
全日本ｼﾞｭﾆｱ長野県予選2019　練習コート割 ダブルス

10 9 8 7 6

① 松本工業/県ヶ丘(男) 蟻ヶ崎(男) 大町岳陽(男) 蘇南(男) 蘇南(女)

② 長野商業(男) 長野商業(男) 中学生 須坂(女)/長野(女) 東海大諏訪(男)

③ 赤穂(男)/駒工(男) 上田千曲(男) 中学生 丸子修学(男) 長姫(男)/阿智(男)

1 2 3 4 5

① 岡谷南(女)/辰野(女) 岡谷南(男)/伊那北(男) 学園長野(男) 学園長野(女)/市立長野(女) 学園長野(男)

② 長野商業(女) 長野商業(女) 中学生 市立長野(男) 上田染谷(男)

③ 赤穂(女) 上田千曲(女) 中学生 上田染谷(男) 岩村田(男)/野沢北(男)

11 12 13 14

① 田川(女)/県ヶ丘(女) 深志(女)/蟻ヶ崎(女) 豊科(女)/岳陽(女) 松商(女)

② 弥生(女) 長姫(女)/佐久平(女) 上田東(女) 長野西(女)/上田染谷(女)

③ フリー フリー フリー フリー

不都合等ありましたら、地区内で調整をお願いいたします②8:45～9:00
③9:00～9:15

信州ｽｶｲﾊﾟｰｸ　(メイン) 8月16日（金） 8:30～9:15

入
口

信州ｽｶｲﾊﾟｰｸ　(サブ)

①8:30～8:45



全日本ｼﾞｭﾆｱ長野県予選2019　練習コート割 シングルス

1 2 3 4

① 伊那北(男)/清陵(男) 岳陽(男)/蟻ヶ崎(男) 東海大諏訪(男) 松工(男)/深志(男)

② 駒工(男)/阿智(男) 赤穂(男) 蘇南(男) 蘇南(男)

③ 長野商業(男) 長野商業(男) 文化学園(男) 上田千曲(男)

④ 中学生 岩村田(男)/野沢北(男) 上田(男)/染谷(男) 上田東(男)

5 6 7 8

① 岡谷南(女)/伊那北(女) 深志(女)/蟻ヶ崎(女) 松商(女) 弥生(女)

② 岳陽(女)/豊科(女) 赤穂(女) 赤穂(女) 蘇南(女)

③ 長野俊英(女)/上田染谷(女) 長野商業(女) 学園長野(女) 長野(女)/市立長野(女)

④ 中学生 上田千曲(女) 上田東(女)/佐久平総合(女) 野沢南(女)

①8:00～8:15 不都合等ありましたら、地区内で調整をお願いいたします

②8:15～8:30

③8:30～8:45

④8:45～9:00

岡谷市民体育館(スワンドーム) 8月18日（日） 8:00～9:00

入
口



令和元年度　第３８回全日本ジュニアバドミントン大会長野県予選会（ジュニアの部） 男子ダブルス

2019年8月16･18日

信州スカイパーク体育館　岡谷市民総合体育館

小椋 悠起・北村 健太 (蘇南) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────20 有賀 詩吹・有賀 伊吹 (茅野東部中学校)
(6)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(14)

田口 誠也・原 快斗 (丸子修学館) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────21 海端 悦郎・花澤 璃恭 (大町岳陽)
(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(4)

塚田 幸太郎・野口 拓麻 (阿智) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────22 小田切 紘匡・宮沢 友也 (丸子修学館)
(22)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(26)

松下 慎・小松 和人 (駒ヶ根工業) 4─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────23 山本 隆平・山田 航平 (長野商業)
(7)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(15)

金子 渉・清水 大和 (市立長野) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────24 小澤 光源・小山 夕輝 (赤穂)
(30)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(32)

伊藤 凜翔・下平 来夢 (高遠中学校) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────25 田嶋 聡哲・三浦 孝太 (野沢北)
(8)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(16)

伊藤 優太・伊藤 駿 (松本蟻ヶ崎) 7─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────26 髙野 涼・下田 航輝 (市立長野)
(23)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(27)

澤口 飛馬・古畑 佑真 (長野商業) 8─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────27 桐生 悠雅・竹村 洸星 (伊那北)
(9)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(17)

松田 昇篤・若林 遥希 (上田千曲) 9─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────28 唐木 大地・森 優樹 (蘇南)
(34)　　├────┴────┤　　(35)

磯部 太志・内河 柊介 (長野商業) 10─────────┐　　　　　　　　　│ (36) │　　　　　　　　　┌─────────29 高木 涼・土橋 源太 (東海大学諏訪)
(10)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(18)

六川 俊・沓掛 光太朗 (丸子修学館) 11─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────30 北澤 裕希・中村 隼人 (学園長野)
(2)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(28)

有賀 優介・石田 恵介 (岡谷南) 12─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────31 湯浅 優貴・古海 利樹 (岩村田)
(24)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(19)

吉原 大貴・田中 蒼大 (大町岳陽) 13─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────32 坂野 友哉・中島 悠智 (松本蟻ヶ崎)
(11)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(33)

小林 拓未・大久保 智喜 (奈川中学校) 14─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────33 和田 優斗・清水 冬夢 (上田千曲)
(31)　　├───────────┘　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┌───────────┤　　(20)

池上 智哉・垂見 純一 (蘇南) 15─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────34 青柳 好也・竹内 秀晟 (豊科北中学校)
(12)　　├───────────┐　　　　　　　　　│　　　　　　　　　└───────────┤　　(29)

高橋 雅也・白石 響 (上田染谷丘) 16─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────35 大久保 祥太郎・山田 瑛介 (松本県ヶ丘)
(25)　　├───────────┘　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┌───────────┤　　(5)

静谷 裕杜・中澤 翼 (学園長野) 17─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────36 小平 真斗・北沢 璃久 (ＯＩＤＥ長姫)
(3)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　└───────────┤　　(21)

荒井 琉・久保田 翔大 (松本工業) 18─────────┘　　　　　　　　　│ │ 　　　　　　　　　└─────────37 仁科 潤海・丸山 祐宇 (長野商業)
(13)　　├───────────┘　　　　　　　　　

竹永 皇騎・小澤 琉晟 (東海大学諏訪) 19─────────┘　　　　　　　　　



令和元年度　第３８回全日本ジュニアバドミントン大会長野県予選会（ジュニアの部） 女子ダブルス

2019年8月16･18日

信州スカイパーク体育館　岡谷市民総合体育館

物部 咲月・永見 多映 (学園長野) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────20 滝沢 杏菜・原 咲織 (文化学園長野中学校)

(7)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(15)
永井 琴葉・小平 紋加 (松本蟻ヶ崎) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────21 丸山 桃花・松倉 みのり (松本深志)

(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(4)
倉石 萌・秋田 一聖 (上田千曲) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────22 小林 萌々花・原 美鈴 (長野商業)

(23)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(27)
向山 琴理・森 真生 (赤穂) 4─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────23 荒井 愛美莉・土屋 侑楓 (上田東)

(8)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(16)
小松 芽生・成澤 未来 (上田東) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────24 八十島 悠・ｽﾃｨﾌﾞﾝｽ 愛菜 (松本県ヶ丘)

(31)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(33)
代田 楓子・青山 結奈 (高森中学校) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────25 西尾 優菜・福澤 栞理 (伊那弥生ヶ丘)

(9)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(17)
岡田 瑠夏・鶴田 渚菜 (長野西) 7─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────26 アズルル ナゴミナグ・家氏 なぎ (上田千曲)

(24)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(28)
青木 莉子・田尻 彩七 (長野商業) 8─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────27 山本 央奈・竹内 美友 (豊科)

(10)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(5)
西村 奏夢・後藤 栞 (蘇南) 9─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────28 高木 美紅・福澤 花乃 (辰野)

(35)　　├────┴────┤　　(36)　　　　　　　　　└───────────┤　　(18)
坪木 菜々花・吉瀨 葵 (赤穂) 10─────────┐　　　　　　　　　│ (37) │　　　　　　　　　└─────────29 和田 愛未・井上 舞香 (市立長野)

(11)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │
近藤 楓恋・中島 ヒカル (佐久平総技) 11─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────30 中村 衣吹・芳賀 乙華 (上田千曲)

(2)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(19)
酒井 恵茉・戸谷 友希乃 (大町岳陽) 12─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────31 福澤 紗耶・沢柳 李呼 (ＯＩＤＥ長姫)

(25)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(29)
一柳 咲衣・奥原 凜夏 (波田中学校) 13─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────32 二木 里菜・大栁 雛乃 (田川)

(12)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(20)
筒井 真衣・森 あかね (長野商業) 14─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────33 樋口 佳那・水上 想世 (長野)

(32)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(34)
櫻井 里紗・櫻井 ちとせ (上田東) 15─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────34 片桐 楓香・細江 万葉 (赤穂)

(13)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(21)
片田 夏鈴・金子 涼夏 (岡谷南) 16─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────35 市川 知里・竹内 亜寿香 (北安松川中学校)

(26)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(30)
篠原 愛実・牧 葉澄 (須坂) 17─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────36 東澤 美羽・酒井 優花 (長野商業)

(3)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(6)
北村 千華・小林 彩乃 (伊那弥生ヶ丘) 18─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────37 鳴澤 彩恵・村田 夏澄 (上田染谷丘)

(14)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(22)
関川 心音・板垣 晶子 (松商学園) 19─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────38 岩松 桃香・小澤 梨恋 (蘇南)



令和元年度　第３８回全日本ジュニアバドミントン大会長野県予選会（ジュニアの部） 男子シングルス

2019年8月16･18日

信州スカイパーク体育館　岡谷市民総合体育館

仁科 潤海 (長野商業) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────22 小椋 悠起 (蘇南)
(10)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(18)

松下 慎 (駒ヶ根工業) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────23 澤口 飛馬 (長野商業)
(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(6)

高橋 雅也 (上田染谷丘) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────24 大津 陽紀 (諏訪清陵)
(26)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(30)

三石 達万 (南木曽中学校) 4─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────25 桐生 悠雅 (伊那北)
(11)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(19)

垂見 純一 (蘇南) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────26 田嶋 聡哲 (野沢北)
(34)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(36)

高木 涼 (東海大学諏訪) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────27 山田 航平 (長野商業)
(12)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(20)

吉原 大貴 (大町岳陽) 7─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────28 池上 智哉 (蘇南)
(2)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(31)

古畑 佑真 (長野商業) 8─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────29 荻原 敦輝 (上田千曲)
(27)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(7)

松田 昇篤 (上田千曲) 9─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────30 花澤 璃恭 (大町岳陽)
(3)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(21)

中村 隼人 (学園長野) 10─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────31 松久 知弘 (南宮中学校)
(13)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │

唐木 大地 (蘇南) 11─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────32 森 優樹 (蘇南)
(38)　　├────┴────┤　　(39)　　　　　　　　　┌───────────┤　　(22)

磯部 太志 (長野商業) 12─────────┐　　　　　　　　　│ (40) │ │ │　　　　　　　　　┌─────────33 湯浅 優貴 (岩村田)
(14)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(8)

坂野 友哉 (松本蟻ヶ崎) 13─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────34 丸山 祐宇 (長野商業)
(4)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(32)

塚田 幸太郎 (阿智) 14─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────35 塚田 稜 (上田東)
(28)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(23)

荒井 琉 (松本工業) 15─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────36 小澤 琉晟 (東海大学諏訪)
(15)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(37)

古畑 貫太郎 (塩尻西部中学校) 16─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────37 静谷 裕杜 (学園長野)
(35)　　├───────────┘　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┌───────────┤　　(24)

合津 志哉 (上田) 17─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────38 寺島 楓杜 (鬼無里中学校)
(16)　　├───────────┐　　　　　　　　　│　　　　　　　　　└───────────┤　　(33)

小澤 光源 (赤穂) 18─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────39 小山 夕輝 (赤穂)
(29)　　├───────────┘　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┌───────────┤　　(9)

髙井 脩也 (上田東) 19─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────40 望月 皓成 (松本深志)
(5)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　└───────────┤　　(25)

北澤 裕希 (学園長野) 20─────────┘　　　　　　　　　│ │ 　　　　　　　　　└─────────41 内河 柊介 (長野商業)
(17)　　├───────────┘　　　　　　　　　

北村 健太 (蘇南) 21─────────┘　　　　　　　　　



令和元年度　第３８回全日本ジュニアバドミントン大会長野県予選会（ジュニアの部） 女子シングルス

2019年8月16･18日
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星沢 知歩 (学園長野) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────22 和田 愛未 (市立長野)
(11)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(19)

西村 奏夢 (蘇南) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────23 アズルル ナゴミナグ (上田千曲)
(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(6)

家氏 なぎ (上田千曲) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────24 金子 涼夏 (岡谷南)
(27)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(31)

井上 舞香 (市立長野) 4─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────25 後藤 栞 (蘇南)
(12)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(20)

吉瀨 葵 (赤穂) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────26 近藤 楓恋 (佐久平総技)
(35)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(37)

代田 楓子 (高森中学校) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────27 田中 舞 (長野俊英)
(13)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(21)

増田 萌香 (伊那北) 7─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────28 細江 万葉 (赤穂)
(2)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(32)

鳴澤 彩恵 (上田染谷丘) 8─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────29 筒井 真衣 (長野商業)
(28)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(7)

森 あかね (長野商業) 9─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────30 重田 花伽 (豊科)
(3)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(22)

森 真生 (赤穂) 10─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────31 小林 茉莉花 (文化学園長野中学校)

(14)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │
関川 心音 (松商学園) 11─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────32 岩松 桃香 (蘇南)

(39)　　├────┴────┤　　(40)　　　　　　　　　┌───────────┤　　(23)
小澤 梨恋 (蘇南) 12─────────┐　　　　　　　　　│ (41) │ │ │　　　　　　　　　┌─────────33 青木 莉子 (長野商業)

(15)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(8)
酒井 優花 (長野商業) 13─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────34 成澤 未来 (上田東)

(4)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(33)
原 咲織 (文化学園長野中学校) 14─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────35 樋口 佳那 (長野)

(29)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(9)
丸山 桃花 (松本深志) 15─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────36 滝沢 杏菜 (文化学園長野中学校)

(16)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(24)
塩川 七夏 (野沢南) 16─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────37 坪木 菜々花 (赤穂)

(36)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(38)
水上 想世 (長野) 17─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────38 板垣 晶子 (松商学園)

(17)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(25)
片桐 楓香 (赤穂) 18─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────39 中村 衣吹 (上田千曲)

(30)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(34)
小平 紋加 (松本蟻ヶ崎) 19─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────40 酒井 恵茉 (大町岳陽)

(5)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(10)
倉石 萌 (上田千曲) 20─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────41 北村 千華 (伊那弥生ヶ丘)

(18)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(26)
永見 多映 (学園長野) 21─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────42 物部 咲月 (学園長野)
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