
№ チーム 監督 №１ №２ №３ №４ №５ №６

1 長野西 Ａ 宮入健敏 服部　海① 町田　健太① 眞木　寛大① 小口　泰希①

2 松本県ヶ丘 Ａ 伊藤　浩 西尾　一優① 横山　太一① 加藤　光翼① 大島　健太①

3 松本県ヶ丘 Ｂ 伊藤　浩 倉上　卓也① 小口　流依① 中嶋　大晴① 小川　蒼一郎① 浅井　竜矢①

4 中野西 Ａ 高橋　優祐 坂口　晴空① 内田　瑛二① 池田　大誠① 鈴木　達也① 成田　心①

5 中野西 Ｂ 高橋　優祐 柴本　駿哉① 大窪　連① 青柳　壮真① 廣瀬　麻尋① 山岸　亮太①

6 岡谷南 Ａ 二藤　和昌 金子　夕馬① 寺尾　陸① 鈴島　樹① 佐藤　直也① 赤羽　倫弥①

7 飯田風越 Ａ 馬島　紀子 加藤　輝① 松下　暖大① 小池　航大① 下村　春貴①

8 飯田風越 Ｂ 馬島　紀子 小林　太陽① 棚田　彪太郎① 中川　峻介① 塩沢　奈典① 村澤　優羽①

9 松本第一 Ａ 柵山　寛之 梅野　聖① 川村　洋嘉① 小松　巧実① 瀬戸口　照① 藤井　悠杜①

10 松本第一 Ｂ 柵山　寛之 山田　遼太郎① 山崎　　響① 石坂　拓也① 小林　幸一①

11 屋代 Ａ 堀内　政幸 平林　佑樹① 石川　拓武① 村岡　嶺① 菅原　優斗① 松本　昂大①

12 屋代 Ｂ 堀内　政幸 宮崎　雅也① 北澤　善① 藤重　源倖① 関　温人① 下條　明日真①

13 中野立志館 Ａ 上野　修 矢口　蕉① 廣兼　勝信① 山口　尚吾① 福沢　拓也①

14 中野立志館 Ｂ 上野　修 遠山　聖矢① 山﨑　十太郎① 駒津　敦也① 丸山　和己① 小林　凜翔①

15 長野吉田 Ａ 赤塩　仁 奥村　優生① 小林　想楽① 岩﨑　陸① 保坂　柊太①

16 上田染谷丘 Ａ 平原　友紀 加々井　大輝① 夛田　柊吾① 中村　優太① 赤尾　惟咲①

17 上田染谷丘 Ｂ 平原　友紀 大田　一輝① 石丸　希① 塚山　碧翔① 中澤　宗太①

18 長野南 Ａ 丸山　春樹 高橋　勇輔① 池川　智哉① 田口　大誠① 寺嶋　稀星①

19 長野南 Ｂ 丸山　春樹 小林　壮真① 内山　将吾① 大場　翔① 酒井　一真①

20 松本蟻ヶ崎 Ａ 寺澤　誠一 岩岡　史也① 田中　崚也① 舩坂　大志① 横川　響① 片桐　来夢①

21 高遠 Ａ 高橋　健一 川手　那翼① 三井　大輔① 下島　柚太① 藤森　匠平① 松尾　和真①

22 松本深志 Ａ 相馬　孝幸 廣間　楓也① 城谷　一成① 瀬戸　優一郎① 清水　龍之介① 宇田川　葉之①

23 上田西 Ａ 正村　真一 久保田　一吹① 甘利　裕司① 中村　和希① 山﨑　帆高① 宮澤　颯来①

24 長野 Ａ 横山　智典 金子　哲平① 塚田　真斗① 相場　陽友① 堀川　敦世① 伯耆原　亘①

25 長野 Ｂ 横山　智典 鶴田　悠斗① 片山　敦紀① 河西　凌羽① 篠崎　泰成①

26 東海大諏訪 Ａ 杵渕　隆 岡西　連樹① 五味　伊颯① 渡邉　雄聖① 佐藤　智也① 樋口　大翔①

27 東海大諏訪 Ｂ 杵渕　隆 篠原　大生① 五味　慎和① 市川　峻① 木下　翔聖① 有賀　楓人①

28 松本美須々 Ａ 北村　保勝 岩月　大河① 森　常稔① 櫻井　和将① 小口　達也① 並木　蒼真①

29 諏訪二葉 Ａ 山岡　翠 齋藤　悠真① 太田　冬弥① 飯田　祐生① 小島　侑大①

30 諏訪実・清陵 Ａ 傳田　佳史 宮下　豪① 清水　陽貴① 溝口　貴史① 田中　克紀①

31 松本工業 Ａ 飯島　昭雄 板垣　実来① 内田　晴翔① 青嶋　颯真① 秋山　聖七① 遠藤　颯馬① 神谷　諒太①

32

1 松本深志 Ａ 林　好美 荻久保　雪乃① 小島　優① 伊藤　愛諸① 大岩　咲月①

2 中野西 Ａ 髙橋 優祐 村上　七彩① 米沢　胡春① 渋沢　朱里① 倉科　摩衣① 小布施　朋実①

3 飯田風越 Ａ 村山　春香 塩澤　美優菜① 原田　鈴① 竹村　友里① 牛島　華那①

4 諏訪二葉 Ａ 堀内　誠 平田　千晶① 松本　陽菜① 小林　凜① 田中　華乃① 杉浦　日菜①

5 岡谷南 Ａ 関　優子 木村　妃杏① 永田　清楓① 西　悠香① 山口　夢羽① 平澤　恋菜①

6 岡谷南 Ｂ 関　優子 宮澤　瑛乃① 大平　くるみ① 高橋　郁乃① 國枝　綾乃① 浦野　未唯① 守屋　怜奈①

7 東海大諏訪 Ａ 天笠　洋 宮澤　萌々菜① 桑沢　桃佳① 今井　結良々① 濱　琉凪① 土橋　莉奈① 島田　優菜①

8 伊那北 Ａ 掛川　萌花 宮下　京子① 林　美緒① 宮澤　滴① 北澤　ひなた①

9 上田 Ａ 芹沢　隆 新井　愛依① 佐藤　優衣① 西島　鈴美① 渡辺　陽月① 泉　優奈①

10 大町岳陽 Ａ 平谷　清司 橋本　優菜① 小林　愛海① 淀　葉月① 山﨑　茉奈①

11 屋代 Ａ 青木　裕士 長浦　香純① 阿部　くるみ① 畑山　陽陽里① 近藤　穂之華①

12 松川・市長 Ａ 玉本　聡志 原　瞳美① 小出　歩夢① 春原　真衣① 阿藤　望々香①

13 弥生ヶ丘 Ａ 野中　学 野溝　真奈香① 後藤　結① 塩谷　莉子① 池井　陽菜①

14 松本県ケ丘 Ａ 中谷　幸裕 御子柴　涼生① 田中　紗奈① 山田　愛純① 笹岡　彩乃①

15 長野吉田 Ａ 矢嶋　基嗣 大屋　涼香① 笠井　里奈① 内山　理央① 山口　秀奈①

16 諏訪清陵 Ａ 髙橋　聡 竹花　美咲① 林　和奈① 岩島　愛鈴① 中村　彩実①

17 諏訪清陵 Ｂ 髙橋　聡 武井　沙英① 宮下　理衣① 横川　花菜① 小松　綾音① 古川　梨乃①

18 上田染谷丘 Ａ 村山　美耶子 花岡　笑奈① 銀川　ほのか① 白石　優和① 佐藤　羽瑠① 懸川　朱佳①
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