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1 両向区 岸上　和之 志村　美奈 平山　健太 吉森　敦士 新井　沙希 吉森　佑介 新井　紗耶香 志村　悠樹 橋澤　光信 植松　星也 小川　大空

2 大塚区 林田　賢司 ヒアン　ウィチャイ 佐竹　竜一郎 佐竹　翔太郎 飯泉　直哉 應戸　慎哉 邨松　青空 田村　健太郎 佐藤　安行 佐藤　哲郎 梶原　舟人

3 半縄区 井上　正男 村井　琉依 熊坂　侑弦 伊豆田　香音 脇嶋　司 重藤　友嘉 矢崎　歩美 角田　岳志 天野　悠平 柏木　恵太 0

4 宮本区 井上　浩雄 猪又　大我 小倉　佑太 井上　結太 中戸川　公昭 小倉　克仁 井上　涼介 横山　博之 猪又　雄人 0 0

5 二井坂区 茅　良雄 上野　風我 高橋　皇 渡邉　愁馬 高井　涼 小島　旭陽 糸数　アンディー 川端　悠史 井上　謹吾 寺尾　光義 柳川　雄紀

6 原臼区Ａ 宇佐美　利幸 津田　賢亮 赤津　雄基 内藤　亮太 大草　有也 内藤　啓太 鳥原　琢磨 小松　幹太 小松　勝 0 0

7 原臼区Ｂ 堀籠　鉄二 赤津　大地 新舘　秀樹 奥野　蓮 村木　碧 波多野　奈穂子 橋本　啓史 波多野　祐樹 西口　輝美 0 0

8 角田区Ａ 齊藤　信吾 本間　寛大 佐藤　圭介 小川　翔大 吉川　敦史 伊藤　雅憂 佐藤　晴雅 平賀　丈一郎 小川　嶺治 0 0

9 角田区Ｂ 齊藤　哲也 齊藤　征成 成田　真二 平賀　凛花 河合　天水音 松崎　昇磨 小川　直 河合　哲也 馬場　慧悟 0 0

10 箕輪区 岩嵜　幹俊 谷島　杏 小島　響貴 谷島　李 高橋　竜矢 土門　邦光 水島　琉斗 諏訪部　恭平 諏訪部　和成 岸　楓 岸　実穂

11 三増区Ａ 和田　強 平本　流偉 小林　千里 畑山　和輝 西坂　昂也 北原　瞬 小林　空輝 平本　隼 曽我　恵永 平本　享寿 谷　昭次

12 三増区Ｂ 杉本　誠 平本　丞樹 曽我　笑世 靍田　玲王 小島　元輝 宮木　浩 岡本　大輝 菅原　進 宮川　龍也 竹松　正巳 小林　剛

13 熊坂区Ａ 小池　雅美 茅　大輝 金城　剛 馬場　凛花 森　賢悟 小野寺　巽 小野寺　要 河野　瑛 熊坂　大輔 0 0

14 熊坂区Ｂ 原　和洋 中島　雄大 池田　龍輝 力竹　優斗 栗山　玄貴 今井　良夫 渡邉　裕人 中嶋　聡 川井　彰 0 0

15 上熊坂 前田　龍一 前田　慶士 吉田　薫 中里　将也 押切　響 久保　和寛 山川　夢月 山川　武史 肥土　優雅 梅澤　壮哉 妹尾　英行

16 川北 麻生　光昭 日比　朱音 沢畑　淳史 佐藤　陽菜 麻生　誠 斉藤　晶 原島　賢治 小島　大 浅見　友数 石戸屋　蓮 小林　知馬

17 六倉区Ａ 楢原　秀樹 中川　春希 小原　信之 五十嵐　気一 浜田　純 後藤　克彦 間部　貴頼 長谷川　駿 加藤　良樹 薄　尚人 0

18 六倉区Ｂ 片倉　孝之 白神　亜紀 島袋　琉太 新舘　佳奈 白神　高志 加藤　俊英 佐々木　麻衣 田上　博司 山岸　正 0 0

19 細野区Ａ 佐々木　隆之 武田　晃瑠 松本　翔太 中村　宥翔 中武　泰希 秋吉　元 宮崎　翔 中武　泰雅 八巻　和之 0 0

20 桜台区 野副　竜彦 菊地　陽斗 鈴木　希望 鈴木　大雅 鈴木　丈登 田村　洋幸 押山　日花莉 大本　行文 仙道　信男 増田　葵 宇佐美　浩

21 春日台区 木下　英治 渡部　陽生 相沢　望美 北山　志弥成 渡部　牧生 阿部　慶人 山口　湊 阿部　凌 梶原　守 木下　竜大 0

22 田代区Ａ 飛澤　直幸 安藤　要 平本　孝太 成松　謙太郎 生方　勇気 野口　省瑛 嘉生　怜 伊従　慧太 荻田　翔城 山口　優弥 木藤　敦

23 田代区Ｂ 志澤　康広 波多野　響 小川　敦星 木藤　青空 青木　学 成松　祐介 奈良　匠人 桜井　涼太 梶間　鷲人 梶　拓斗 河内　翔馬

24 小沢区 田口　雄樹 鈴木　謙心 橋本　竜之祐 船場　紅葉 田中　健 久保　吉弘 武　雅樹 田中　星多 熊澤　一友 森　裕也 船場　虹誠
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50 立科町 市川　潤 竹内　暖 菊地　洸希 竹内　誉士 和田　明斗 小林　勝太 和田　一斗 森　紘輔 竹内　務 竹内　志暢 小金沢　勇貴

51 愛川高校教員 猪俣　敏昭 奥野　充 井口　慶大 鈴木　直人 遠藤　義征 髙木　進玄 阿部　拓也 押田　聖史 石丸　達也 秦　慎平 0

52 大久保歯車工業㈱ 谷口　正人 鎭目　夢玄 蔵満　修己 藤崎　光生 宮吉　啓輔 成井　克英 石井　利樹 佐藤　崇 田中　みどり 阿武　太郎 芹澤　遼祐

53 愛川東中学校職員 大泉　哲郎 立迫　彦樹 坂爪　凜哉 岡田　渉 米澤　明範 鶴田　洋祐 山口　昌徳 萩原　雅久 桐生　智裕 松﨑　裕司 髙田　由紀恵

54 宮本いずみ会 笹生　喜也 加藤　貴弘 山﨑　誠 猪瀬　りほ 新井　恵太 武川　多恵 齋藤　光瑛 小倉　友貴 林　隆史 0 0

55 AGC㈱　相模工場　チームA 清水　三郎 種田　和洋 西澤　佑介 坪井　秀夫 阿部　真也 北島　豊 定金　駿介 野田　潤 清水　智生 0 0

56 AGC㈱　相模工場　チームB 高田　裕康 太田　直樹 齊藤　光希 吉田　洋介 轟　一樹 松井　晧 水本　幸志 中村　和輝 田島　桂樹 石井　隆 0

57 AGC㈱　相模工場　チームC 伊藤　俊康 奥村　晋也 藤井　稜大 本田　一也 齊藤　耕兵 西村　厚人 橋本　尚哉 長谷川　誠 田口　直久 高岸　太一 0

58 JA県央愛川 熊坂　功 菅　慶祐 高津戸　大貴 長濵　美里 渋谷　諒 阿部　竜一朗 成瀬　隼人 冨田　勇樹 桜井　賢太郎 石野　清美 村岡　里紗

59 愛甲リトルシニア 鎌倉　美智子 市川　蓮 柏木　達矢 角田　航海 林　陸人 野口　裕斗 山本　悠斗 髙橋　秀歩 浅見　翼 青木　雛太 0

60 岩井機械工業 横山　千賀子 梶谷　寛典 福山　幸秀 中村　圭吾 望月　由紀夫 牛山　敬二 栗本　篤 大美　周一 須賀　貴志 水谷　猛 柳沼　俊宏

61 第一貨物 佐藤　祐介 吉澤　伸穂 柳澤　伸隆 福井　克昌 平　慎也 近藤　貴昭 柴田　創輝 橘　雄幸 高橋　春来 大沼　健二 恒川　雅弘

62 愛川高校野球・サッカー連合 町田　貴志 直井　涼雅 馬場　翔斗 千葉　大希 イム　ダウイット 塚田　優稀 釜田　凌汰 廣瀨　優樹 永井　穂 千葉　大雅 飯田　太一

63 愛川高校陸上部 後藤　修也 佐藤　輝 荒木　真李亜 プロム　ラチャーナ 山口　瑠伊 松村　優太 萩原　寛太 白石　和也 川邉　開登 山本　樹大 0

64 六倉・上熊坂連合 高橋　雅之 小原　大佑 山口　正 成田　理紗 李　相賢 馬場　英明 木村　藍李 友寄　翔太 佐藤　芳久 米山　雄太 0

65 細野区Ｂ 中村　良祐 綾野　祐人 松田　敏和 河内　大輝 細井　柊人 髙久　隼人 澤口　誠 苅田　広野 河内　利浩 0 0

66 細野チームなでしこ 前田　政一 袖山　愛里 山際　岬 石森　彩佳 山際　麻代 袖山　里彩 山際　桃佳 奥山　萌依加 八巻　悠由 中武　栞里 前田　雛妃

67 ライフタイムフィットネス 柳田　礼子 川口　美佳 仲里　卓也 渡辺　淳一 應戸　裕美 宮野　正彦 内藤　恵美 谷　啓嗣 長谷川　克子 バラウタ　ラシェル 北島　明代

68 トワードセントラル 大野　肇 桐生　大輔 髙﨑　成剛 早川　亮介 吉崎　寛人 グルング　ウディム 高部　敦志 田中　智和 相川　和彦 小林　章浩 0

69 愛川町立愛川中学校 久古　郁夫 萬木　宏次朗 馬場　肇 佐藤　悠 君嶋　拓人 山野　寛之 本多　弘幸 松本　光 野口　雅弘 井上　恵子 會場　道子

70 田代区C 伊従　直美 大谷　逢誠 河内　友矩 菊地原　理希 花上　仁志 野口　隼人 山口　宏幸 小島　圭介 奈良　脩人 比江島　修司 0

71 愛川町役場 家城　博昭 堀籠　裕也 斉藤　潤 菊池　健 佐藤　宏祐 小宮　侑史 島田　貴弘 高知　たくま 今井　寿巳 大勝　玲也 上田　卓矢
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