
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 女子　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 中野市 南宮 Ｇ001 柴本　こころ 今清水　彩

2 長野市 附属長野 Ｇ002 東　真理 前沢　歩花

3 長野市 附属長野 Ｇ003 山邉　和佳那 戸田　真由佳

4 長野市 附属長野 Ｇ004 佐藤　万央加 宮原　奈央

5 佐久市 浅間 Ｇ005 小林　結衣 東城　美幸

6 佐久市 浅間 Ｇ006 依田　未來 井川　結奈

7 佐久市 浅間 Ｇ007 梅澤　朱優音 茂木　羚花

8 佐久市 浅間 Ｇ008 工藤　理心 大井　夏穂

9 坂城町 坂城 Ｇ009 西澤　綾音 斉藤　なつき

10 坂城町 坂城 Ｇ010 吉満　万葉 大橋　由奈

11 坂城町 坂城 Ｇ011 庄村　汐夏 水口　真綾

12 坂城町 坂城 Ｇ012 山崎　愛生 宮嶋　遥佳

13 坂城町 坂城 Ｇ013 田中　凉穂 山崎　笑菜

14 坂城町 坂城 Ｇ014 竹内　理緒 竹内　ひより

15 下諏訪 下諏訪社 Ｇ015 堀井　鈴夏 小林　かれん

16 下諏訪 下諏訪社 Ｇ016 中村　ありす 花輪　樹那

17 茅野市 茅野北部 Ｇ017 蘆川　真璃 宮下　あめ

18 飯島町 飯島 Ｇ019 小塚　佳奈子 北原　侑奈

19 飯島町 飯島 Ｇ020 小松　ちひろ 後藤　彩寿

20 佐久市 野沢 Ｇ027 平林　紗綾 茂原　優和

21 長野市 松代 Ｇ028 田中　瑞希 大平　倖羽芽

22 長野市 松代 Ｇ029 小出　栞愛 和田　京子

23 長野市 松代 Ｇ030 松山　夕奈 寺島　楓夏

24 長野市 長野西部 Ｇ031 宮腰　歩 伝田　明日香

25 長野市 長野西部 Ｇ032 野沢　望結 赤塩　遥海

26 長野市 長野西部 Ｇ033 松井　咲季 春原　もも

27 長野市 長野西部 Ｇ034 岡澤　花笑 金子　望音

28 箕輪町 箕輪 Ｇ035 唐澤　真祐菜 伊藤　朱里

29 箕輪町 箕輪 Ｇ036 小椋　凪紗 向井　雫

30 箕輪町 箕輪 Ｇ037 河手　歌音 丸山　姫華

31 箕輪町 箕輪 Ｇ038 小松　夏弓 上村　実花乃

32 安曇野市 穂高東 Ｇ039 上田　佳那美 中村　日南
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33 上田市 塩田 Ｇ040 甲田　幹佳 加藤　未乙

34 上田市 塩田 Ｇ041 宮下　茉也 竹内　薫美

35 上田市 塩田 Ｇ042 中村　朋美 福澤　侑芽

36 上田市 塩田 Ｇ043 西島　花映 安藤　葉月

37 上田市 塩田 Ｇ044 大村　雅 高寺　杏奈

38 上田市 塩田 Ｇ045 引場　結衣 藤田　梨花

39 長野市 長野北部 Ｇ048 村社　南緒 小林　知佳

40 長野市 長野北部 Ｇ049 小島　かすみ 髙橋　埜乃果

41 長野市 長野北部 Ｇ050 白澤　結莉 島田　姫奈

42 長野市 長野北部 Ｇ051 宮岡　瑞季 中島　未来

43 長野市 裾花 Ｇ052 山本　桃禾 丸山　みりあ

44 長野市 裾花 Ｇ053 山本　祐萌 窪田　琉花

45 上田市 依田窪南部 Ｇ054 木村　芽唯 依田　紗雪

46 信濃 信濃 Ｇ055 小倉　優和 外谷　莉寧

47 長野市 更北 Ｇ056 松本　春花 平林　月葉

48 長野市 更北 Ｇ057 板倉　真咲 髙橋　美夏

49 長野市 更北 Ｇ058 竹内　胡幸 小島　里桜奈

50 長野市 更北 Ｇ059 有馬　美雪 芦澤　未来

51 高森町 高森 Ｇ060 本島　希咲來 片桐　優妃

52 高森町 高森 Ｇ061 宮嶋　芽依 清水　優月

53 高森町 高森 Ｇ062 田切　夕葵 酒井　愛美

54 高森町 高森 Ｇ063 小栗　一育 杉田　このは

55 安曇野市 明科 Ｇ067 下里　瑠那 小林　葵

56 長野市 篠ノ井西 Ｇ068 竹井　由美子 髙野　瀬菜

57 上田市 丸子北 Ｇ069 山岸　璃乃愛 中村　玲菜

58 須坂市 相森 Ｇ070 中沢　一花 古山　乃彩

59 長野市 長野東部 Ｇ071 脇本　響姫 山岸　愛茉

60 長野市 長野東部 Ｇ072 山口　遥菜 徳竹　希美

61 長野市 櫻ヶ岡 Ｇ073 小島　萌愛 宮本　咲

62 長野市 櫻ヶ岡 Ｇ074 小山　礼華 山野井　菜生

63 千曲市 戸倉上山田 Ｇ075 髙野　晴菜 山口　凜

64 千曲市 戸倉上山田 Ｇ076 西澤　凜 中宮　梨果

65 千曲市 戸倉上山田 Ｇ077 兒玉　にいな 福地　柚那

66 千曲市 戸倉上山田 Ｇ078 滝沢　優七 宮入　千菜

67 長野市 犀陵 Ｇ079 西澤　楓月 大川　璃音

68 佐久市 中込 Ｇ080 小林　愛実 吉沢　日和

69 佐久市 中込 Ｇ081 百瀬　杏 丸山　ゆめ

70 佐久市 中込 Ｇ082 櫻井　梨乃 河野　ひまり

71 千曲市 屋代 G083 奈良本　真葉 田中　杏樹


