ミニバス大会予選 県新人大会

上位チーム 上位チーム年度 男女 ブロック別優勝チーム 上位チーム 上位チーム ブロック別優勝チーム

八代 塩山，吉田，双葉，八代 ２位 八代 ２位 双葉塩山，貢川，吉田 ２位 牧丘 ２位

大国 大国，竜王，牧丘，朝日， １位 大国 １位 八代男子 八代，竜王，牧丘， １位 竜王 １位

甲西 吉田 ４位 勝沼４位 双葉 ４位

竜王 ３位 牧丘 ３位 石田平成 ３位 大国 ３位

白根あずま 白根あずま，白根源，大月東， １位 白根あずま １位 下二小女子 初狩，下二小，船津 １位 下二小 １位

16

小立 泉，下中Ｗ，小立，下一， ３位 松山 ３位 松山山中Ｌ，下中Ｗ，大明見 ３位 船津 ３位

下二小 大明見，松山，初狩，船津， ２位 下二小 ２位 忍野猿橋，北富士Ｃ，泉 ２位 小立 ２位

敷島南，下二小

下中Ｗ 石田，大国，北富士Ｃ， 小立 ４位 白根あずま４位 大明見 ４位

八代

ウェストボーイズ ３位 甲西 ３位 甲西 ３位 相川

２位 双葉 甲西，大国，明見，双葉 ２位 双葉 ２位

八代 八代，塩山，相川，韮崎北東， １位 八代 １位 大国男子 双葉，韮崎北東，明見， １位 八代 １位

竜王，八代， ２位 双葉

甲西 ４位 貢川

３位 韮崎北東

４位 塩山 ４位 塩山

下二小，下一，白根源，大国， １位 下二小 １位 上暮地

松山，大国，白根源， ２位 白根あずま ２位

女子 下二小，小立，牧丘， １位 下二小 １位 下二小

小明見，大月東，上暮地， ３位 松山 ３位 小立

大明見，西桂 ４位 忍野 ４位

白根あずま，新屋， ３位 小明見 ３位 小明見

白根百田 猿橋，八代，韮崎北東，松山， ２位 白根あずま ２位 山中Ｌ

18

男子 朝日，下一，八代， １位 八代

松山 新屋，白根あずま，初狩， 白根百田 ４位 小明見

17

一宮

大国，田富，一宮 ２位 大国 ２位 田富 大国，昭和，貢川，一宮 ２位 一宮

１位 八代 八代，下一，市川，韮崎北東， １位 八代 １位

大明見，白根百田

韮崎北東 ３位 双葉

４位 田富 ４位 下一

２位 大国

３位 下一 ３位 大国 ３位

上暮地Ｍ 上暮地Ｍ，勝山，西桂， １位 上暮地Ｍ １位 櫛形豊女子 下二小，山中Ｌ，小立， １位 上暮地Ｍ １位

大国 ４位 竜王

新屋 猿橋，田富，新屋，大国， ３位 田富 ３位 小明見

下中Ｗ，山中湖東，竜西， ２位 小立 ２位 白根あずま

白根あずま，小明見， ３位 小立 ３位

田富，新屋，下一， ２位 小明見 ２位 白根あずま

忍野Ｗ，一宮，白根あずま

小立，下二小，小明見， 小明見 ４位 下一山中湖東，上暮地Ｍ ４位 山中湖東 ４位 下一

日下部

韮崎北東 ３位 韮崎北東 ３位 韮崎 ３位 八代

２位 八代 韮崎，韮崎北東，八代，新田 ２位 韮崎 ２位

一宮 一宮，大国，双葉，日下部， １位 一宮 １位 大国男子 双葉，一宮，新田， １位 一宮 １位

八代，韮崎，大国， ２位 双葉

双葉 ４位 塩山

３位 八代

４位 八代 ４位 双葉

白根あずま，池田，北富士Ｃ， １位 白根あずま １位 上暮地Ｍ

小明見，櫛形豊，敷島北，２位 下二小Ｖ ２位

女子 下二小，双葉，新屋， １位 白根あずま １位 白根あずま

小明見，大国，下二小Ｖ， ３位 小明見 ３位 竜西

北富士Ｃ，白根あずま， ４位 下一 ４位

山中Ｌ，上暮地Ｍ， ３位 櫛形豊 ３位 下二小Ｖ

上暮地Ｍ 白根百田，山中Ｌ，竜西， ２位 下二小Ｖ ２位 小明見

20

男子 大国，貢川，石田， １位 大国

大明見，白根百田

小明見 田富，下一，猿橋，櫛形豊， 上暮地Ｍ ４位 下二小Ｖ

19

ｳｪｽﾄﾎﾞｰｲｽﾞ

明野，明見，勝沼 ２位 明見 ２位 明野 八代，田富，石田，日下部 ２位 明見

１位 大国 大国，明野，明見，竜王， １位 大国 １位

松山，上暮地Ｍ，敷島北

明野 ３位 牧丘

４位 八代 ４位 吉田

２位 昭和

３位 明野 ３位 明見 ３位

上暮地ＭＭ 上暮地Ｍ，新屋，小明見， １位 上暮地ＭＭ １位 大明見女子 敷島南，勝沼，上暮地Ｍ，１位 上暮地ＭＭ １位

竜王 ４位 コモア

小明見 下二小Ｖ，双葉，甲府東， ３位 小明見 ３位 南ｱﾙﾌﾟｽHMS

松山，敷島南，大明見，加納岩 ２位 新屋 ２位 松山

玉幡，大明見，八代， ３位 新屋 ３位

新屋，下東，下二小Ｖ， ２位 小明見 ２位 新屋

勝山Ｇ，白根あずま，石田

山中Ｌ，上野原Ａ，田富， 松山 ４位 八代

小明見，国母

南アルプスＨＭＳ， ４位 加納岩 ４位 下二小Ｖ

小立

３位 日下部 ３位 昭和 コモア，昭和 ３位 韮崎

２位 高根 大国，後屋敷，日下部， ２位 池田 ２位

ｳｪｽﾄﾎﾞｰｲｽﾞ ｳｪｽﾄﾎﾞｰｲｽﾞ，池田，韮崎， １位 ｳｪｽﾄﾎﾞｰｲｽﾞ １位 牧丘男子 池田，昭和，日下部， １位 池田 １位

牧丘，八代，コモア ２位 牧丘

大国 ４位 吉田

３位 コモア

４位 昭和 ４位 牧丘

大明見，上暮地Ｍ，下二小Ｖ， １位 大明見 １位 小明見

菅野川，下二小Ｖ，西桂 ２位 上暮地ＭＭ ２位

女子 大明見，新屋，猿橋， １位 大明見 １位 大明見

南ｱﾙﾌﾟｽHMS，こぶち，櫛形北， ３位 下二小Ｖ ３位 松山

南アルプスＨＭＳ，八代 ４位 小明見 ４位

こぶち，上野原Ａ，松山 ３位 南ｱﾙﾌﾟｽHMS ３位 松山

上暮地ＭＭ 松山，八代，猿橋，上野原Ａ， ２位 上暮地ＭＭ ２位 南ｱﾙﾌﾟｽHMS

22

男子 市川，ｳｪｽﾄﾎﾞｰｲｽﾞ，吉田，１位 コモア

玉穂 玉穂，玉幡，竜西，吉田小， 松山 ４位 敷島南

21

牧丘

コモア，牧丘，八代 ２位 牧丘 ２位 ドリームス ウエストボーイズ、敷島北、 ２位 竜王

１位 牧丘 ドリームス、牧丘、泉、竜王 １位 大国 １位

西桂，敷島南

敷島北 ３位 石田

４位 八代 ４位 ウエストボーイズ

２位 田富

３位 ウエストボーイズ ３位 大国 船津、大国 ３位

小明見 小明見、初狩、日下部、新屋 １位 小明見 １位 猿橋女子 小明見，上暮地ＭＭ， １位 小明見 １位

ドリームス ４位 櫛形

敷島南 大明見、白根あずま、敷島南 ３位 上暮地ＭＭ ３位 大国

南アルプスＨＭＳ，上暮地ＭＭ ２位 下二小Ｖ ２位 山中湖東

白根あずま，玉幡， ３位 白根あずま ３位

松山，後屋敷， ２位 松山 ２位 猿橋

相川、松山、猿橋

竜西、下二小Ｖ，大国、櫛形北 松山 ４位 加納岩

下二小Ｖ，猿橋，敷島南

山中Ｌ，櫛形北， ４位 猿橋 ４位 白根あずま
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山梨県ミニバスケットボール連盟　大会記録

大会名 ＮＨＫ杯ミニバス大会 関東スポ少予選 関東大会予選 ＵＴＹ旗交歓大会兼全国ミニバス大会予選 県新人大会

上位チーム 上位チーム年度 男女 ブロック別優勝チーム 上位チーム 上位チーム ブロック別優勝チーム

男子 昭和、日下部、田富、玉穂 竜王 大国 大国、竜王、日下部、池田 大国 下吉田

大国、敷島北、 大国 竜王 昭和、敷島北、田富、甲府東 昭和 敷島北

日下部 ドリームズ 田富 田富

朝日 昭和 日下部 大国

女子 白根あずま、下一、猿橋 白根あずま 白根あずま 白根あずま、船津、松山 山中湖東 猿橋

吉田小、田富、小明見 上暮地 上暮地 小立、玉穂、コモア、敷島南 白根あずま 山中湖東

上暮地、松山、大国、 八代 山中湖東 小明見、山中湖東、双葉 上暮地 櫛形北

山中湖東 小立 小明見 勝山、八代、櫛形豊、国母 玉穂 山中Ｌ

上暮地

男子 下吉田、増穂、池田 下吉田 敷島北 池田、日下部、河口湖 下吉田 牧丘

朝日、日下部、河口湖 敷島北 池田 昭和、田富、敷島北 河口湖 塩山

昭和 下吉田 韮崎、下吉田 田富 八代

田富 田富 大国 池田

女子 北杜西、敷島南、相川 猿橋 敷島南 敷島南、北杜西、大国 敷島南 敷島南

石田、櫛形北、下東 敷島南 山中湖東 櫛形北、松山、山中L 山中湖東 相川

山中湖東、山中L、猿橋 山中湖東 松山 下東、山中湖東 櫛形北 吉田小

石田 櫛形北 松山 櫛形北

男子 田富，八代，塩山 大国 牧丘 ウッティカップ【男子の部ベスト4】 大国 池田

大国，牧丘，敷島北 八代 大国 大国，昭和，相川，八代 相川 塩山

下吉田Bros 牧丘 八代 ウッティカップ【女子の部ベスト4】 昭和 大国

塩山 塩山 敷島南，吉田小，相川，松山 八代 昭和

女子 吉田小，加納岩，小明見 敷島南 敷島南 クルリンカップ【男子の部優勝】 敷島南 敷島南

山中湖東，櫛形豊，松山 松山 松山 都留，牧丘 松山 船津SW

CLOVERS，鳥沢，敷島南 相川 相川 クルリンカップ【女子の部優勝】 吉田小 小明見

吉田小 吉田小 船津，北杜西，釜水，CLOVERS 相川 吉田小

男子 ウェストボーイズ、八代 池田 塩山 ウッティカップ【男子の部ベスト4】 池田 八代

塩山、池田 塩山 池田 塩山、貢川 塩山 日下部

相川、大国 昭和 大国 ウェストボーイズ、池田 池田

大国 昭和 ウッティカップ【女子の部ベスト4】 貢川 勝沼
敷島南、山中湖東、船津SW、小明見

女子 大月東、竜西、敷島南 敷島南 敷島南 クルリンカップ【男子の部優勝】 敷島南 山中湖東

下東、小明見、上暮地 小明見 小明見 敷島北、勝沼 小明見 敷島南

貢川、コモア、勝山 船津ＳＷ 船津ＳＷ クルリンカップ【女子の部優勝】 山中湖東 竜西

下東 山中湖東 櫛形北、忍野W、甲府東、御坂 船津ＳＷ 玉穂

小立

３位 石田 ３位 石田 牧丘，石田 ３位 田富

２位 八代 田富，櫛形，後屋敷， ２位 櫛形 ２位

牧丘 八代，日下部，ｳｪｽﾄﾎﾞｰｲｽﾞ， １位 八代 １位 牧丘男子 牧丘，石田，櫛形，甲西 １位 牧丘 １位

下吉田，朝日，日下部 ２位 八代

河口湖 ４位 下吉田

３位 日下部

４位 河口湖 ４位 櫛形

猿橋，菅野川，玉穂，山中湖東 １位 猿橋 １位 猿橋

都留，山中湖東，双葉， ２位 下東 ２位

女子 山中Ｌ，南アルプスHMS １位 猿橋 １位 猿橋

相川，小立，小明見，双葉， ３位 敷島南 ３位 敷島南

牧丘，相川 ４位 玉穂 ４位

大国，勝山，玉穂，猿橋，３位 敷島南 ３位 相川

敷島南 加納岩，松山，櫛形北，下東 ２位 相川 ２位 新屋

24

男子 ｳｪｽﾄﾎﾞｰｲｽﾞ，大国， １位 牧丘

下東 櫛形豊，上野原，新屋，敷島南 下東 ４位 大明見

23

小立

下吉田，韮崎，相川， ２位 下吉田 ２位 下吉田 高根，日下部，吉田，牧丘， ２位 韮崎

１位 牧丘 韮崎，竜王，ｳｪｽﾄﾎﾞｰｲｽﾞ， １位 日下部 １位

ｳｪｽﾄﾎﾞｰｲｽﾞ ３位 竜王

４位 玉穂 ４位 日下部

２位 大国

小立 ３位 日下部 ３位 玉穂 玉穂 ３位

猿橋 猿橋，大国，勝山，小明見， １位 猿橋 １位 白根あずま女子 船津，敷島南，鳥沢， １位 新屋 １位

玉穂 ４位 八代

敷島南 鳥沢，敷島南，松山，下一， ３位 松山 ３位 船津

田富，八代，南アルプスＨＭＳ ２位 新屋 ２位 櫛形豊

小明見，南アルプスHMS ３位 敷島南 ３位

竜西，新屋，白根あずま，２位 猿橋 ２位 新屋

韮崎北東，新屋

山中湖東，白根あずま，石田， 鳥沢 ４位 韮崎北東猿橋，大明見 ４位 小明見 ４位 鳥沢

小立，甲西 ３位 小立 ３位 竜王

２位 小立 増穂，八代，河口湖，竜王， ２位 小立 大国

大国 大国，ｳｪｽﾄﾎﾞｰｲｽﾞ，石和， １位 ウエスト・ボーイズ
ブ
ロ
ッ

ク
優
勝

こぶち

小立 ３位 石和 竜王

男子 敷島北，大国，竜王， １位 大国 １位

八代，ｳｪｽﾄﾎﾞｰｲｽﾞ， ２位 ｳｪｽﾄﾎﾞｰｲｽﾞ

女子 松山，双葉，下一，船津，１位 白根あずま １位 敷島南

八代 甲府東４位 八代 ４位 八代

玉穂 猿橋，山中Ｌ，韮崎北東， ２位 敷島南 上暮地

小明見，猿橋，玉穂 ３位 小明見 ３位

敷島南，大明見，松山，櫛形豊 １位 玉穂
ブ
ロ
ッ

ク
優
勝

双葉

櫛形小笠原，大明見， ２位 猿橋 ２位

白根あずま 櫛形小笠原，下一，小明見， 櫛形小笠原 白根あずま

船津 白根あずま，船津，東桂， 小明見

白根あずま ４位 下一 ４位

２位 ２位 ２位 ２位

３位 ３位 ３位 ３位

双葉，竜西，玉穂

26

１位 １位 １位 １位

25

３位 ３位 ３位 ３位

４位 ４位 ４位

１位 １位 １位 １位

２位 ２位 ２位 ２位

４位 ４位 ４位

３位 白根あずま

２位 ２位 ２位

３位 ３位 ３位 ３位

27

１位 １位 １位 １位

２位

３位 ３位 ３位 ３位

４位 ４位 ４位

１位 １位 １位 １位

２位 ２位 ２位 ２位

４位 ４位 ４位

２位 ２位 ２位

３位 ３位 ３位 ３位

３位 ３位 ３位 ３位

28

１位 １位 １位 １位

２位

３位 ３位 ３位 ３位

４位 ４位 ４位

１位 １位 １位 １位

２位 ２位 ２位 ２位

４位 ４位 ４位

１位 １位 １位 １位

３位 ３位 ウェストボーイズ ３位

４位 ４位 ４位

29

１位 １位 １位 １位

２位 ２位 ２位 ２位

３位

４位 ４位 ４位

２位 ２位 ２位 ２位
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