
YONEX 信濃毎日新聞社杯 第15回ｍ＆ｍチャレンジ・ソフトテニス・トーナメント

参加者リスト 男子 2年生以下の部

地域 学校名
登録受
付番号

選手名 選手名

1 南箕輪村 南箕輪 B001 有賀 幹祐 堀   馨斗

2 佐久市 佐久東 B002 中島 怜音 神津 亮介

3 佐久市 佐久東 B003 神津 勇斗 武者 光彦

4 佐久市 佐久東 B004 田口 靖樹 上原 大輝

5 佐久市 浅間 B005 柳澤 陸斗 中島 隆浩

6 佐久市 浅間 B006 木ノ井 太陽 角田 莉樹

7 佐久市 浅間 B007 木内 啓斗 清水 佑真

8 東御市 東御東部 B008 武井 優弥 栁沢 大和

9 東御市 東御東部 B009 金井 悠月 西澤 響貴

10 長野市 附属長野 B010 五十嵐 直人 斉藤 一輝

11 長野市 附属長野 B011 金子 幹太 楠見 知大

12 長野市 附属長野 B012 市川 亮大 太田 慎人

13 長野市 附属長野 B013 坂爪 孝成 山﨑 貴翔

14 長野市 附属長野 B014 堀内 誠矢 小布施 卓玖

15 箕輪町 箕輪 B015 湯澤 弥央 黒田 悠人

16 箕輪町 箕輪 B016 前澤 陽斗 有賀 志和

17 箕輪町 箕輪 B017 大槻 耀史 北條 拓真

18 上田市 真田 B018 竹内 直輝 加藤 舜也

19 上田市 真田 B019 常田 亮太 堀内 晴斗

20 上田市 真田 B020 森川 海凪 坂口 拓海

21 長野市 柳町 B021 髙森 一樹 轟 圭悟

22 長野市 柳町 B022 北澤 碧 松下 将太

23 飯島町 飯島 B023 古屋 太陽 宮脇  義幸

24 上田市 上田第一 B024 山辺 勝也 八田 大和

25 上田市 上田第一 B025 佐伯 壮之介 長谷川 優眞

26 上田市 上田第一 B026 小川 徠生 今井 洸希

27 上田市 上田第一 B027 西澤 佑翔 宮島 陸

28 上田市 上田第一 B028 堀 侑杏 荒引 優幸

29 佐久市 野沢 B029 相澤 守 三浦 健斗

30 佐久市 野沢 B030 碓氷 涼 小須田 慶斗

31 坂城町 坂城 B031 小林 奏太 山城 一啓

32 坂城町 坂城 B032 竹内 碧人 狐塚 歩武

33 坂城町 坂城 B033 塚田 士龍 永井 大翔

34 坂城町 坂城 B034 丸山 昴 古谷 彩貴

35 坂城町 坂城 B035 久保 大河 伊藤 大和

36 坂城町 坂城 B036 中村 巧 中曽根 琉空

37 上田市 上田第四 B037 中村 允音 竹内  暖

38 佐久市 中込 B039 篠原 辰弥 山崎 晃平

39 佐久市 中込 B040 小林 怜太(臼田中) 大塚 侃慈

40 長野市 長野北部 B043 有賀 来 戸谷 新太

41 長野市 長野北部 B044 山下 水大 池田 成秀

42 長野市 長野北部 B045 渋谷 昊平 上野 佑太

43 上田市 塩田 B046 荻原 悠生 宮原 司

44 上田市 塩田 B047 依田 悦哉 池田 祐斗

45 上田市 塩田 B048 斎藤 心温 市村 寛人
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46 長野市 長野西部 B049 和田 博泰 小林 暁斗

47 長野市 長野西部 B050 堀内 幹太 上松 莉久

48 長野市 長野西部 B051 大日方 汰雅 木村 瑞基

49 長野市 長野西部 B052 五十嵐 悌頼 今井 倫太郎

50 長野市 長野西部 B053 新井 竣 藤澤 天志

51 小布施町 小布施 B054 西原 楽人 小林 知希

52 山ノ内町 山ノ内 B055 池田 拓未 仲野 豪

53 須坂市 墨坂 B056 小林 優空 小林 映太

54 須坂市 墨坂 B057 宮澤  翔 高橋 飛優

55 須坂市 墨坂 B058 藤本  颯 小林 優矢

56 須坂市 墨坂 B059 横井  翔 中村 公紀

57 須坂市 墨坂 B060 阿部 天詩 荒井 悠騎成

58 長野市 若穂 B061 鈴木 伶弥 武井 蒼汰

59 千曲市 戸倉上山田 B062 中澤 航生 宮原 一紀

60 千曲市 戸倉上山田 B063 中原 龍之介 久保 侑嗣

61 長野市 犀陵 B065 小出 悠人 下條 裕奨

62 長野市 犀陵 B066 大川原 碧志 北村 知大

63 長野市 犀陵 B067 橋本 佑陸 荻原 侑汰

64 長野市 犀陵 B068 西澤 佑起 千葉 暖人

65 長野市 三陽 B069 利根川 恭矢 関野 奏平

66 長野市 三陽 B070 木原田 悠斗 木下 恵介

67 長野市 三陽 B071 太田 彰祐 布利幡 祐貴

68 長野市 三陽 B072 市田 蓮弥 堀内 奏夢

69 長野市 三陽 B073 青柳 里玖 石原 仁

70 長野市 川中島 B074 下平 智也 大南 祐人

71 長野市 川中島 B075 山本 拓生 小林 諒平

72 長野市 川中島 B076 小林 空良 中島 颯汰

73 上田市 上田第六 B077 塩沢 綾人 横山 智也

74 上田市 上田第六 B078 山崎 朔斗 林   昂幹

75 上田市 上田第六 B079 花岡 柊眞 丸山 大輝

76 上田市 上田第六 B080 鈴木 悠斗 今井 優真

77 長野市 裾花 B081 上原 大騎 小林 陸人

78 長野市 裾花 B082 小池 広太 横田  烈

79 長野市 裾花 B083 本田 智也 関口 皓貴

80 長野市 裾花 B084 小山 瞬哉 飯島 優介

81 長野市 裾花 B085 美谷島 憂佑 岡村 伊織

82 長野市 裾花 B086 北澤 琉空 伊藤 玄篤

83 長野市 裾花 B087 饗場 大夢 塚田 崇文

84 長野市 裾花 B088 宮本 慎太郎 宮下 滉啓

85 長野市 裾花 B089 小木 悠梨 小林 樹生

86 長野市 櫻ヶ岡 B090 轟 颯太 上山 朔夢

87 長野市 櫻ヶ岡 B091 山川 悠斗 林部 龍雅

88 上田市 丸子 B092 加藤 陽向 柴田 昌弥

89 上田市 丸子 B093 掛川 直人 原田 拓弥


