
日程 チーム 監督 №１ №２ №３ №４ №５ №６

上田西 Ａ 正村　真一 中島　徹太② 前所　武龍① 塩川　和生② 鈴木　礼矢② 青木　柊太② 大林　侑馬②

上田 A 菊池　文明 佐藤　桃樹② 浅水屋　晃太② 高橋　伸② 長谷部　優介②

OIDE長姫 Ａ 宮島　浩 伊藤　和也② 木下　徹也② 宮澤　拓巳② 片岡　雅人②

屋代 Ａ 堀内　政幸 山越　智輝② 塩入　康太② 鹿住　雄大② 岩下　颯太② 天野　大成② 三澤　拓実②

OIDE長姫 Ｂ 宮島　浩 大牧　功達② 杉山　航基② 畑山　詠佑② 岡田　竜聖②

赤穂 Ａ 栁澤　欣吾 小町谷　恵輔① 池上　太陽① 木下　侑巨① 丸山　智也① 湯澤　大地①

赤穂 Ｂ 栁澤　欣吾 相馬　涼我① 根津　奏音① 森本　虹輝① 宮下　優希①

佐久総合 Ａ 白鳥　太智 青木　昂汰② 木内　勇樹② 清水　音秋② 佐藤　充②

佐久総合 Ｂ 白鳥　太智 林　駿亮② 大須賀　柊哉② 清水　智矢① 木内  翔①

梓川 Ａ 大口　雄也 北澤　癒歌② 北澤　飛翔① 城戸　宏太① 百瀬　豪① 山田　矩大①

岡谷東 Ａ 中村　聡志 佐藤　綾斗② 増澤　樹② 田口　功也② 米窪　浩樹①

岡谷東 Ｂ 中村　聡志 根津　遼② 中平　秀喜② 濵　聖人① 三井　文翔①

岡谷南 Ａ 二藤　和昌 宮木　颯斗② 辻　悠人② 牛山　蓮飛② 紺谷　柊馬② 日達　崇仁②

岡谷南 Ｂ 二藤　和昌 窪田　達哉② 矢沢　秀馬② 有泉　太陽② 川合　惇平② 篠原　悠斗②

松　川 Ａ 玉本　聡志 駒瀬　万也② 中平　朔矢② 大平　悠人② 林　純平② 加藤　知広②

松本県ヶ丘 Ａ 伊藤　浩 羽田　陽哉② 飯沼　翔大② 加藤　晃太② 高山　祐作②

松本県ヶ丘 Ｂ 伊藤　浩 阿部　純也② 寺島　大喜② 藤井　翔大② 横川　勇斗② 丸山　颯太②

上田東 Ａ 田中　好彦 小河原　駿② 山嵜　大輔② 中澤  龍① 内堀  健成① 渡邉  怜亜①

須坂創成 Ａ 玉井　比知朗 保科　真① 中澤　隼① 髙橋　恵大① 峰村　颯大① 宮本　喬介① 宮川　稜平①

須坂創成 Ｂ 小林　浩 原山　力斗② 藤沢　拓未② 三戸部　有麻② 中山　貴之② 難波　優飛②

長野南 Ａ 丸山　春樹 小池　葵斗② 神林　優太② 西澤　優士② 安藤　充紀②

長野南 Ｂ 丸山　春樹 宮島　遥登② 熊谷　光祐② 若林　龍信② 宮下　和也②

田川 Ａ 井澤　貴志 大島　祐樹② 網野　裕介② 山本　健人② 髙山　倖成② 清沢　舜人② 井口　瑛敦②

松本第一 Ａ 柵山　寛之 須澤　香木② 池口　颯② 手塚　大介① 木村　流斗② 山本　聖①

松本第一 Ｂ 柵山　寛之 中村　匠② 仲田　峻② 池田　翔統① 海野　友也①

屋代 Ｂ 堀内　政幸 塩野﨑　壮太② 小林　誠之助② 菅井　雄斗② 寺島　悠吾②

下諏訪向陽 Ａ 牛山　知明 藤森　恭兵② 内藤　聖瑛② 安部　大樹① 藤森　亮馬① 長谷川　隆基①

軽井沢 Ａ 込山　智史 武藤　裕太① 内川　瑠衣① 大久保　聖矢① 吉澤　大機① 山岸　陽向吾① 青木　太一郎①

松本深志 Ａ 相馬　孝幸 須藤　翔平② 谷川　弘樹② 上條　祐② 逢澤　禅② 赤羽　泰生② 上田　隼也②

松本深志 Ｂ 相馬　孝幸 小林　龍真② 河西　航② 桑原　竜一② 根津　藤次郎② 新村　雄哉② 小島　侑也②

上田・佐久長聖 B 岩下　智昭 金室　和希② 銀川　新② 土屋　裕大② 小林　大晟②

上田西 Ｂ 正村　真一 中沢　祐策② 東　大耀② 勝木　拓身② 永井　拓歩② 清水　良② 福澤　雄平②

上田染谷丘 Ａ 平原　友紀 松田　大輔② 倉島　卓矢① 柳澤　佑太② 宮本　樹希②

上田染谷丘 Ｂ 平原　友紀 早乙女　尊① 毛塚　竜也② 須崎　護仁① 柄澤　和真②

大町岳陽 Ａ 平谷　清司 川口　卓純② 松田　葵② 吉野　統輝② 淀　峻大② 飯島　大貴② 松下　昴平②

中野西 Ａ 高橋　優祐 片桐　大智② 池田　和磨② 藍葉　真大② 豊田　英伸② 湯本　康介②

長野 Ａ 横山　智典 稲葉　雄一② 小田切　大樹② 高遠　峻② 高山　望夢② 赤松　良春②

長野東 Ａ 山口　武 長澤　凜① 石井　大樹① 志川　大季① 安藤　成海①

長野東 B 山口　武 金井　涼哉① 轟　大志① 田中　嘉起① 関川　大吾①

都市大塩尻 Ａ 鰐川　家教 堀川　遥暉② 丸山　昌倖① 松井　広樹① 伊藤　健① 原　翔吾①

飯田風越 Ａ 馬島　紀子 小松　春樹② 池上　泰生① 松村　柊之介① 壬生　敬大②

豊科・田川 Ａ 宮下　敏明 本山　淳也② 浅田　翔② 菊池　聖斗② 金井　亮②

野沢北・軽井沢 Ａ 猿谷　大和 佐々木　海② 阿部　公太② 松本　瞭② 佐塚　照輝②
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伊那弥生ヶ丘 Ａ 野中　学 白鳥　健介② 野口　秀太① 小松　隼斗① 竹村　知起① 福田　洸希①

伊那北 Ａ 勝家　康太郎 猿田　南実② 白鳥　恒一② 桃澤　健太郎② 伊藤　雄剛① 新井　裕大① 唐澤　幸佑①

岩村田 Ａ 宮脇　昌人 佐藤　湧人② 古越　良② 佐々木　陽冬② 草間　将裕②

市立長野 Ａ 田中　英一 小林　周勢② 小河原　涼② 会津　風良② 熊谷　友志②

市立長野 Ｂ 田中　英一 深瀬　祐真② 土屋　希② 窪田　琉来② 青柳　達典②

篠ノ井 Ａ 中川　直昭 高橋　友哉② 長岡　陸斗② 千國　笙吾② 徳武　峻也②

篠ノ井 Ｂ 中川　直昭 草間　岳① 上田　達也① 山岸　大翔① 松本　俊介①

松本美須々 Ａ 北村　保勝 二瓶　柊② 横川　惟頼② 槇本　開渡② 濱　凌太②

松本美須々 Ｂ 北村　保勝 等々力　大輝② 山岸　楽門② 高橋　和希② 西牧　蒼真② 西牧　侑真②

諏訪清陵 Ａ 平出　智也 矢嶋　泰地② 小川　音央② 宮﨑　武陽② 林　泰希② 北河　潤也②

諏訪二葉 Ａ 山岡　翠 太田　浩平② 雨宮　真生② 加藤　勇希② 柿澤　空風② 杉野　春斗②

諏訪二葉 Ｂ 山岡　翠 寺澤　達哉② 塩原　壮② 河西　柊我② 塩澤　竣矢② 中上　信輝②

須坂 Ａ 倉田　幸洋 向井　俊輝② 大谷　虹太② 関　侑生① 坂田　潤① 滝澤　昇弥①

須坂 Ｂ 倉田　幸洋 堀内　拓海② 風間　一輝① 長屋　友斗① 寺島　遼佑①

中野立志館・長野西 Ａ 上野　修 五十嵐　零星② 町田　俊介② 藤澤　貴寛② 大澤　樂①

長野吉田 Ａ 赤塩　仁 関谷　健太② 上杉　優介② 平田　征麻② 澤田　悠太②

長野西 Ａ 上條　啓 北原　航太① 山上　壱瑳② 村田　拓真② 神田　航士① 堀田　侑吾①

長野日大 Ａ 井手上　将太 牧田　圭莞② 吉岡　真秀② 浅野　隆太朗② 谷前　太喜②

長野日大 Ｂ 井手上　将太 福本　雅弥② 増沢　一希② 安保　滉太② 丸山　翔①

東海大諏訪 Ａ 杵渕　隆 嶋本　和磨② 西谷　綾人② 堀内　拓真② 西澤　遥斗② 仁科　結喜②
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日程 チーム 監督 №１ №２ №３ №４ №５ №６

予選免除 屋代 Ａ 青木　裕士 山﨑　美範② 林部　響紀② 松尾　実咲② 栁澤　玲那②

赤穂 Ａ 笠原　智穂 浦上　円香② 中島　唯衣② 岩崎　恵依② 倉田　実祐② 北原　沙菜②

赤穂 Ｂ 笠原　智穂 信貴　未知① 荻原　うらら① 徳武　彩美① 入江　琉羽風①

松本第一 Ａ 柵山　寛之 遠藤　萌華② 望月　陽伽② 大久保　若菜② 原　栞理②

松本第一 Ｂ 柵山　寛之 小口　真楓① 畑部　文歌② 野村　向日葵① 唐澤　塔子① 牛越　朝妃②

岡谷南 Ａ 小口　直喜 平賀　詩織② 佐藤　ひかり② 富井　紗香① 武居　なつみ① 守屋　七菜①

岡谷南 Ｂ 小口　直喜 藤澤　菜々音① 小口　紗也乃① 齊藤　光里① 松下　優花① 北沢　菜穂①

岩村田 Ａ 三石　和之 北村　典子② 齋藤　由真② 内藤　侑々衣② 工藤　留実華②

岩村田 Ｂ 三石　和之 土屋　穂乃花① 小島　朱葉① 岩瀬　みさき① 勝俣　美来① 細川　陽葉里①

市立長野 Ａ 石井　政光 龍野　千花② 田中　希② 齋藤　瑠菜② 五味沢　麻優②

松　川 Ａ 玉本聡志 田中　朋波② 藤森　美帆② 竹村　紗季② 青山　紗也佳②　

松本県ヶ丘 Ａ 中谷 幸裕 杉本　芽生② 百瀬　明里② 竹村　愛未② 若林　野乃実②

松本県ヶ丘 Ｂ 中谷 幸裕 山岸　朱里② 柴田　穂花② 熊﨑　里咲① 青柳　里奈① 木村　一葉①

長野日大 Ａ 山岸　洋輔 西澤　乃々華① 小林　玲璃② 大澤　愛奈② 中嶌　かれん①

長野日大 Ｂ 山岸　洋輔 小林　かな① 塚田　悠佳② 草間　綾香② 伊藤　花奈② 岡田　有紗②

東海大諏訪 Ａ 天笠　洋 原田　珠伶② 湯本　光② 三村　実麗② 藤森　彩夏②

東海大諏訪 Ｂ 天笠　洋 菊池　真理② 平出　愛奈② 永田　涼楓② 牛山　笑望②

エクセラン Ａ 高田　和 青木　汐里② 吉田　百花② 林田　真朋① 矢口　花①

岡谷東 Ａ 清水　一央 横田　麻美② 古井　里歩② 勝本　凜② 今井　愛胡②

岡谷東 Ｂ 清水　一央 金井　佑奈② 花岡　里咲② 加藤　梨花① 河西　永恋①

屋代 Ｂ 青木　裕士 小林　桜子② 荒井　千尋② 常田　瑞葉② 井出　綾香② 松本　向日葵② 池田　璃穂②

松本深志 Ａ 岡田　健一郎 酒井　明音② 丸山　絵里菜② 沖　明里咲① 田中　莉奈② 岩間　柚季②

松本深志 Ｂ 岡田　健一郎 塚田　希① 高木　愛衣① 菅井　美和① 寺島　美侑② 原田　花鈴②

松本美須々 Ａ 北村　保勝 唐澤　梨那① 下條　由依① 川畑　美月② 池田　夏実① 窪田　彩結①

上田 Ａ 芹沢　隆 下島　遙佳① 古田　萌② 大平　明侑② 渡辺　早紀②

上田染谷・上田 Ａ 村山　美耶子 杉山　萌々花② 水野　樹② 両角　史佳② 荻野　実紗② 志津田　珠愛②

上田西 Ａ 正村　真一　 寺島　綾菜② 古越　歩花① 水口　裕菜② 中村　泉咲②

長野 Ａ 山﨑　修史 草川　妃莉① 青木　琉衣② 世古　鈴奈② 北島　葉純② 和田　由梨① 寺島　未桜①

長野吉田 Ａ 矢嶋　基嗣 上松　莉奈② 山岸　ナディーシャ② 髙池　明日香② 矢島　穂風① 島﨑　友香①

長野東 Ａ 山口　武 小島　李子① 丸山　結① 高相　明梨① 久保田　陽世①

野沢北 Ａ 小出　一也 井出　杏佳② 小林　愛奈② 市川　莉那② 倉澤　広奈①

塩尻志学館 Ａ 岡庭　真一 矢ヶ崎　愛奈② 小澤　愛美② 井口　咲良② 有賀　凜花②

塩尻志学館 B 岡庭　真一 古畑　覇菜① 丸山　瑠花② 阿部　知紗季① 中島　綾香①

伊那弥生ヶ丘 Ａ 野中　学 松島　愛奈② 酒井　咲綺① 西村　彩花① 佐藤　未咲② 中村　瑠璃子② 伊藤　桜①

伊那北 Ａ 掛川萌花 曽我　佳苗② 太田　明子② 竹澤　萌② 明尾　果歩②

篠ノ井 Ａ 中川　直昭 井出　わかな② 森澤　彩夏② 小山　柚② 北村　実優②

篠ノ井 Ｂ 中川　直昭 荒井　美羽① 中澤　日菜① 中山　琴愛① 柳澤　楓香①

松代 Ａ 関谷　裕一 瀧澤　水稀② 武藤　瑞季② 熊澤　明優華② 赤塚　真菜② 古澤　涼香① 竹内　瑞希①

諏訪清陵 Ａ 髙橋　聡 竹村　結① 細川　実紘① 望月　唯衣② 西澤　香鈴②

諏訪清陵 Ｂ 髙橋　聡 伊藤　恭子② 樋口　梨紗子② 野澤　藍希② 渡邉　冴香② 小口　紗英②

諏訪二葉 Ａ 堀内　誠 丸茂　可奈② 宮木　奈緒② 岩﨑　美羽② 濱島　里穂② 荻原　妃奈子② 林　菜月②

須坂 Ａ 倉田幸洋 佐藤　謡① 滝澤　友季音② 久保　朋夏② 吉見　理花①

大町岳陽 Ａ 平谷　清司 鰐川　羽菜② 奥原　来海② 松下　紘子① 末上　怜① 矢口　聖深① 山本　道代①

中野西 Ａ 中村弘子 加藤　美羽① 寺島　紫乃② 山田　理恵② 牧野　紅華②

中野西 Ｂ 中村弘子 徳竹　ちひろ② 中林　夏美② 西山　志帆① 小林　美斐①

長野西 Ａ 宮入　健敏 春原　美知瑠① 滝澤　莉奈② 関　春花② 坪田　芙優① 菅　凪都美①

飯田風越 Ａ 村山　春香 林　優香② 吉川　夢乃① 井東　夏子① 山本　渚月①

飯田風越 Ｂ 村山　春香 松島　もも① 鷲山　未羽① 木下　侑香① 岩崎　杏南①

豊科・諏訪実業 Ａ 池上　美鈴　 工藤　朋花② 曽根原　未彩① 辻井　穂香① 森　ちさと①
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