
YONEX 信濃毎日新聞杯　第16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 長野市 川中島 B001 傳田　光希 門﨑　海斗

2 長野市 川中島 B002 下原　光稀 西方　蓮太郎

3 長野市 川中島 B003 小山　萩 篠原　柊

4 長野市 川中島 B004 吉澤　太陽 丸山　拓海

5 長野市 川中島 B005 西澤　佳祐 笠井　拓馬

6 長野市 川中島 B006 和田　悠玖 寺嶋　志優

7 長野市 川中島 B007 山岸　隼也 若林　大智

8 長野市 川中島 B008 北澤　魁 西澤　蓮之助

9 長野市 川中島 B009 丸山　時叶 小山田　藍斗

10 長野市 川中島 B010 稲葉　真翔 山本　太陽

11 長野市 川中島 B011 吉越　大地 峯村　拓登

12 須坂市 相森 B012 米沢　康佑 小林　海翔

13 安曇野市 穂高東 B013 髙山　裕矢 須釜　都文

14 安曇野市 穂高東 B014 重　　百武 帯刀　健志

15 安曇野市 穂高東 B015 志村　祐紀 村田　涼太

16 安曇野市 穂高東 B016 長谷川　浬利 遠藤　陸翔

17 安曇野市 穂高東 B017 平林　光喜 鈴木　悠太

18 安曇野市 穂高東 B018 林　諒馬 中村　蒼空

19 安曇野市 穂高東 B019 吉澤　一輝 原田　理穏

20 南箕輪村 南箕輪 B020 赤羽　蒼空 北原　大遼

21 南箕輪村 南箕輪 B021 内山　尊斗 追野　雄太

22 南箕輪村 南箕輪 B022 吉田　龍聖 熊谷　集

23 南箕輪村 南箕輪 B023 中村　悠雅 酒井　翔哉

24 南箕輪村 南箕輪 B024 大石　快浬 松澤　大和

25 飯島町 飯島 B025 古屋　太陽 宮脇　義幸

26 箕輪町 箕輪 B026 白木　晧崇 田澤　拓実

27 坂城町 坂城 B027 木全　四季 春日　晴吉

28 坂城町 坂城 B028 柳澤　光樹 岡田　大空

29 坂城町 坂城 B029 栗林　要太 清水　空音

30 上田市 上田第五 B038 内川　健斗 倉島　康介

31 上田市 上田第五 B039 飯嶋　琉夢 武舎　玲人

32 上田市 真田 B040 堀内　連太郎 大久保　勇翔

33 上田市 真田 B041 堀内　克樹 青木　陸

34 上田市 真田 B042 本島　暖 正木　勇太

35 佐久市 臼田 B043 小林　怜太 土屋　和真

36 佐久市 臼田 B044 黒澤　成弥 岡本　淳平

37 佐久市 臼田 B045 伴野　琉衣 岩田　朋樹

38 佐久市 臼田 B046 岩下　聖音 髙栁　亘希

39 佐久市 臼田 B047 新海　源蔵 日向　琉泉
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40 中野市 南宮 B048 江本　慧 鷲尾　碧汰

41 中野市 南宮 B049 滝澤　知己 鷲尾　瑛樹

42 中野市 南宮 B050 鈴木　勇翔 小高　誓也

43 中野市 南宮 B051 上原　和真 長田　浩平

44 中野市 南宮 B052 海野　翼 加藤　博俊

45 中野市 南宮 B053 中村　祐介 小林　壱生

46 東御市 東御東部 B054 櫻井　駿也 桜井　優海

47 東御市 東御東部 B055 田口　大 相馬　碧天

48 東御市 東御東部 B056 瀧澤　昂大 小河原　叶真

49 長野市 長野西部 B057 田代　拓己 中島　瑶太

50 長野市 長野西部 B058 岸　　知岳 黒川　冬陽

51 長野市 長野西部 B059 柴田　れお 三宅　海徳

52 上田市 上田第四 B060 齋藤　榛 栁澤　泰良

53 長野市 裾花 B061 矢島　啓斗 松本　大樹

54 長野市 裾花 B062 北村　洸樹 馬場　一颯

55 長野市 裾花 B063 吉岡　滉平 滝澤　賢太朗

56 佐久穂町 佐久穂 B064 中島　琢磨 内藤　元貴

57 長野市 長野北部 B069 新井　清秀 大川　怜音

58 長野市 長野北部 B070 穐本　杏有 山﨑　皓介

59 長野市 長野北部 B071 髙橋　暖 前島　駿

60 長野市 長野北部 B072 柳澤　陽色 松澤　真

61 長野市 長野北部 B073 永井　司冴 林　龍之介

62 長野市 長野北部 B074 垂澤　奏汰 柳沢　亮太

63 長野市 長野北部 B075 中山　凱斗 髙木　優晄

64 長野市 附属長野 B076 井澤　耀 青木　洸志郎

65 長野市 附属長野 B077 中澤　亮佑 清水　雄仁

66 長野市 附属長野 B078 伊藤　怜樹 西村　颯太

67 長野市 附属長野 B079 山田　周 伊藤　驍

68 長野市 附属長野 B080 和田　瑞生 間　智輝

69 長野市 附属長野 B081 黒崎　康平 佐藤　善彦

70 上田市 上田第一 B086 荒引　優幸 堀　侑杏

71 上田市 上田第一 B087 國貞　将太 浅木　優

72 上田市 上田第一 B088 清水　玲桜 吉田　一哲

73 上田市 上田第一 B089 若林　悠太 北澤　汰牙

74 長野市 長野東部 B090 春原　康希 永井　瑛汰

75 長野市 長野東部 B091 内山　絢太 清水　貴晴

76 長野市 長野東部 B092 黒澤　岳人 小林　諒成

77 長野市 長野東部 B093 藤沢　孝助 青木　聡太

78 長野市 長野東部 B094 髙澤　悠史 宮嵜　康平

79 長野市 長野東部 B095 笠原　翔太 笠井　陸

80 千曲市 戸倉上山田 B096 若林　大心 小林　拓寛

81 千曲市 戸倉上山田 B097 五十嵐　悠綺 緑川　幸彦

82 千曲市 戸倉上山田 B098 野澤　祐介 篠崎　心
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83 飯綱町 飯綱 B099 黒田　夏凪 藤田　麗

84 飯綱町 飯綱 B100 横川　善 鶴田　悠人

85 長野市 三陽 B101 坂本　陸 岩嵜　主税

86 長野市 三陽 B102 大前　玲温 大塚　風翔

87 長野市 三陽 B103 塩原　七海 廣田　彩人

88 長野市 三陽 B104 木村　竜也 小林　源心

89 長野市 三陽 B105 矢花　寛人 太田　直季

90 上田市 上田第六 B106 小山　　陽 小林　洸太

91 上田市 上田第六 B107 小林　玲音 内田　隆聖

92 上田市 上田第六 B108 宮川　貴弥 菊地　優也

93 上田市 上田第六 B109 石井　友翔 相澤　遥斗

94 上田市 上田第六 B110 宮下　陽斗 笹平　孝佑

95 上田市 上田第六 B111 片岡　航一朗 堀場　悠麻

96 上田市 上田第六 B112 橋詰　将貴 大澤　　蓮

97 上田市 上田第六 B113 佐藤　　陸 佐藤　　柊

98 長野市 櫻ヶ岡 B114 宮原　渉 神尾　優介

99 長野市 櫻ヶ岡 B115 小松　有生 大方　良汰

100 長野市 櫻ヶ岡 B116 赤松　真博 仲村　方紀

101 長野市 櫻ヶ岡 B117 横田　創 古原　優太

102 長野市 犀陵 B118 山岸　大貴 中山　洸

103 長野市 犀陵 B119 倉島　駿太 金澤　楓

104 長野市 犀陵 B120 山口　敦士 小林　澪生

105 上田市 塩田 B121 堀内　裕心 神戸　勇輝

106 上田市 塩田 B122 市村　順生 金井　葵稔

107 上田市 塩田 B123 宮嶋　考暢 上原　諒太

108 上田市 塩田 B124 小泉　綾斗 丸山　優海

109 上田市 塩田 B125 塚田　一真 湯本　琉真

110 上田市 塩田 B126 米沢　優斗 熊井　優太

111 上田市 塩田 B127 羽田　悠太朗 小出　頼舞

112 上田市 塩田 B128 保谷野　虎之助 村山　颯

113 上田市 塩田 B129 塩入　雅斗 辰野　友哉

114 上田市 丸子 B130 松﨑　大輝 上野　太樹

115 上田市 丸子 B131 池田　竜馬 小島　悠樹

116 上田市 丸子 B132 箱山　遥斗 竹花　璃空

117 上田市 丸子 B133 清水　常緑 笠井　海里


