
№ チーム 監督 №１ №２ №３ №４ №５ №６

1 屋代 Ａ 宮田　雄 徳永　弦晟 茂木　武蔵 丸山　海璃 西澤　大空 丸田　陽希

2 東京都市大 Ａ 鰐川　家教 上條　麒之介 藤森　亮祐 高木　柊平 細田　翔

3 諏訪清陵 Ａ 傳田　佳史 北澤　開 宮下　大和 宮嵜　和真 和平　琉莞

4 諏訪清陵 Ｂ 傳田　佳史 前島　龍優太 日向　聖流 荻原　怜雄 守谷　翼 今井　悠翔

5 長野南 Ａ 丸山　春樹 吉田　正 柿崎　航大 関野　汰一 宮下　歩 渡辺　光貴

6 長野南 Ｂ 丸山　春樹 根石　仁真 髙原　樹生 髙山　野乃葉 相澤　廉太郎 半田　大知

7 長野 Ａ 横山　智典 西窪　叶 黒岩　重成 土屋　潤一郎 髙山　富優 太田　千尋

8 長野 Ｂ 横山　智典 依田　彪雅 小松　弘季 広瀬　温基 町田　大和 小林　侑誉

9 諏訪二葉 Ａ 伊藤　光宏 宮本　峻 青木　友里 原田　大誠 原田　朔慎

10 諏訪二葉 Ｂ 伊藤　光宏 岡部　宇臣 宮原　稔貴 阿部　滉平 雨宮　水晶

11 松本県ヶ丘 Ａ 伊藤　浩 臼井　捺 横澤　優月 酒井　健太 山辺　拓人 津久井　春陽

12 中野西 Ａ 高橋　　優祐 中村　ゆうた 高相　光輝 仲野　豪 小島　悠太

13 岩村田 Ａ 森山　裕 三石　勇太 石井　そら 京野　倖太 関口　拓人

14 伊那北 Ａ 勝家　康太郎 宮下大和パヒム 須藤　謙斗 杉信　悠 酒井　晴生 浜野　健太朗

15 市立長野 Ａ 田中　英一 呉羽　蓮 中村　昴資 高橋　春希 佐々木　翔平

16 市立長野 Ｂ 田中　英一 萩野　湧貴 合木　詩音 柄澤　礼哉 阿部　悠穂

17 市立長野・立志館 Ａ 上野　　修 増田　　めい 森山　　真衣 町田　　愛 池田　　茉優

18 上田西 Ａ 正村　真一 松岡　歩夢 菅原　敬斗 宮坂　航史郎 森川　海凪

19 諏訪実業・上田西 Ａ 土橋　亜希 鎌田　悠斗 渡邊　来輝 小平　鷹空 高遠　大希

20 長野吉田 Ａ 赤塩　仁 上野　凱志 小林　阿八都 松川　幸樹 池内　心 青木　慎之介

21 長野日大 Ａ 関　斉 牧野　龍之介 宮本　慎太郎 大石　夏輝 神田　隼佑 関　佳祐 吉越　開

22 松本第一 Ａ 柵山　寛之 犬飼　拓真 神通川　大輝 合内　利玖 大田　直己 荒井　俊輔

23 上田 Ａ 菊原　健吾 大井　優弥 宮原　一紀 吉田　和生 栁澤　健太

24 上田・OIDE長姫 Ｂ 菊原　健吾 小倉　韻生 吉迫　暁文 加藤　虹輝 村松　里樹

25 飯田OIDE長姫 Ａ 宮島　浩 中園　薪 勝野　大輝 中島　隆貴 林　海斗

26 飯田OIDE長姫 Ｂ 宮島　浩 桜井　瑞生 山野　羽琉 田中　拓朗 木下　希歩 岡田　一成

27 赤穂 Ａ 竹松　杏子 小松　善太郎 木下　滉也 春日　和 溝口　侑空 吉田　響一朗 丸山　尚悟

№ チーム 監督 № №２ №３ №４ №５ №６

1 諏訪清陵・二葉 Ａ 平出　智也 井上　くるみ 野呂　玲紗 僧都　莉央子 宮内　胡都 大矢　真希

2 松本美須々 Ａ 北村　保勝 宮本　虹愛 柵山　菜々実 伴在　ひなた 雨澤　優希

3 松本美須々 Ｂ 北村　保勝 坂口　ゆきね 増田　朋花 松本　日菜 池田　歩

4 赤穂 Ａ 鎌倉　貴久 浦上　一葉 内木　真奈美 池上　美空 小板橋　美結

5 諏訪二葉 Ａ 堀内　誠 神澤　亜美 矢島　優月 宮澤　陽菜 春日　杏

6 伊那弥生 Ａ 野中　学 中嶋　由希 松島　咲奈 伊藤　衣織 上島　笑実

7 伊那北 Ａ 掛川　萌花 瀧澤　莉奈 大井　彩花 泉澤　真結 中村　有里菜

8 飯田風越 Ａ 原田　志保 松島　恵 佐藤　もえ 原　百花 濱島　鈴音 中上　愛花

9 飯田風越 Ｂ 原田　志保 三嶋　萌 竹村　胡美 平澤　茉桜 小畑　あすか 塩沢　梨奈

10 市立長野・立志館 Ａ 上野　　修 増田　　めい 森山　　真衣 町田　　愛 池田　　茉優

11 上田染谷丘 Ａ 堀内　　政幸 湯田　　華帆 林　　乃愛 尾美　　心絆 富松　　京香 宮下　　夏音

12 下諏訪向陽 Ａ 倉下　哲哉 山田　香桜子 牛山　さゆり 窪田　名桜 野村　伍和 池田　衣吹

13 野沢北 Ａ 菊池　文明 大井　結那 平田　遙乃 土屋　鳳 大嶌　里奈

14 須坂 Ａ 高橋・倉田 上條　水希 和田　眞依 高橋　涼音 目黒　由貴

15 松本県ケ丘 Ａ 中谷　幸裕 柳澤　柚希 市川　千歳 内田　薫美 橋本　成美

16 上田西 Ａ 正村　真一 甘利　怜佳 藤澤　明日香 黒岩　里音 下平　日詩

17 上田西 Ｂ 正村　真一 山岡　菜月 松澤　莉羽 長澤　麗奈 諸山　柚奈

18 長野吉田 Ａ 赤塩　仁 小橋　梨乃 山﨑　琳賀 青木　莉香 五十畑　歩美

19 屋代 Ａ 青木　裕士 伊藤　百友子 徳武　亜沙美 内藤　桃子 小山　采夢

20 屋代 Ｂ 青木　裕士 池田　歩未 北澤　初音 米澤　鈴陽 大倉　澪 原田　彩香

21 岡谷東 Ａ 中村　聡志 栗林　ほなみ 花岡　心海 赤沼　花恋 山岡　美結 石崎　ひより

22 松本第一 Ａ 市川　龍 長岩　陽菜 後藤　彩葉 川　瑠香 小林　茉緒 高岡　真彩

23 飯田OIDE長姫 Ａ 宮島　浩 伊藤　一葉 福澤　明莉 福沢　心音 代田　心希

24 飯田OIDE長姫 Ｂ 宮島　浩 原田　未由 伊久間　夢愛 原　夏生 木下　もこ


