
№ チーム 監督 №１ №２ №３ №４ №５ №６

1 諏訪清陵 Ａ 傳田　佳史 北澤　開① 宮下　大和① 溝口　貴史② 宮嵜　和真① 清水　陽貴②

2 屋代 Ａ 宮田　雄 平林　佑樹② 石川　拓武② 徳永　弦晟① 茂木　武蔵① 村岡　嶺② 菅原　優斗②

3 諏訪二葉 Ａ 山岡　翠 宮坂　侑弥② 山下　駿斗② 齋藤　悠真② 藤森　匠平②

4 中野西 Ａ 高橋　優祐 坂口　晴空② 内田　瑛二② 青柳　壮真② 鈴木　達也② 成田　心②

5 松本深志 Ａ 相馬　孝幸 前川　泰威② 今井　悠② 廣間　楓也② 瀬戸　優一郎②

6 松商学園 Ａ 中川　雅之 伊奈　雄大② 高木　隆樹① 中村　賢将② 渡邊　敬之① 渋谷　雄真① 塚本　修也①

7 上田染谷丘 Ａ 堀内　政幸 杉山　大輝② 竹内　一翔② 夛田　柊吾② 加々井　大輝② 中村　優太②

8 上田 Ａ 菊原　健吾 毛利　天馬② 坂井　元気② 池田　梧朗② 大田　一輝②

9 松本第一 Ａ 柵山　寛之 犬飼　拓真① 梅野　聖② 小林　柊翔② 小松　巧実② 瀬戸口　照②

10 OIDE長姫 Ａ 宮島　浩 南雲　ﾐﾊｴﾙ薫② 米山　匠② 中園　薪① 勝野　大輝①

1 松本美須々 Ａ 犬飼　健一 岩月　大河② 森　常稔② 櫻井　和将② 並木　蒼真②

2 松本美須々 Ｂ 犬飼　健一 小口　達也② 落合　凌雅② 武居　隼也① 粟津原　陸大①

3 高遠 Ａ 高橋　健一 清水　伶大② 妹尾　雄真② 西村　涼② 中村　友哉① 高橋　彪河①

4 高遠 Ｂ 高橋　健一 酒井　泰良① 川手　那翼② 三井　大輔② 下島　柚太②

5 諏訪二葉 Ｂ 山岡　翠 松尾　和真② 太田　冬弥② 小島　侑大② 飯田　祐生②

6 松本県ヶ丘 Ａ 伊藤　浩 臼井　捺① 横澤　優月① 酒井　健太① 山辺　拓人① 津久井　春陽①

7 松本県ヶ丘 Ｂ 伊藤　浩 横山　太一② 西尾　一優② 加藤　光翼② 大島　健太② 小川　蒼一郎②

8 松本深志 Ｂ 相馬　孝幸 城谷　一成② 清水　龍之介② 宇田川　葉之② 井手上　健人①

9 長野 Ａ 横山　智典 金子　哲平② 塚田　真斗② 篠崎　泰成② 堀川　敦世② 鶴田　悠斗②

10 長野 Ｂ 横山　智典 相場　陽友② 伯耆原　亘② 河西　凌羽② 片山　敦紀②

11 市立長野 Ａ 田中　英一 萩野　湧貴① 呉羽　蓮① 中村　昴資① 高橋　春希① 合木　詩音①

12 飯田風越 Ａ 内山　博貴 松下　暖大② 下村　春貴② 小池　航大② 村澤　優羽② 中川　峻介② 牧内　聖弥①

13 飯田風越 Ｂ 内山　博貴 下澤　　諒① 北澤　聖大① 松下　　聖① 田中　然朔① 下平　晃也① 木下　和哉①

14 上田東 Ａ 宮脇　昌人 佐伯　壮之介① 小橋　将人② 松山　空② 金子　航① 工藤　天之② 茂木　裕太②

15 上田染谷丘 Ｂ 堀内　政幸 石丸　希② 赤尾　惟咲② 山本　琳太郎① 中澤　宗太② 塚山　碧翔②

16 岡谷南 Ａ 二藤　和昌 藤森　奏音② 寺尾　陸② 金子　夕馬② 佐藤　直也②

17 岡谷南 Ｂ 二藤　和昌 鈴島　樹② 小口　裕也② 赤羽　倫弥② 鬼窪　来夢②

18 東海大諏訪 Ａ 杵渕　隆 沖本　蓮エリック② 佐藤　智也② 岡西　連樹② 五味　伊颯② 樋口　大翔②

19 東海大諏訪 Ｂ 杵渕　隆 五味　慎和② 渡邉　雄聖② 篠原　大生② 大野田　樹②

20 OIDE長姫 Ｂ 宮島　浩 大澤　慎太郎② 中島　隆貴① 林　海斗① 桜井　瑞生①

1 東京都市大 Ａ 鰐川　家教 上條　麒之介① 藤森　亮祐① 高木　柊平① 細田　翔①

2 屋代 Ｂ 宮田　雄 近藤　葵② 北澤　善② 宮崎　雅也② 藤重　源倖② 桑原　和希② 下條　明日真②

3 長野南 Ａ 丸山　春樹 高橋　勇輔② 吉田　正① 田口　大誠② 池川　智哉②

4 長野南 Ｂ 丸山　春樹 田中　諒② 内山　将吾② 寺嶋　稀星② 小林　壮真②

5 伊那北 Ａ 勝家　康太郎 小松　孝達郎② 小林　勇輝② 横尾　涼平② 宮下　大和パヒム① 杉信　悠①

6 伊那北 Ｂ 勝家　康太郎 宮下　遼也② 須藤　謙斗① 小林　直太郎② 酒井　晴生①

7 佐久長聖 Ａ 小松　賢市 土屋　幸輝② 石山　稜太郎② 藤野　空貴① 桜井　和爽①

8 佐久長聖 Ｂ 小松　賢市 関　亮駕① 牛木　凌弥① 丸山　晴渡① 中沢　大① 新海　雄一朗①

9 松本蟻ヶ崎 Ａ 寺澤　誠一 岩岡　史也② 田中　崚也② 舩坂　大志② 横川　響② 片桐　来夢② 関原　暖基①

10 上田西 Ａ 正村　真一 松岡　歩夢① 宮尾　航平② 久保田　一吹② 甘利　裕司②

11 上田西 Ｂ 正村　真一 中村　和希② 宮澤　颯来② 山﨑　帆高② 菅原　敬斗①

12 諏訪実業 Ａ 土橋　亜希 宮下　豪② 鎌田　悠斗① 渡邊　来輝① 小平　鷹空①

13 小諸 Ａ 松澤　智子 大浦　和樹② 栁澤　祐希② 丸山　颯大② 倉島　爽① 高野　拓海①

14 長野吉田 Ａ 赤塩　仁 上野　凱志① 小林　想楽② 奥村　優生② 小林　阿八都①

15 長野吉田 Ｂ 赤塩　仁 岩﨑　陸② 松川　幸樹① 池内　心① 青木　慎之介①

16 松本第一 Ｂ 柵山　寛之 神通川　大輝① 藤井　悠杜② 山田　遼太郎② 山崎　　響② 石坂　拓也② 小林　幸一②

1 諏訪清陵 Ｂ 傳田　佳史 田中　克紀② 前島　龍優太① 和平　琉莞① 日向　聖流① 荻原　怜雄①

2 伊那弥生 Ａ 野中　学 木ノ嶋　圭① 粂野　陽① 湯澤　弥央① 村澤　泰成①

3 中野西 Ｂ 高橋　優祐 大窪　連② 柴本　駿哉② 池田　大誠② 廣瀬　麻尋② 山岸　亮太②

4 中野立志館 Ａ 上野　修 廣兼　勝信② 矢口　蕉② 遠山　聖矢② 山口　尚吾② 山﨑　十太郎②

5 赤穂 Ａ 竹松　杏子 小松善太郎 倉田　恭兵 中山　瑞樹 小町谷　樹 唐澤　悠叶

6 赤穂 Ｂ 竹松　杏子 木下　滉也① 吉田　響一朗① 春日　和① 溝口　侑空① 丸山　尚悟① 今井　玲①

7 篠ノ井 Ａ 中川　直昭 大沢　一貴② 増澤　竜也② 西部　竜太朗② 田中　海里②

8 篠ノ井・長野西 Ｂ 中川・上條 白石　耕大① 今別府　輝① 渡辺　渓心① 小野澤　航平① 古川　昌志① 上原　千宙①

9 長野西 Ａ 上條　啓 服部　海② 町田　健太② 小口　泰希② 眞木　寛大②

10 松　川 Ａ 古幡　知花 西元　俊太② 宮島　知也② 永田　奏① 中川　大和①

11 松　川 Ｂ 古幡　知花 長谷部　心優② 大場　翔② 松尾　皐太② 酒井　一真②

12 岩村田 Ａ 森山　裕 渡邉　泰成② 三石　勇太① 石井　そら① 京野　倖太① 関口　拓人①

13 須坂 Ａ 倉田　幸洋 岡本　隆汰② 小林　陸人② 田村　祥大② 德永　広準②

14 須坂 Ｂ 倉田　幸洋 湯本　喜成② 渡辺　誠也② 小林　大悟② 宮澤　翔①

15 野沢北 Ａ 入沢　昌基 髙城　裕行② 須江　勇斗② 東川　桂太朗② 黛　亮雄② 飯島　晴希②

16 長野日大 Ａ 関　斉 高野　拓未② 唐澤　佳右② 小林　大起② 倉嶋　勇太②

17 長野日大 Ｂ 関　斉 滝　知紘② 北沢　平② 中村　優希② 篠原　優次郎②

18 エクセラン Ａ 高田　和 徳原　一路① 関川　碧② 濵　千博② 青木　信太朗② 粟津原　力斗①

19 エクセラン Ｂ 高田　和 塚原　颯汰① 木下　陽介② 池上　俊① 塩原　海斗① 中村　友春①
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