
前島 智 ロサンゼルス・エンゼルス 谷村 龍信 信陽食品クラブ 中村 崇宏 より道 金子 淳也 より道

出月 奏也 ロサンゼルス・エンゼルス 井口 達也 信陽食品クラブ 小平 徹也 oz 松下 裕樹 oz

窪田 邦宏 スキルアップ 加藤 崇 塩尻体協 松崎 孝輔 ゴリラ 成澤 祐二 セブレオ

各務 美信 スキルアップ 柏原 孝志 松川村体協 直井 崇 喜久盛 保坂 隆行 セブレオ

阿波連 直人 ビック 石坂 匠 稲葉はねきゅう 原山 史弥 長野俊英高校 今井 瑛二 ARMS

阿波連 直之 ビック 阿部 達哉 稲葉はねきゅう 荻野 佳宏 長野俊英高校教員 宮坂 悟 ARMS

外川 仙造 河口湖バドミントン教室 若菜 弘志 ライトフット 小出 幸治 信陽食品クラブ 千野 晃 風林火山

高橋 信也 河口湖バドミントン教室 町田 吉弘 ライトフット 南澤 浩幸 信陽食品クラブ 磯野 尚 風林火山

山田 修平 朴星宇BC 丸山 祐宇 ナガノバグス 清水 大和 更北Jr 篠崎 コウキ 朴星宇BC

村上 桜凪 朴星宇BC 竹村 颯太郎 ナガノバグス 山岸 大翔 更北Jr 赤沢 凱円 朴星宇BC

二木 良幸 朴星宇BC 番場 真夏 小布施中学校 宮内 星河 更北中学校 宇治 大翔 ナガノバグス

齋藤 樹 朴星宇BC 関 直哉 小布施中学校 早水 翔太 更北中学校 内河 柊介 ナガノバグス

玉村 未波 ぽぉ＆カブッキー 高山 美月 ぽぉ＆カブッキー 樋口 美恵子 エンデバー 山﨑 亜希 信陽食品クラブ

佐藤 麗 ぽぉ＆カブッキー 堀 琴乃 ぽぉ＆カブッキー 石川 雅美 エンデバー 小林 詩子 信陽食品クラブ

矢口 実奈 県陵クラブ 竹内 三奈子 ＭＹＣ 上嶋 冬華 県陵クラブ #N/A #N/A

山崎 亮穂 県陵クラブ 石田 美香 ＭＹＣ 松島 あゆみ 県陵クラブ #N/A #N/A

進藤 柚乃 県陵クラブ 大桃 佳予子 エンジェルス 久保田 佳奈 稲葉はねきゅう 大塚 真理 美和

忠地 梓生 県陵クラブ 望月 真理恵 エンジェルス 金森 範子 稲葉はねきゅう 小山 いづ美 MSBC

小田切 富美子 エンデバー 福島 弘子 エンジェルス 武田 宣枝 深谷ウィズ 松崎 正恵 ウエンズ

若槻 典子 エンデバー 関崎 真由美 エンジェルス 高荷 栄利子 深谷ウィズ 中村 節子 LBC

田中 舞 スマイリーアップル 重田 花伽 朴星宇BC 原 咲織 ナガノバグス 大日方 裕美 ナガノバグス

水上 想世 スマイリーアップル 二木 亜水花 朴星宇BC 滝沢 杏菜 ナガノバグス 中山 香穂 ナガノバグス

原 萌美 北部中学校 松島 菜央 小布施中学校 宮川 郁佳 北部中学校 #N/A #N/A

和田 歩美 北部中学校 寺島 いぶき 小布施中学校 片山 杏柚 北部中学校 #N/A #N/A

源口 哲史 MAC 小嶋 由香 桜蕾 西村 侑里子 羽絆会 #N/A #N/A

間瀬 さやか MAC 清水 卓也 桜蕾 中村 駿太 より道 #N/A #N/A

池田 智明 パキラ 長沼 功一郎 NOAH 小林 恭介 シャトルズ 黒川 延男 ブレーブス

池田 和美 パキラ 尾崎 一湖 NOAH 木本 裕子 シャトルズ 酒井 瞳 ブレーブス

宮坂 鉄也 ライトフット 丸山 翼 ダイバリー 藤巻 克 県陵クラブ 田中 隆夫 ダイバリー

花岡 美樹 ライトフット 中島 佑子 イースターズ 丸山 美代子 MYC 渡辺 陽子 イースターズ

戸田 衛 ウィスタリア 白鳥 明美 はいくりあ 龍田 克彦 チーム花子 岡田 斉 横田クラブ

山岸 祐子 ウェンズ 中山 由紀雄 はいくりあ 龍田 早苗 チーム花子 長瀬 恵 横田クラブ
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