
矢神 謙介 OZ 大江 正人 信陽食品クラブ 池田 勇気 飯田ＢＣ

矢神 恒平 ウイスタリア 松崎 孝輔 信陽食品クラブ 青沼 陽太 信用食品クラブ

関 繁明 鴉 小林 裕佑 スポコミ 横田 貴司 羽酎人

柏原 孝志 松川村体協 松山 将也 スポコミ 南澤 浩幸 信陽食品クラブ

山嵜 康史 シェイクハンド 竹内 寛之 ちーむすだ 荻野 佳宏 長野俊英高校教員

寺内 博樹 シェイクハンド 伊藤 直弥 ちーむすだ 八木 真之介 長野俊英ＯＢ

戸田 衛 ウイスタリア 藤田 毅 竹馬 藤川 信明 甲府ドリームクラブ

橋倉 吉之 さつきクラブ 川上 隆志 信大クラブ 本道 勝 乱打夢

山崎 聖矢 長野商業高等学校 猪狩 健人 大町北高校 吉澤 隼弥 長野商業高等学校

宮内 友也 長野商業高等学校 赤羽 浩之 大町北高校 小林 寛渡 長野商業高等学校

荻原 直子 信陽食品クラブ 畠中 好江 シェイクハンド 倉嶋 紗綾子 K.Sクラブ

坂田 実乃里 信陽食品クラブ 片井 玲来 シェイクハンド 相馬 冴美 K.Sクラブ

北川 景子 チャオズ 加藤 綾香 千曲羽絆会 石田 美香 MYC

渋井 知佳 チャオズ 志津田 恵美 竹馬 竹内 三奈子 MYC

波場 江美 松川村体協 塩川 久枝 木曜クラブ 小林 沙弥香 木曜クラブ

柏原 智美 松川村体協 岡村 澄子 木曜クラブ 古清水 恵子 木曜クラブ

江口 悦子 美和クラブ 吉川 とも子 美和 鈴木 世子 深谷ウィズ

大塚 真理 美和クラブ 金井 美加 スカイ 高荷 栄利子 深谷ウィズ

岡村 実里 屋代高校 高橋 鮎美 大町北高校 中西 ひなた 大町北高校

金子 朱里 長野西高校 田中 晶 大町北高校 下川 紗希 大町北高校

青木 達也 チャオズ 池永 盛弥 OZ 木村 友幸 昇陽会

斉藤 綾 チャオズ 竹内 ちさと OZ 長崎 亜実 昇陽会

木崎 健太郎 ISC 内山 茂 霙楼 長沼 功一郎 Noire

阿久津 直美 ISC 中山 美咲 霙楼 尾崎 一湖 Noire

内河 春美 スポコミ 土田 治良 セブレオ 中澤 茂 信大クラブ

橋本 丈志 スポコミ 諏訪 裕美 セブレオ 中澤 奈菜子 美羽倶楽部

白鳥 明美 はいくりあ 矢萩 岳志 信陽食品クラブ 市瀬 均 長野ＳＯＢＣ

中山 由紀雄 はいくりあ 梅原 和美 美羽クラブ 佐藤 久美子 エンデバー

丸山 玲伊 ナガノバグス 小林 陸 北部バドミントンスポーツクラブ 宮内 星河 更北中学校

内河 涼介 ナガノバグス 小山 響介 北部バドミントンスポーツクラブ 早水 翔大 更北中学校

太田 捺美香 スマイリーアップル 上澤 冴加 臥龍Jr. 星沢 美琴 臥龍Jr.

矢島 春菜 スマイリーアップル 鈴木 結衣 臥龍Jr. 竹本 晃未 臥龍Jr.

女子ダブルス2部

混合ダブルス1部

混合ダブルス2部

男子ダブルス高校生

女子ダブルス1部

女子ダブルス3部

m&m Challenge Open 2014 バドミントン大会　　結果
順位

男子ダブルス1部

優勝 準優勝 三位

男子ダブルスペア合計100歳以上

男子ダブルス2部

男子ダブルス3部

女子ダブルス中学生

男子ダブルス中学生

混合ダブルス3部

女子ダブルス高校生

女子ダブルスペア合計100歳以上

混合ダブルスペア合計100歳以上


