
1 平川 祐也･宮澤 元紀 (大町北) ━━━━━━┓2  2┏━━━━━━20 矢島 雅弘･中條 雄介 (長野商業)
 (7)┗━━━┓2  2┏━━━┛(15)

2 副島 健嗣･矢花 和也 (明科) ──┐1 　　│ 　　┃ 　┃　　　│　　 0┌──21 畑 弾手･塩原 勇樹 (松本工業)
 (1)┏━──┘0 　　┃ 　┃　　 0└──━┓(4)

3 吉沢 拓也･関 達也 (小諸) ━━┛2 　　┃ 　┃　　  2┗━━22 荒井 悠希･川手 大樹 (松川)
(23)┗━━━┓2  2┏━━━┛(27)

4 岡村 勇希･徳永 健人 (篠ノ井) ━━━━━━┓2 　　│ 　　┃ 　┃　　　│　　 2┏━━━━━━23 遠山 裕･原崎 拓也 (小諸商業)
 (8)┗━──┘0 　　┃ 　┃　　 1└──━┛(16)

5 小杉 啓輔･仲田 剛也 (茅野) ──────┘0 　　┃ 　┃　　  0└──────24 倉澤 寿成･菅島 康 (長野工業)
(31)┗━━━┓2  1┌──━┛(33)

6 丸山 翼･山口 直樹 (東部) ──────┐0 　　│ 　　┃ 　│　　　│　　  2┏━━━━━━25 田中 崇司･白金 健豪 (蘇南)
 (9)┏━━━┓2 　　│ 　　┃ 　│　　　│　　 0┌──━┛(17)

7 横山 真和･藤原 康司 (武蔵工大第二) ━━━━━━┛2 　　┃ 　　│ 　　┃ 　│　　　│　　　│　　 0└──────26 伊沢 透･山崎 亮介 (諏訪二葉)
(24)┗━──┘0 　　┃ 　│　　 1└──━┓(28)

8 松橋 祐司･江尻 祐樹 (屋代) ──────┐1 　　│ 　　┃ 　│　　 　┃　　  2┏━━27 和田 侑･山本 祐太郎 (須坂)
(10)┏━──┘0 　　┃ 　│　　 　┃　　 0┌──━┛(5)

9 田崎 一真･山田 詩歩 (長野北部中学校) ━━━━━━┛2 　　┃ 2 ┃ 0 　│　　 　┃　　　│　　 0└──28 中山 誠也･佐藤 太一 (長野北部中学校)
(35)┗━━┛─ ━┓(36)  2┗━━━┓(18)

10 湯本 匡寛･菅沼 拓馬 (須坂) ──────┐1 　　│ (37) 　┃　　  2┗━━━━━━29 岩下 勇樹･北村 祐樹 (上田西)
(11)┏━━━┓2 　　│ 　┃　　

11 倉島 篤史･武重 真也 (上田東) ──┐1 　　┃ 　　┃ 　　│ 　┃　　  2┏━━━━━━30 横山 幸祐･北林 大輝 (赤穂)
 (2)┏━━━┛2 　　┃ 　　│ 　┃　　  2┏━━━┛(19)

12 大橋 博志･金城 裕介 (木曽) ━━┛2 　　┃ 　　│ 　┃　　 　┃　　 0└──────31 福沢 大悟･丸山 誠礼 (松本県ケ丘)
(25)┗━──┐0 　　│ 　┃　　 0┌──━┛(29)

13 穂谷 圭祐･佐藤 正樹 (白馬中学校) ──────┐1 　　│ 　　│ 　　│ 　┃　　　│　　　│　　 2┏━━━━━━32 櫻井 徹志･込山 裕太 (岩村田)
(12)┏━──┘0 　　│ 　　│ 　┃　　　│　　 1└──━┛(20)

14 伊藤 文哉･藤澤 光昭 (岡谷工業) ━━━━━━┛2 　　│ 　　│ 　┃　　　│　　  1└──────33 小林 陽一･近藤 大貴 (長野日大)
(32)┏━──┘0  2┗━━━┓(34)

15 佐藤 幸大･宮坂 鉄也 (小諸商業) ━━━━━━┓2 　　┃ 　┃　　  2┏━━━━━━34 矢口 雄飛･細沢 泰範 (大町北)
(13)┗━──┐0 　　┃ 　┃　　 0┌──━┛(21)

16 三澤 義彦･矢澤 大心 (伊那北) ──────┘0 　　│ 　　┃ 　┃　　　│　　 0└──────35 三浦 雅紀･成沢 翔太 (丸子実業)
(26)┏━━━┛2  2┗━━━┓(30)

17 安藤 弘和･金子 稔 (松代) ━━┓2 　　┃ 　┃　　  2┏━━36 飯塚 達弘･春日 孝文 (伊那弥生ケ丘)
 (3)┗━──┐0 　　┃ 　┃　　 0┌──━┛(6)

18 藤森 建吾･大和 光義 (東海大第三) ──┘1 　　│ 　　┃ 　┃　　　│　　 0└──37 伊納 峻･南澤 旭 (篠ノ井)
(14)┏━━━┛2  2┗━━━┓(22)

19 米久保 智･小口 利也 (松本第一) ━━━━━━┛2  2┗━━━━━━38 中嶋 辰徳･西澤 孝仁 (小諸商業)
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