
JOC 全日本ジュニア県大会連絡事項 

 

１、コーチはマッチ（試合）にふさわしい服装で試合に臨むこと。 

シャツ・ポロシャツ・ブラウス・ズボンまたはスカートとし、ジーンズやビーチスタイル、バミュ

ーダ、ショーツ、スリッパとサンダルは禁止とする。尚、その適否判断は大会レフェリーに委ねる。

（競技規則より） 

 

基本は、ルール通り、長ズボンと襟付きシャツとし、シューズを履いてください。 

ただし、試合に出場できる日本バドミントン協会審査合格品のシャツ・ハーフパンツ・ショー

トパンツは認めます。 

 

２、観客席は譲り合っての使用をお願いします。 

 

３、コーチングシートはコーチングのための席です。過度な応援は控えて下さい。 

 

４、体育館の開場は２日間とも８：００分とします。練習は練習コート割に従って練習をして下さい。 

  早く来すぎないで下さい。 

 

５、試合前練習は行いません 

 

６、試合が連続する場合のインターバルは１５分以上とします。 

 

７、換気のために試合を中断することがあります。 

 



８月１７日（月）練習コート割

＜第１体育館＞

コート番号

長野吉田 男子

長野日大 男子

市立長野 男子

長野東 男子

上田千曲 男子

上田東 男子

松本工業 男子 大町北 男子

松本県ヶ丘 男子 松本深志 男子

明科 男子 蘇南 男子 男子

田川 男子 松商学園 男子 女子

飯田女子 女子

伊那弥生 女子

東海第三 男子 駒ヶ根工業 男子

諏訪清陵 男子 上伊那農業 男子

＜第２体育館＞

コート番号

長野西 女子

野沢南 女子

上田西 女子

上田東 女子

松本蟻ヶ崎 女子 蘇南 女子

松本県ヶ丘 女子 大町北 女子

赤穂 女子 東海第三 女子

伊那北 女子 上伊那農業 女子

9

10

11

12

女子上田千曲

女子市立長野

7

8

８：３０～８：５０

男子小諸

８：５０～９：１０

1

2

3 野沢南 男子中学校

男子

女子

女子松商学園男子野沢北

８：３０～８：５０ ８：５０～９：１０ ９：１０～９：３０

中学校

女子文化学園男子長野商業

男子長野商業

松本第一

男子

6

男子岡谷東男子赤穂

松商学園

4

5

女子岡谷南

女子中学校

中学校 女子

女子上田染谷丘

９：１０～９：３０

女子長野商業



８月１８日（火）練習コート割

＜第１体育館＞

コート番号

長野吉田 男子

長野日大 男子

長野東 男子

長野高専 男子

丸子修学館 男子 小海 男子

野沢北 男子 上田染谷 男子

丸子修学館 男子 佐久平総合 男子

小諸 男子 野沢南 男子

松本県ヶ丘 男子

明科 男子

松本工業 男子

大町北 男子

岡谷東 男子

東海第三 男子

＜第２体育館＞

コート番号

市立長野 女子 長野商業 女子

長野女子 女子 長野 女子

上田千曲 女子

上田

松本蟻ヶ崎 女子

豊科 女子

赤穂 女子 伊那北 女子

東海第三 女子 飯田女子 女子

８：４０～９：００ ９：００～９：２０

9

10

11

12

女子蘇南

伊那弥生 女子

4

5

6

7

8

８：２０～８：４０

８：２０～８：４０ ８：４０～９：００ ９：００～９：２０

1

2

3

女子

女子

文化学園

文化学園

男子赤穂

赤穂 男子

男子蘇南

男子松商学園

中学校 男子

男子諏訪清陵 女子中学校

中学校 女子

女子松商学園

女子上伊那農業

女子松本県ヶ丘

女子上田東

女子上田染谷丘

男子長野商業

男子長野商業

女子松商学園

男子中学校



H２７年度　JOC全日本ジュニアバドミントン大会長野県予選

体育館見取り図と連絡事項

第１体育館 第２体育館

８コート ４コート 入り口

７コート ３コート １０コート ９コート

６コート ２コート １２コート １１コート

５コート １コート

入り口



平成２７年度 JOC第３４回全日本ジュニアバドミントン選手権大会長野県予選(ジュニアの部) 男子ダブルス

2015/8/17 兼　第１８回長野県ジュニアバドミントン選手権大会 上田城跡公園第一・第二体育館

座光寺 直人・寺澤 巧 (長野商業) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────20 吉澤 隼弥・宮内 友也 (長野商業)
(8)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(16)

下澤 元紀・御子柴 拓馬 (赤穂) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────21 谷口 拓平・今井 勇矢 (野沢南)
(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(4)

田中 大貴・小林 大和 (明科) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────22 奥原 大地・深澤 昇宇 (大町北)
(24)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(28)

高宮 涼太・中嶋 泰佑 (松本工業) 4─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────23 小路 岳斗・斉藤 界 (上田千曲)
(9)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(17)

江黒 大晃・立木 直樹 (諏訪清陵) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────24 宮下 紀彦・峯坂 元希 (赤穂)
(32)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(34)

高嶋 健人・神田 元憲 (伊那東部中学校) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────25 百瀬 駿・上條 昴樹 (蘇南)
(10)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(18)

曽根 豪太・森 俊博 (長野吉田) 7─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────26 北村 雄人・徳竹 海斗 (市立長野)
(25)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(29)

横谷 雅大・依田 真悟 (長野東) 8─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────27 新井 拓真・山崎 岳斗 (信更中学校)
(11)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(5)

小池 祥樹・飯森 翔吾 (野沢南) 9─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────28 吉田 知生・向山 峻平 (岡谷東)
(36)　　├────┴────┤　　(37)　　　　　　　　　└───────────┤　　(19)

森本 樹・小原 一真 (赤穂) 10─────────┐　　　　　　　　　│ (38) │　　　　　　　　　└─────────29 中村 友哉・中澤 望 (長野吉田)
(12)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │

大澤 達・山本 颯 (野沢北) 11─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────30 内河 涼介・丸山 玲伊 (長野東部中学校)
(2)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(20)

松井 拓郎・野村 海斗 (松本深志) 12─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────31 藤森 遼稀・杉山 侑大 (田川)
(26)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(6)

滝沢 将大・繁田 晴樹 (上田東) 13─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────32 西澤 峻介・村田 昴平 (長野日本大学)
(13)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(30)

竹内 悠生・宮坂 敦也 (長野商業) 14─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────33 太田 知志・上條 龍也 (長野商業)
(33)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(21)

滝澤 大士朗・奥原 静也 (丘中学校) 15─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────34 今井 駿介・磯部 凌 (野沢北)
(14)　　├───────────┐　　　　　　　　　│　　　　　　　　　└───────────┤　　(35)

寺尾 浩輝・内堀 稜太 (小諸) 16─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────35 小平 将工・河西 柚汰 (東海大学第三)
(27)　　├───────────┘　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┌───────────┤　　(22)

佐藤 元紀・三五 優作 (市立長野) 17─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────36 片平 泰雅・立花 暁拓 (松本県ヶ丘)
(3)　　├───────────┐　　　　　　　　　│　　　　　　　　　└───────────┤　　(31)

横山 翔・福澤 聡也 (上伊那農業) 18─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────37 横山 花道・伊東 俊太郎 (駒ヶ根工業)
(15)　　├───────────┘　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(7)

青柳 寛太・藤原 優希 (松商学園) 19─────────┘　　　　　　　　　 │ │　　　　　　　　　└─────────38 小林 祐太・新海 僚章 (野沢南)

　　　　　　　　　└───────────┤　　(23)
　　　　　　　　　└─────────39 原 峻章・横田 和樹 (長野商業)



平成２７年度 JOC第３４回全日本ジュニアバドミントン選手権大会長野県予選(ジュニアの部) 女子ダブルス

2015/8/17 兼　第１８回長野県ジュニアバドミントン選手権大会 上田城跡公園第一・第二体育館

高橋 侑希・佐藤 麗 (文化学園長野) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────20 松井 あかり・小椋 梨生 (南木曽中学校)
(7)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(15)

小池 麻優・山岡 姫佳 (伊那弥生ヶ丘) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────21 上田 朋佳・西本 杏里 (松商学園)
(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(4)

本田 陽香・三橋 夏澄 (松商学園) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────22 金子 朱里・瀬下 舞香 (長野西)
(23)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(27)

松本 周夕・村瀬 万希子 (松本蟻ヶ崎) 4─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────23 中村 朱里・池上 遥香 (伊那弥生ヶ丘)
(8)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(16)

大塚 萌・佐藤 花音 (東海大学第三) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────24 降籏 未歩・箱田 七海 (上田千曲)
(31)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(33)

中村 英・坂本 麻衣 (長野商業) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────25 下嶋 ほのか・津野 琴音 (蘇南)
(9)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(17)

青木 結那・垂見 琴奈 (南木曽中学校) 7─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────26 代田 みのり・桑澤 優里 (飯田女子)
(24)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(28)

新井 琴理・柳澤 知里 (市立長野) 8─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────27 小林 南帆・竹鼻 香 (上田染谷丘)
(10)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(5)

中村 はるか・塚田 英莉 (上田染谷丘) 9─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────28 高橋 怜那・依田 怜実 (伊那北)
(35)　　├────┴────┤　　(36)　　　　　　　　　└───────────┤　　(18)

栗原 萌・玉村 未波 (文化学園長野) 10─────────┐　　　　　　　　　│ (37) │　　　　　　　　　└─────────29 伊藤 千晶・川井 有珠 (文化学園長野)
(11)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │

大谷 咲也香・滝澤 英里 (上田西) 11─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────30 川井 美音・平澤 春奈 (上伊那農業)
(2)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(19)

中西 ひなた・織田 渚 (大町・大町北) 12─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────31 山下 優生・牧田 舞 (松本第一)
(25)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(29)

中島 栞・臼田 悠花 (野沢南) 13─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────32 臼杵 潮奈・降幡 菜々子 (村立松川中学校)
(12)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(20)

小林 楓・竹内 果穂 (南宮中学校) 14─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────33 矢口 実奈・忠地 梓生 (松本県ヶ丘)
(32)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(34)

宮下 春花・山内 風音 (赤穂) 15─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────34 武井 鈴美・吾妻 美果 (上田東)
(13)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(21)

太田 早耶香・坂爪 愛美 (長野商業) 16─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────35 松本 彩花・坂本 亜衣 (市立長野)
(26)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(30)

保屋野 彩恵・斎藤 希 (上田千曲) 17─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────36 和田 あお葉・滝沢 桃奈 (長野商業)
(3)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(6)

林 美空・山﨑 雅奈子 (岡谷南) 18─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────37 松本 侑里・関 有紗 (上田染谷丘)
(14)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(22)

酒井 優・水島 奏美 (松商学園) 19─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────38 上杉 優里・本橋 真優 (松商学園)



平成２７年度 JOC第３４回全日本ジュニアバドミントン選手権大会長野県予選(ジュニアの部) 男子シングルス

2015/8/18 兼　第１８回長野県ジュニアバドミントン選手権大会 上田城跡公園第一・第二体育館

座光寺 直人 (長野商業) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────22 小林 大和 (明科)
(11)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(19)

林 京吾 (小諸) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────23 坂口 怜也 (上田西)
(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(6)

吉田 知生 (岡谷東) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────24 原田 駿 (長野東)
(27)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(31)

油井 亮太朗 (小海) 4─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────25 宮坂 敦也 (長野商業)
(12)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(20)

上條 昴樹 (蘇南) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────26 百瀬 駿 (蘇南)
(35)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(37)

森本 樹 (赤穂) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────27 曽根原 唱 (豊科南中学校)
(13)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(21)

山崎 一史 (大町北) 7─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────28 峯坂 元希 (赤穂)
(2)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(32)

宮内 友也 (長野商業) 8─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────29 磯部 凌 (野沢北)
(28)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(7)

壇ノ原 亮 (長野工業高専) 9─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────30 三澤 祐太 (大町北)
(3)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(22)

手塚 柊冴 (上田染谷丘) 10─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────31 横田 和樹 (長野商業)
(14)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │

原 峻章 (長野商業) 11─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────32 吉澤 隼弥 (長野商業)
(39)　　├────┴────┤　　(40)　　　　　　　　　┌───────────┤　　(23)

藤原 優希 (松商学園) 12─────────┐　　　　　　　　　│ (41) │ │ │　　　　　　　　　┌─────────33 滝澤 善輝 (丸子修学館)
(15)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(8)

村田 昴平 (長野日本大学) 13─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────34 小原 一真 (赤穂)
(4)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(33)

宮下 紀彦 (赤穂) 14─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────35 丸山 玲伊 (長野東部中学校)
(29)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(9)

内河 涼介 (長野東部中学校) 15─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────36 中澤 望 (長野吉田)
(16)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(24)

竹内 悠生 (長野商業) 16─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────37 青柳 寛太 (松商学園)
(36)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(38)

小池 祥樹 (野沢南) 17─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────38 河西 柚汰 (東海大学第三)
(17)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(25)

齊藤 友哉 (松本工業) 18─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────39 飯森 大翼 (佐久平総技)
(30)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(34)

奥原 大地 (大町北) 19─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────40 片平 泰雅 (松本県ヶ丘)
(5)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(10)

下澤 元紀 (赤穂) 20─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────41 立木 直樹 (諏訪清陵)
(18)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(26)

安藤 拓実 (長野商業) 21─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────42 寺澤 巧 (長野商業)
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上杉 優里 (松商学園) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────22 酒井 優 (松商学園)
(12)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(20)

桑澤 優里 (飯田女子) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────23 小林 南帆 (上田染谷丘)
(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(6)

坂本 亜衣 (市立長野) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────24 中村 英 (長野商業)
(28)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(32)

小椋 梨生 (南木曽中学校) 4─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────25 飯島 夏菜 (上田)
(13)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(21)

中村 朱里 (伊那弥生ヶ丘) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────26 川井 有珠 (文化学園長野)
(36)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(38)

降籏 未歩 (上田千曲) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────27 松井 あかり (南木曽中学校)
(14)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(22)

川井 美音 (上伊那農業) 7─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────28 平澤 春奈 (上伊那農業)
(2)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(7)

上田 朋佳 (松商学園) 8─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────29 本橋 真優 (松商学園)
(29)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(33)

松本 侑里 (上田染谷丘) 9─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────30 大塚 萌 (東海大学第三)
(3)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(8)

忠地 梓生 (松本県ヶ丘) 10─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────31 大西 愛梨 (豊科)
(15)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(23)

伊藤 千晶 (文化学園長野) 11─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────32 松本 彩花 (市立長野)
(40)　　├────┴────┤　　(41)

松本 周夕 (松本蟻ヶ崎) 12─────────┐　　　　　　　　　│ (42) │　　　　　　　　　┌─────────33 矢口 実奈 (松本県ヶ丘)
(16)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(24)

藤岡 幸枝 (長野女子) 13─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────34 矢島 沙織 (長野)
(4)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(9)

塚田 英莉 (上田染谷丘) 14─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────35 中村 はるか (上田染谷丘)
(30)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(34)

栗原 萌 (文化学園長野) 15─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────36 玉村 未波 (文化学園長野)
(17)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(10)

水島 奏美 (松商学園) 16─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────37 西本 杏里 (松商学園)
(37)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(25)

小林 楓 (南宮中学校) 17─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────38 宮下 春花 (赤穂)
(18)　　├───────────┐　　　　　　　　　│　　　　　　　　　└───────────┤　　(39)

依田 怜実 (伊那北) 18─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────39 下嶋 ほのか (蘇南)
(31)　　├───────────┘　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┌───────────┤　　(26)

津野 琴音 (蘇南) 19─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────40 武井 鈴美 (上田東)
(5)　　├───────────┐　　　　　　　　　│　　　　　　　　　└───────────┤　　(35)

吾妻 美果 (上田東) 20─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────41 佐野 七望 (赤穂中学校)
(19)　　├───────────┘　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(11)

佐藤 麗 (文化学園長野) 21─────────┘　　　　　　　　　 │ │　　　　　　　　　└─────────42 山岡 姫佳 (伊那弥生ヶ丘)

　　　　　　　　　└───────────┤　　(27)
　　　　　　　　　└─────────43 高橋 侑希 (文化学園長野)


