
1 小山 果林･込山 拡美 (長野商業) ━━━━━━┓2  2┏━━━━━━20 雨宮 智子･中田 美穂 (諏訪二葉)
 (6)┗━━━┓2  2┏━━━┛(14)

2 五味 はるか･関 みな美 (東海大第三) ──┐0 　　│ 　　┃ 　┃　　　│　　 0┌──21 石崎 沙織･胡桃澤 友紀 (松商学園)
 (1)┏━──┘0 　　┃ 　┃　　 0└──━┓(4)

3 大野田 知美･水木 茜 (松本蟻ケ崎) ━━┛2 　　┃ 　┃　　  2┗━━22 藤倉 舞･三井 邦子 (長野皐月)
(22)┗━━━┓2  2┏━━━┛(26)

4 北村 明由奈･森 麻由理 (篠ノ井) ──────┐0 　　│ 　　┃ 　┃　　　│　　 2┏━━━━━━23 竹鼻 真代･佐藤 恵莉奈 (上田染谷丘)
 (7)┏━──┘0 　　┃ 　┃　　 0└──━┛(15)

5 倉島 あかね･久保田 育美 (上田東) ━━━━━━┛2 　　┃ 　┃　　  0└──────24 服部 さやか･鹿野 さわ深 (伊那弥生ケ丘)
(30)┗━━━┓2  0┌──━┛(32)

6 林 奈積･小口 佳奈 (諏訪二葉) ━━━━━━┓2 　　│ 　　┃ 　│　　　│　　  2┏━━━━━━25 竹本 由衣･原 三菜保 (大町北)
 (8)┗━──┐1 　　│ 　　┃ 　│　　　│　　 0┌──━┛(16)

7 根津 明恵･竹内 麻子 (長野日大) ──────┘0 　　│ 　　│ 　　┃ 　│　　　│　　　│　　 0└──────26 小宮山 亜矢･宮坂 真由子 (諏訪清陵)
(23)┏━──┘0 　　┃ 　│　　 0└──━┓(27)

8 吉池 遥･栗林 愛 (上田西) ──────┐0 　　┃ 　　┃ 　│　　 　┃　　 0┌──────27 池田 淳･土屋 沙知 (小諸商業)
 (9)┏━━━┛2 　　┃ 　│　　  2┗━━━┓(17)

9 櫻井 優子･前橋 美佳 (蘇南) ━━━━━━┛2 　　┃ 2 ┃ 0 　│　　  2┗━━━━━━28 味岡 真由美･古室 彩可 (長野商業)
(34)┗━━┛─ ━┓(35)

10 下澤 彩奈･中村 麻美 (赤穂) ──────┐1 　　│ (36) 　┃　　  2┏━━━━━━29 小宮山 景子･青島 祐子 (上田東)
(10)┏━──┐0 　　│ 　┃　　  2┏━━━┛(18)

11 竹林 かすみ･浜田 未希 (明科) ──┐0 　　┃ 　　│ 　　│ 　┃　　 　┃　　 0└──────30 清澤 沙友里･曽根原 智恵 (松本県ケ丘)
 (2)┏━━━┛2 　　│ 　　│ 　┃　　 0┌──━┛(28)

12 倉嶋 紗綾子･窪田 江里 (屋代) ━━┛2 　　│ 　　│ 　┃　　　│　　　│　　 1┌──────31 塚原 綾･長谷川 ひとみ (塩尻志学館)
(24)┏━──┐0 　　│ 　┃　　　│　　 0└──━┓(19)

13 宮坂 奈実･中村 麻衣 (小諸商業) ──────┐1 　　┃ 　　│ 　　│ 　┃　　　│　　  2┗━━━━━━32 森山 友里恵･佐藤 美波 (長野商業)
(11)┏━━━┛2 　　│ 　　│  2┗━━━┓(33)

14 小原 奈美子･下村 彩乃 (赤穂中学校) ━━━━━━┛2 　　│ 　　│ 　┃　　  1┌──────33 田村 優菜･畑口 亜由美 (岡谷南)
(31)┏━──┘0 　┃　　 0┌──━┓(20)

15 河原田 宏美･鳥井 雅美 (長野皐月) ━━━━━━┓2 　　┃ 　┃　　　│　　 2┗━━━━━━34 依田 怜子･滝澤 夕紀 (文大長野)
(12)┗━──┐0 　　┃  2┗━━━┓(29)

16 米山 あい子･関 香織 (塩尻志学館) ──────┘0 　　│ 　　┃ 　┃　　  2┏━━35 林 愛由美･森 美咲 (諏訪二葉)
(25)┏━━━┛2 　┃　　 0┌──━┛(5)

17 白鳥 嘉奈子･小山 佳乃 (小諸) ━━┓2 　　┃ 　┃　　　│　　 0└──36 山口 恵里･星野 めぐみ (野沢南)
 (3)┗━──┐0 　　┃  2┗━━━┓(21)

18 大滝 彩美･梅田 恵理香 (諏訪二葉) ──┘0 　　│ 　　┃  2┗━━━━━━37 田中 みさ子･加藤 千鶴 (蘇南)
(13)┏━━━┛2 

19 勝野 真由美･上田 有香 (蘇南) ━━━━━━┛2 
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