
チーム名 フリガナ 代表者 監督 第１区走者 第２区走者 第３区走者 第４区走者 第５区走者 第６区走者 補欠 補欠 補欠

南信州高森ベースボールクラブＢ ミナミシンシュウタカモリベースボールクラブビー宮下　智和 宮下　瑛夢 林　大成 小平　新太 中平　櫂 北野　瑛心 田桐　碧生 平沢　櫂志 寺沢　瞳心 坪井　光晴

南小５・６男女陸王 ミナミショウ５・６ダンジョリクオウ宮内　加奈子 鈴木　満大 柳　美紀 鈴木　拓斗 宮内　達矢 松下　咲葵 逆井　心遥 古林　なな花 柳　美ゆ
南信州高森ＢＣ６年Ａ ミナミシンシュウタカモリビーシーロクネンエー岡本　明 坂牧　崇 岩田　大輝 酒井　芯太 中平　翔 浅岡　翔央 大野　青空 佐々木　琉来 石原　寿也 島岡　星凪

南信州高森ＢＣ６年Ｂ ミナミシンシュウビーシーロクネンビー岡本　明 坂牧　崇 松村　優樹 熊谷　海斗 西　大輝 小川　悠和 宮下　大翔 伊藤　大生 岡本　竜渡 高野　紡

南信州高森ＢＣ６年Ｃ ミナミシンシュウタカモリビーシーロクネンシー坂牧　崇 小椋　壱笑 福岡　悠斗 石原　寿也 島岡　星凪 岡本　竜渡 高野　紡 中塚　雄梧 平沢　櫂志 坪井　光晴

エスカーダ高森 エスカーダタカモリ 松下　和信 多田井　亮 大沢　柾斗 宮島　幹久 宮脇　怜雅 原　沓弥 松下　信之介 原　鉄生
赤い彗星 アカイスイセイ 伊藤　彰朗 小川　隆司 林　煌太郎 久保田　耕史 熊谷　優斗 内山　透志 後藤　大河 大原　悠慎 伊藤　岳

ミニバスメンバー募集中！ミニバスメンバーボシュウチュウ！清水　達之 市岡　智裕 鈴木　里音 清水　梨里 土田　恋乃羽 松下　郁果 杉田　あきほ 市川　はの 松尾　明依 桑田　実咲 元島　ひな

きらりーモンキーズ キラリーモンキーズ 本島　幹太 本島　竜也 本島　幹太 中塚　豪大 萱津　昂聖 原　遼也 桐崎　凪音 棚田　啓太

ＴＴクラブ ティーティークラブ 宮嶋　真由子 宮嶋　大輝 久保田　陽斗 昼神　海 北城　正登 神田　涼斗 原　大祐 三島　晟助 小林　大祐

高森中B.C　壱 タカモリチュウビーシー　イチ神崎　綾子 木村　壮一 二村　恵伍 橋本　蒼平 伊藤　李聖 伊藤　友哉 清水　謙登 神崎　楓太
高森中陸上部男子 タカモリチュウリクジョウブダンシ 山田 隼輔 澤村 青宙 松村 青悟 松村 草児 安藤 陽人 安藤 義和 合津　春快 原田 尊
高森中学野球部Ａ タカモリチュウｶﾞｸﾔｷｭｳﾌﾞｴｲ 佐々木 慶太 小平 真叶 西 陽亮 下平 大誠 古林 敦成 古林 遼大 稲場 悠真 宮下 逞妙
高森中学野球部Ｂ タカモリチュウｶﾞｸﾔｷｭｳﾌﾞﾋﾞｰ 中塚 雅人 服部 朗行 池沼 伊織 根本 岳尚 寺澤 航介 寺澤 遼翔 古林 康大 森脇 遼介

高森B.C.弐 タカモリビーシーニ 神崎　綾子 木村　壮一 下澤　彩那 安藤　美南 山下　茉菜美 丸山　結愛 宮崎　結菜 棚田　彩花
高森中B.C.参 タカモリチュウビーシーサン 神崎　綾子 木村　壮一 杉山　佳穂 伊東　舞織 小林　千夏 井澤　美瑚 後藤　ゆり 河合　真子
高森中陸上部女子 タカモリチュウジョシリクジョウブ 圓谷 爽夏 野口 莉奈 能登 愛琉 中村 千果 梶間 理預 熊谷 綾乃 北原 怜奈 宮下 心優

Elite troops エリートトゥループス 寺沢俊輔 松島稜之 岩崎貴平 小林大亮 片桐蒼太 棚田凌太 平栗怜 本多 俊平
チーム　Ｄ・Ｍ チームディーエム 丸山玲央 中平満知留 塩沢直樹 竹内一弘 中塚渓滋 川口純 山本純也 中嶋康晴 平澤慎
白樺の大地 シラカバノダイチ 松澤　翔大 宮下　貴弘 宮島　　洋平 吉成　宏敏 齊藤　圭嗣 大平　真那 柴　清高 篠田　充弘 前澤　涼弥
2-4消防団's ニノヨンショウボウダンズ 後澤　雄希 本島　準也 後澤　昌史 佐々木　悠 遠山　貴也 後沢　将文 佐々木　大地 沢田　晋
大島山's 壮年団 オオジマサンズソウネンダン 佐々木大地 岡田真 福田悠一 林聖之 沢田晋 本島康晶 中村清彦 福田博文 加藤孝太郎
住宅用火災警報器をつけよう じゅうたくようかさいけいほうきをつけよう 多田　俊介 深澤　賢治 木下　達弘 山口　幸大 原　啄介 北原　駿 樋口　翔太 関島　幸佑

フラットファンズ フラットファンズ 池野 克博 松長 輝幸 小木曽 一雅 三石 竜哉 松尾 弘毅 宮澤 徹
南小チーム袖山 ミナミショウチームソデヤマ 袖山　秀明 糊倉　健次 飯沼　秀幸 三澤　勇介 井上　直人 糊倉　健次 清水　賢太 袖山　秀明 吉澤　由範 小川　康博

フラットメンズ フラットメンズ 原 正樹 宮下 秋紀 小林 優樹 川島 正裕 林 凌永 関 健志 原 正樹
C.Vista クラブヴィスタ 中平　俊行 岩口　友雄 本島　徹太 中平　諒介 島岡　駿 浅岡　裕也 河合　一義 木村　祐介 中塚　博文 唐沢　周平 中平　俊行

Persimmons パーシモンズ 松島　健司 壬生　照玄 伊藤　健 松下　寿々子 井出　悠太 遠山　直樹 松島　健司 今関　眞吾 小林　恵里香 木下　美和子

宮島クラブ ミヤジマクラブ 松枝　亮 中島　奨 宮島　亘 園田　雄大 浦上　義斗 宮下　竜輝

ネオ宮島クラブ ネオミヤジマクラブ 久保田　智也 宮島　亘 中塚　翔平 間瀬　剣斗 久保田　智也 清水　大介 今牧　貴博 光澤　夏喜
BRAVE　BROSSOMSブレイブ　ブロッサムズ 伊藤　彰朗 小川　隆司 塚平　陽介 吉沢　杏菜 小川　将太 内山　智 大原　悠翔 伊藤　彰朗 中塚　弘 熊谷　厚 北條　真一郎
居酒屋みやAチーム イザカヤミヤエーチーム 宮下　悦子 宮島　彰夫 松尾　浩次 竹沢　浩一 熊岡　脩平 橋場　祐汰 小野寺　悠人 松村　秀樹 福澤　一樹
居酒屋みやBチーム イザカヤミヤビーチーム 宮下　悦子 宮島　彰夫 佐々木　伸一 鈴木　はるか 佐藤　昌則 熊谷　勇斗 城子　文雄 古林　弘二 宮島　彰夫 本島　廣司
高森松茂会RC タカモリマツシゲカイアールシー松島　茂男 宮内　奈千代 嶋　沙織 松島　茂男 古林　絵美 林　拓磨 松下　徹 木村　彰宏 木下　美和子 宮内　奈千代

フラットレディス フラットレディス 仲山 聖子 橋都 かえで 筒井 文子 常盤 さゆり 矢澤 亜美 福澤 麗菜
Persimmon girls パーシモンガールズ 福島　佳奈 壬生　照玄 永井　旭乃 塚田　恵利 北原　望美 山岸　里菜 内山　蘭 新井　七恵 常盤　春乃 福島　佳奈

今村善紀
木下佳明
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深澤　賢治

宮島　亘

松島稜之
竹内一弘

木下佳明

吉成　宏敏
後澤　雄希
福田　悠一

原 正樹

今村善紀

原 正樹


