


平成２６年１１月７日 

出場校監督 様 

長野県高体連バドミントン専門部 

連 絡 事 項 

１、県大会日程（体育館開場時刻は３日間とも７：５０です）岡谷市民総合体育館（１４面） 

（1）１１月２４日（月）  ８：４０ 監督会議 

  ９：３０ 開会式 

 １０：００ 競技開始 

  男子学校対抗 試合番号 １～２０まで 

  女子学校対抗 試合番号 １～２０まで 

  男女ともベスト４まで 

（2）１１月２５日（火）  ９：００ 競技開始 

  男女学校対抗決勝まで 

  男女ダブルス決勝まで 

（3）１１月２６日（水）  ９：００ 競技開始 

  男女シングルス決勝まで 

２、注意事項 

（1）各校で(公財)日本バドミントン協会競技規則・公認審判員規程を精読しておいて下さい。 

（2）以下の項目について監督コーチ選手及び応援者保護者等に周知徹底しておいて下さい。 

・インターバル以外のタイムはありません。鼻血・コンタクトレンズ落下等の事故の場合は中断をする

場合があります（競技役員長が判断します）。脚のけいれんは事故ではないのでタイムや中断は認め

られません。直ちにプレーの継続または棄権のどちらかの選択をしなければなりません。 

・団体戦及び個人戦でコート後方にコーチングシートを２脚準備します。コーチングシートを利用でき

るのは監督またはコーチ（指導者）とします。コーチングシートで、アドバイスのためにプレーを中

断させることはできません。また、インターバル中のアドバイスはコートサイドに移動して行って下

さい。インプレー中のコート間の移動は避けること。コーチングシート・ベンチでのモバイル機器の

使用は禁止。 

・コーチの服装はマッチにふさわしいものとして下さい。 

・本部が見苦しいと判断した服装等についてはその場で直してもらいますので、各高校で事前に指導を

お願いします。背面プリントは鮮明に見える色としてください。 

・染髪・ピアス装着等のないように各校でご指導をお願いします。 

・サブ体育館は時間帯によって練習可能ですが、地区コート割りに従って使用してください。 

・体育館内でのストロボ撮影は禁止です。応援者保護者等への連絡を各校でもしてください。 

・学校対抗戦の選手交代は監督会議の了承で認められます。監督会議までに本部に変更届を提出して下

さい。交替選手は、高体連登録、協会登録済みのこと。選手・マネージャーの追加は認められません。 

・個人戦の選手変更はいかなる理由でも認められません。 

３、その他 

(1)シャトルは、ヨネックス ニューオフィシャル２番を使用します。（体育館海抜約７８０ｍ） 

(2)ゴミは各校で責任を持って片付けて下さい。 

(3)練習コート割りは地区割に従って行って下さい。詳細は各地区委員長にお問い合わせください。 

  開場時刻７：５０ 会場練習開始時刻は８：００です。 

(4)１１月２５日（火）に恒例の顧問懇親会が開催されます。是非ご参加下さい。 

(5)体育館では上履きの区別をきちんとしてください。 

(6)学校対抗戦１回戦のオーダー用紙を、監督会議前に配布しますので、できるだけ早く記入して提出してい

ただくようにお願いします。 

(7)首、袖の下、短パンの下から見えるアンダーウエアを着用する場合は、日本協会審査合格品とします。 

(8)個人戦シングルスの試合前練習は、３分間対戦相手と行います。シャトルは中古を使ってください。 

(9)学校対抗戦の試合前練習は各マッチ前に３分間行います。 

(10)まれに、外履きの盗難が報告されています。玄関に置かずに、２階席に持ち込んで下さい。 

(11)敷地内は全面禁煙です。 

(12)駐車場は第１Ｐ（スワンドーム前）、第２Ｐ（スワンドーム裏）を利用しその他は利用しないでください。 

  マイクロバスは第２Ｐを利用して下さい。 
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練習コート割り当て
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東体育館は、時間帯によって

は練習可能です。ただし、地

区ごとのコート割を守ってく

２日目の、学校対抗決勝戦終了後３０分間、
個人戦の練習時間をとります。コート割り
は初日の朝と同じです。



スワンドーム（８）・東体育館（６）

時刻・コート 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10:00～ GT1 GT2 GT3 GT4 GT5 GT6 GT7 GT8 BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

GT9 GT10 GT11 GT12 GT13 GT14 GT15 GT16 BT7 BT8

GT17 GT18 GT19 GT20 BT9 BT10 BT11 BT12 BT13 BT14

BT15 BT16

BT17 BT18 BT19 BT20

9:00～ BT21 BT21 BT22 BT22 GT21 GT21 GT22 GT22

BT23 BT23 BT23 GT23 GT23 GT23

13:00～ BD1 BD2 BD3 BD4 BD5 BD6 BD7 BD8 GD1 GD2 GD3 GD4 GD5 GD6

GD7 GD8

BD9 BD10 BD11 BD12 GD9 GD10 GD11 GD12

BD13 BD14 GD13 GD14

BD15 GD15

9:00～ BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 BS6 BS7 BS8 GS1 GS2 GS3 GS4 GS5 GS6

BS9 BS10 BS11 BS12 BS13 BS14 BS15 BS16 GS7 GS8 GS9 GS10 GS11 GS12

GS13 GS14 GS15 GS16

BS17 BS18 BS19 BS20 GS17 GS18 GS19 GS20

BS21 BS22 BS23 BS24 GS21 GS22 GS23 GS24

BS25 BS26 BS27 BS28 GS25 GS26 GS27 GS28

BS29 BS30 GS29 GS30

BS31 GS31

試合コートと開始時刻は目安です。開始時刻が早まる場合もあります。館内放送に注意して準備をして下さい

縦線のない部分は空いたコートに入ります。

大
会
三
日
目

スワンドーム 東体育館

大
会
一
日
目

３０分間休憩（個人戦会場練習）大
会
二
日
目
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 場所 岡谷市民総合体育館 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    高体連新人大会 
挑戦的に・意欲的に・やりがいを求めよう 

 
 

 主催 長野県高等学校体育連盟 

  長野県教育委員会 

 共催 公益財団法人長野県体育協会 

  長野県バドミントン協会 

 後援 岡谷市教育委員会 信濃毎日新聞社 

 主管 長野県高等学校体育連盟バドミントン専門部 
 

長野県高体連事務局ＨＰ http://www.ngn-hssp.org 
長野県高体連事務局 E-mail koutairen@ ngn-hssp.org 
長野県高体連バドミントン専門部ＨＰ 
 http://www.ngn-hssp.org/badminton/index.html 
長野県高体連バドミントン専門部 

〒399-0701 塩尻市広丘吉田２６４５ 長野県田川高等学校 新井 研二 
 Tel.0263-41-7834   Fax.0263-86-9151 

 E-mail: bad_minton_ngn-nbk100322@yahoo.co.jp 



競 技 役 員 
競技役員長 新井 研二 

総務委員長 藤巻  克 

総務委員 藤澤 直方 保科 大栄 丸山  宏 

式典委員 春日 竜也  

競技審判部長 藤巻  克 

競技審判副部長 尾崎 広明 倉科 儀男 

審判委員 長野県高体連専門部審判員 長野県バドミントン協会審判員 

進行係 今井  靖 原田 裕太 武田 朋大 横山  進 

記録係 上原 良明 大槻 昭彦  

救護係 矢野 貴直 

補助員係 一之瀬 宏 金井 滝生 

補助員 岡谷南高校・岡谷東高校 
 

＜開会式次第＞ 

1.役員選手整列 

2.開式の辞 

3.大会長挨拶（長野県高体連バドミントン専門部長  倉田 吉春） 

4.祝辞（長野県バドミントン協会会長 平林 良治） 

5.競技上審判上の注意（競技役員長 新井 研二） 

6.選手宣誓 

7.諸連絡 

8.閉式の辞 

＜閉会式次第＞ 

1.役員選手整列 

2.開式の辞 

3.成績発表と表彰 

4.大会長挨拶 

5.諸連絡 

6.閉式の辞 

 
 
○大会日程（大会運営上、変更する場合がありますので、本部の指示に従って下さい） 

１１月２４日（月） 体育館開場 7：50 

   監督会議 8：40 

   開会式  9：30 

   競技開始      10：00  BT・GT 1~20 

１１月２５日（火） 体育館開場 7：50 

   競技開始 9：00  BT・GT 21~23、BD・GD 1~15 

１１月２６日（水） 体育館開場 7：50 

   競技開始 9：00  BS・GS 1~31 
 



【総合的な注意】 

（1）この大会は、（公財）日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規程、同公認審判員規程により行います。 

（2）大会参加者は、平成２６年度高体連及び（公財）日本バドミントン協会登録者とします。 

（3）競技時の服装は、色付きの着衣を使用する場合、（公財）日本バドミントン協会の審査合格品とする。上衣の背

面中央に必ず高等学校名及び、都道府県名を日本文字で明記し、文字の色は上衣に鮮明に映えるものとする。目

立たない場合には、ゼッケンをつけてもらう場合もある。【上段：学校名（やや大きく）、下段：都道府県名】 

  ゼッケンを使用する場合は、白の布地で縦１５cm・横３０cm の大きさを基準とする。（ゼッケンの場合の文字色

は、黒色または濃紺色とする。） 

【競技上の注意】 

（1）学校対抗戦は通告のあり次第オーダーを進行係に提出して下さい。 

（2）学校対抗戦は同一試合を２コート以上で行うこともあります。 

（3）学校対抗戦は３点先取で、勝敗決定後の試合は行いません。また、複数コート展開の場合は勝敗決定後の残りゲ

ームは打ち切ります。１対抗戦内で複と第１単の重複は不可です。 

（4）学校対抗戦で誤ったオーダーで試合が始まった場合は、当該部分を失格とします。選手、監督、主審は対戦相手

を必ず確認してゲームを行って下さい。 

（5）同一対抗戦内で試合が連続する場合は、１０分間のインターバルを与えます。この時、複と単の順番の条件はあ

りません。学校対抗戦が連続する場合は２０分のインターバルとします。個人戦の連続試合のインターバルは

１５分とします。 

（6）各ゲームでどちらかのサイドが１１ポイントに達したときに６０秒以内のインターバルと各ゲーム間に１２０秒

のインターバルが与えられます。 

（7）インターバル中のアドバイスでは、両サイドともコートには同時に２名までが入ってきてもよい。60 秒インタ

ーバルでは選手がベンチに戻ることは不可です。 

（8）インターバルでチェンジエンズが必要な場合は、アドバイスはチェンジエンズ後に行うこと。 

（9）各マッチのインターバルで、主審から「（コートナンバー）残り２０秒」のコールがあったらアドバイス者はコ

ートを離れなければならない。 

（10）インターバル後のゲーム再開に遅れた場合はフォルトです。ゲーム再開が遅れることの無いようにして下さい。 

（11）ベンチに入ることができるのは、学校対抗戦についてのみで監督・マネージャー・コーチを含め 10 名以内です。

ベンチに入った監督・選手等はベンチに座って下さい。ウォーミングアップは邪魔にならないように行えます。

個人戦については当該試合の選手のみフロアに下りてください。個人戦のベンチはありませんが、コーチング

シートを準備します。アドバイスについては学校対抗と同様にお願いします。 

（12）学校対抗戦の選手交代は監督会議の了承で認められます。監督会議までに本部に変更届を提出して下さい。個

人戦の選手変更はいかなる理由でも認められません。 

（13）クーラーボックス等のベンチ内持ち込みは不可です。氷嚢等はクーラーバッグ等で保管し、床に水がこぼれな

いように注意して下さい。床を濡らした場合は拭き取って下さい。 

(14) 学校対抗戦の試合前練習は、各マッチ前に 3 分間行って下さい。 

(15) 個人戦シングルスの試合前練習は、対戦相手と行って下さい。 

(16)コーチがコーチ席使用の時、インプレー中のコート移動は避けること。 

(17)コーチの服装はマッチにふさわしいものとする。 

(18)コーチングシート、ベンチでのモバイル機器の使用は禁止です。 

【審判上の注意】 

（1）会場内の付属物にシャトルが当たった場合はフォルトとします。 

（2）審判は原則として敗者審判としますが、県高体連バドミントン専門部審判員も行います。監督・選手は競技規則

を精読しておいて下さい。 

（3）主審はゲーム前の挨拶時に対戦相手を必ず確認して下さい。学校対抗戦の場合は最初にオーダーの確認を行い、

オーダー用紙の交換をして下さい。 

（4）「抗議」は一切認めません。それとおぼしき行動には応じかねます。不審の時は礼儀正しく該当プレーヤーか監

督が主審または審判長に「質問」して下さい。もし、その判定に服しない場合は、その試合を放棄したものとみ

なします。 

（5）「異議」の申し立ては、書類で競技役員長に提出して下さい。 

【その他の連絡】 

（1）北信越大会：平成２７年１月２３日（金）～２５日（日）新潟県上越市で開催されます。学校対抗男女各２チー

ムが出場できます。個人対抗ダブルス男女各１組、シングルス男女各１名が参加できます。 

 



男子学校対抗
1─────┐ ┌────13 赤穂

(9)├────┐ ┌────┤(13)

2 ───┐ │ │ │ │ ┌───14 臼田
(1)├────┘ │ │ └────┤(5)

3 ───┘ │ │ └───15 長野東
(17)├────┐ ┌────┤(19)

4 ───┐ │ │ │ │ ┌───16 野沢南
(2)├────┐ │ │ │ │ ┌────┤(6)

5 ───┘ │ │ │ │ │ │ └───17 中野立志館
(10)├────┘ │ │ └────┤(14)

6 ─────┘ │ │ │ └────18 松本県ヶ丘
(21)├────┴────┤(22)

7 ─────┐ │ (23) │ ┌────19 丸子修学館
(11)├────┐ │ │ ┌────┤(15)

8 ───┐ │ │ │ │ │ │ ┌───20 岡谷東
(3)├────┘ │ │ │ │ └────┤(7)

9 ───┘ │ │ │ │ └───21 大町北
(18)├────┘ └────┤(20)

10 ───┐ │ │ ┌───22 辰野
(4)├────┐ │ │ ┌────┤(8)

11 ───┘ │ │ │ │ └───23 塩尻志学館
(12)├────┘ └────┤(16)

12─────┘ └────24 長野商業

男子ダブルス
(長野商業) 1──┐ ┌──9 (赤穂)

(1)├────┐ ┌────┤(5)
(小諸) 2──┘ │ │ └──10 (松本県ヶ丘)

(9)├────┐ ┌────┤(11)
(松商学園) 3──┐ │ │ │ │ ┌──11 (臼田)

(2)├────┘ │ │ └────┤(6)
(駒ヶ根工業) 4──┘ │ │ │ └──12 (長野商業)

(13)├────┴────┤(14)
(大町北) 5──┐ │ (15) │ ┌──13 (上田東)

(3)├────┐ │ │ ┌────┤(7)
(赤穂) 6──┘ │ │ │ │ └──14 (長野吉田)

(10)├────┘ └────┤(12)
(長野商業) 7──┐ │ │ ┌──15 (岡谷南)

(4)├────┘ └────┤(8)
(丸子修学館) 8──┘ └──16 (蘇南)

男子シングルス
(蘇南) 1 ───┐ ┌───17 森本 樹 (赤穂)

(1)├────┐ ┌────┤(9)
(東海大学第三) 2 ───┘ │ │ └───18 美邊 浩 (塩尻志学館)

(17)├────┐ ┌────┤(21)
(長野吉田) 3 ───┐ │ │ │ │ ┌───19 保里 祐貴 (丸子修学館)

(2)├────┘ │ │ └────┤(10)
(上田染谷丘) 4 ───┘ │ │ └───20 井上 宥希 (長野商業)

(25)├────┐ ┌────┤(27)
(長野商業) 5 ───┐ │ │ │ │ ┌───21 髙見澤 諒雅 (野沢南)

(3)├────┐ │ │ │ │ ┌────┤(11)
(松商学園) 6 ───┘ │ │ │ │ │ │ └───22 味澤 一輝 (下諏訪向陽)

(18)├────┘ │ │ └────┤(22)
(上田東) 7 ───┐ │ │ │ │ ┌───23 中村 友哉 (長野吉田)

(4)├────┘ │ │ └────┤(12)
(赤穂) 8 ───┘ │ │ │ └───24 曽根原 和音 (松本県ヶ丘)

(29)├────┴────┤(30)
(長野) 9 ───┐ │ (31) │ ┌───25 岡村 康平 (上田東)

(5)├────┐ │ │ ┌────┤(13)
(松本県ヶ丘) 10 ───┘ │ │ │ │ └───26 下澤 大地 (赤穂)

(19)├────┐ │ │ ┌────┤(23)
(上田千曲) 11 ───┐ │ │ │ │ │ │ ┌───27 小澤 慎吾 (中野立志館)

(6)├────┘ │ │ │ │ └────┤(14)
(岡谷東) 12 ───┘ │ │ │ │ └───28 藤原 優希 (松商学園)

(26)├────┘ └────┤(28)
(大町北) 13 ───┐ │ │ ┌───29 横山 花道 (駒ヶ根工業)

(7)├────┐ │ │ ┌────┤(15)
(諏訪二葉) 14 ───┘ │ │ │ │ └───30 山﨑 一史 (大町北)

(20)├────┘ └────┤(24)
(坂城) 15 ───┐ │ │ ┌───31 山岸 漱大郎 (野沢北)

(8)├────┘ └────┤(16)
(丸子修学館) 16 ───┘ └───32 座光寺 直人 (長野商業)

中澤 賢史

片平 泰雅

徳永 啓祐

池田 隼

高橋 一稀

小原 一真

安藤 拓実

青柳 寛太

松井 悠一郎

原田 義弘

長田 翼佐・吉澤 隼弥 小松 康太・辻 雅大

井田 遼・山本 晃道 松井 悠一郎・田口 豊

井田 遼

大塚 翔太

吉田 知生

猪狩 健人

百瀬 文紘

小山 翔

岡谷南

松本深志

下澤 大地・宮澤 佑宣 徳永 啓祐・中村 友哉

井上 宥希・原 崚章 小原 一真・森本 樹

矢嶋 大祐・小林 知樹 曽根原 和音・片平 泰雅

青柳 寛太・藤原 優希 勝見 禎輝・勝見 直也

諏訪清陵

野沢北

嶽澤 徹・土田 玲央 安藤 拓実・座光寺 直人

猪狩 健人・奥原 大地 小山 真聖・岡村 康平

駒ヶ根工業

長野吉田

松商学園

蘇南

市立長野

岩村田

長野日本大学

小諸



女子学校対抗
1 ──────┐ ┌─────13 赤穂

(9)├────┐ ┌────┤(13)

2 ────┐ │ │ │ │ ┌───14 上田
(1)├────┘ │ │ └────┤(5)

3 ────┘ │ │ └───15 長野
(17)├────┐ ┌────┤(19)

4 ────┐ │ │ │ │ ┌───16 上田東
(2)├────┐ │ │ │ │ ┌────┤(6)

5 ────┘ │ │ │ │ │ │ └───17 長野日本大学
(10)├────┘ │ │ └────┤(14)

6 ──────┘ │ │ │ └─────18 松商学園
(21)├────┴────┤(22)

7 ──────┐ │ (23) │ ┌─────19 上田染谷丘
(11)├────┐ │ │ ┌────┤(15)

8 ────┐ │ │ │ │ │ │ ┌───20 上伊那農業
(3)├────┘ │ │ │ │ └────┤(7)

9 ────┘ │ │ │ │ └───21 大町・大町北
(18)├────┘ └────┤(20)

10 ────┐ │ │ ┌───22 松川
(4)├────┐ │ │ ┌────┤(8)

11 ────┘ │ │ │ │ └───23 松本蟻ヶ崎
(12)├────┘ └────┤(16)

12──────┘ └─────24 文化学園長野

女子ダブルス
(文化学園長野) 1──┐ ┌──9 (赤穂)

(1)├────┐ ┌────┤(5)
(丸子修学館) 2──┘ │ │ └──10 (豊科)

(9)├────┐ ┌────┤(11)
(松本県ヶ丘) 3──┐ │ │ │ │ ┌──11 (丸子修学館)

(2)├────┘ │ │ └────┤(6)
(赤穂) 4──┘ │ │ │ └──12 (市立長野)

(13)├────┴────┤(14)
(松本蟻ヶ崎) 5──┐ │ (15) │ ┌──13 (上田東)

(3)├────┐ │ │ ┌────┤(7)
(伊那弥生ヶ丘) 6──┘ │ │ │ │ └──14 (長野商業)

(10)├────┘ └────┤(12)
(長野) 7──┐ │ │ ┌──15 (伊那北)

(4)├────┘ └────┤(8)
(上田東) 8──┘ └──16 (松商学園)

女子シングルス
(赤穂) 1 ────┐ ┌───17 堀内 美里 (松商学園)

(1)├────┐ ┌────┤(9)
(蘇南) 2 ────┘ │ │ └───18 降籏 未歩 (上田千曲)

(17)├────┐ ┌────┤(21)
(市立長野) 3 ────┐ │ │ │ │ ┌───19 高嶋 亜美 (赤穂)

(2)├────┘ │ │ └────┤(10)
(上田染谷丘) 4 ────┘ │ │ └───20 冨澤 理沙子 (清泉女学院)

(25)├────┐ ┌────┤(27)
(松本県ヶ丘) 5 ────┐ │ │ │ │ ┌───21 中村 はるか (上田染谷丘)

(3)├────┐ │ │ │ │ ┌────┤(11)
(諏訪清陵) 6 ────┘ │ │ │ │ │ │ └───22 松島 あゆみ (松本県ヶ丘)

(18)├────┘ │ │ └────┤(22)
(小諸) 7 ────┐ │ │ │ │ ┌───23 宮岡 楓 (市立長野)

(4)├────┘ │ │ └────┤(12)
(長野) 8 ────┘ │ │ │ └───24 小平 美有 (伊那弥生ヶ丘)

(29)├────┴────┤(30)
(松商学園) 9 ────┐ │ (31) │ ┌───25 塚田 英莉 (上田染谷丘)

(5)├────┐ │ │ ┌────┤(13)
(赤穂) 10 ────┘ │ │ │ │ └───26 水野 朝美 (松本蟻ヶ崎)

(19)├────┐ │ │ ┌────┤(23)
(丸子修学館) 11 ────┐ │ │ │ │ │ │ ┌───27 松本 彩花 (市立長野)

(6)├────┘ │ │ │ │ └────┤(14)
(文化学園長野) 12 ────┘ │ │ │ │ └───28 池戸 加菜 (赤穂)

(26)├────┘ └────┤(28)
(上伊那農業) 13 ────┐ │ │ ┌───29 高橋 鮎美 (大町・大町北)

(7)├────┐ │ │ ┌────┤(15)
(松本蟻ヶ崎) 14 ────┘ │ │ │ │ └───30 小宮山 春乃 (丸子修学館)

(20)├────┘ └────┤(24)
(長野商業) 15 ────┐ │ │ ┌───31 吉川 奈緒子 (飯田)

(8)├────┘ └────┤(16)
(上田) 16 ────┘ └───32 高橋 侑希 (文化学園長野)

藤城 涼香・小林 操 宮崎 愛美・大西 愛梨

市立長野

塩尻志学館

伊那北

丸子修学館

栗原 萌・高橋 侑希 海野 奈々・池戸 加菜

野沢南

飯田

伊那弥生ヶ丘

豊科

松本県ヶ丘

長野東

小諸

長野商業

小平 美有・中村 朱里 坂本 麻衣・中村 英

松本 周夕・水野 朝美 太田 圭香・加藤 光里

倉科 絵梨香・矢口 実奈 阪田 梨花子・小宮山 春乃

唐澤 里菜・水谷 朋香 宮岡 楓・坂本 亜衣

酒井 優

唐澤 里菜

小林 万希子・矢島 沙織 岩崎 至令・依田 怜実

武井 鈴美・宮澤 真優 堀内 美里・酒井 優

矢口 実奈

立木 満理奈

武井 淡月

小林 万希子

海野 奈々

下嶋 ほのか

坂本 亜衣

松本 侑里

中村 英

髙松 梨沙

藤城 涼香

栗原 萌

川井 美音

松本 周夕



男子学校対抗出場選手番号(県大会用）

116 長野商業 214 野沢北 316 赤穂 401 蘇南

11605 主 井上 宥希 21427 主 宮崎 拓己 31608 主 下澤 大地 40106 主 松井 悠一郎

11606 長田 翼佐 21412 細谷 比呂 31609 三澤 康太 40105 田口 豊

11612 安藤 拓実 21413 松本 穂尊 31610 宮澤 佑宣 40107 百瀬 駿

11613 座光寺 直人 21416 篠原 昌樹 31611 森本 樹 40111 佐々木 誠也

11614 原 崚章 21421 中條 和哉 31612 小原 一真 40109 加藤 湧人

11617 吉澤 隼弥 21422 横澤 信芳 31618 北原 樹 40112 原 秀征

11615 横田 和樹 21426 山岸 漱大郎 31617 藤澤 隆大 40110 荻野 力也

11616 宮内 友也 21423 池田 駿介 31614 稲毛 将希 40108 田澤 将貴

111 長野吉田 205 丸子修学館 317 駒ヶ根工業 407 松本県ヶ丘

11112 主 塚田 歓太 20510 主 中村 藍 31714 主 土田 玲央 40706 主 曽根原 和音

11113 徳永 啓祐 20508 井田 遼 31712 嶽澤 徹 40708 小沢 友暉

11110 小山 拓朗 20507 山本 晃道 31711 伊藤 大輝 40714 西窪 稜

11111 酒井 大樹 20511 保里 祐貴 31713 田畑 虎之臣 40717 宮下 竜雅

11109 越野 智大 20506 宮之上 直輝 31715 松田 翔 40719 片平 泰雅

11125 中村 友哉 20512 箕輪 隆信 31716 赤須 勇大 40712 勝野 裕介

11129 森 俊博 20513 久世 弘晃 31726 横山 花道 40721 蜜澤 尚大

20509 斉藤 建樹 31725 結城山 貴紀 40711 浅井 寛章

131 長野日本大学 215 野沢南 308 岡谷南 418 大町北

13149 主 山崎 陽 21515 主 岡部 将太 30819 主 辻 雅大 41807 主 猪狩 健人

13125 神田 知也 21520 髙見澤 諒雅 30818 浅野 紘亨 41809 奥原 大地

13120 戸谷 奏太 21513 中島 洋介 30815 小松 康太 41813 深澤 昇宇

13112 山際 諒 21512 雫田 佳希 30817 小松 拓磨 41812 赤羽 浩之

13129 西澤 峻介 21505 井出 一輝 30814 笠原 慶 41808 山﨑 一史

13127 堀内 亮学 21521 中島 ロフ 30816 永平 章太 41810 降旗 柊真

13128 村田 昂平 21516 木内 誠也 30812 福島 和樹 41811 三澤 祐太

13123 井上 倫明 21519 髙見澤 風翔 30820 小山 直人 41816 高橋 輝行

117 長野東 213 岩村田 310 辰野 409 松本深志

11709 主 丸山 剛志 21306 主 佐々木 駿太 31008 主 唐木 則広 40910 主 小松原 吏功

11708 大澤 孝文 21307 宮川 直征 31005 浦野 幹 40911 仲田 寿成

11710 常田 裕史 21308 森泉 福矢 31006 名取 岳斗 40907 濱 悠貴

11711 岡村 航弥 21305 渡邉 昌輝 31007 藤澤 賢矢 40908 栁沢 大地

11712 鎌倉 知海 21312 富田 直人 31009 三浦 魁 40914 松井 拓郎

11722 依田 真悟 21313 田中 晴基 31010 宮澤 紘樹 40920 中嶋 友哉

11723 原田 駿 21314 山口 裕也 31011 倉科 伊吹 40913 堀内 脩矢

11714 水本 彈 31017 伊藤 弘己 40912 上條 快

127 市立長野 216 臼田 304 諏訪清陵 403 塩尻志学館

12707 主 横田 寛人 21606 主 勝見 禎輝 30404 主 板橋 皓海 40311 主 古谷 涼太

12706 和田 昂太 21605 勝見 直也 30405 両角 恵太 40307 瀬黒 達哉

12710 三五 優作 21607 山浦 誠羅 30406 伊藤 真輝 40308 瀬黒 駿哉

12711 松田 凌太郎 21609 櫻井 奎輔 30408 小口 直人 40309 美邊 浩

12709 藤澤 空 21608 内藤 勇真 30418 江黒 大晃 40310 中沢 章吾

12708 山口 哲平 30417 唐沢 敬太 40314 赤堀 光

30410 久島 光太郎 40317 柏倉 大輔

40313 二村 巨希

104 中野立志館 210 小諸 307 岡谷東 420 松商学園

10407 主 小澤 慎吾 21012 主 丸山 広夢 30701 主 鎌倉 光輝 42010 主 伊藤 大輔

10405 上野 雄太 21013 矢嶋 大祐 30702 山田 喬勢 42005 唐沢 綾太

10408 佐々木 啓樹 21011 小林 知樹 30703 武井 巨賢 42006 大日向 大輔

10410 小松 郁也 21014 小林 泰斗 30704 吉田 知生 42008 中村 優希

10411 宮川 登矢 21010 関本 遥介 30705 向山 峻平 42013 吉田 翔真

10412 望月 大翔 21016 作山 湧哉 30707 浦野 竜弥 42014 青柳 寛太

10419 竹前 敦矢 21015 武田 夏樹 30710 土橋 翼 42015 藤原 優希

10409 荒井 利彦 42012 横内 健汰



女子学校対抗出場選手番号(県大会用）

130 文化学園長野 205 丸子修学館 316 赤穂 407 松本県ヶ丘

13057 主 栗原 萌 20557 主 小林 操 31660 主 池戸 加菜 40753 主 倉科 絵梨香

13054 由井 晶 20553 藤城 涼香 31658 海野 奈々 40754 上嶋 冬華

13055 前島 彩美 20554 小宮山 春乃 31659 唐澤 里菜 40755 松島 あゆみ

13056 市之宮 小百合 20555 鈴木 碧衣 31661 高嶋 亜美 40756 進藤 柚乃

13058 高橋 侑希 20556 鈴木 綾乃 31664 水谷 朋香 40758 米窪 彩水

13059 中澤 小菊 20558 阪田 梨花子 31663 塩沢 春香 40770 矢口 実奈

13060 高野 遥 31662 小林 笑子 40771 忠地 梓生

13061 秋山 璃子 31665 伊藤 ほのか 40759 熊井 真央

127 市立長野 203 上田染谷丘 319 飯田 420 松商学園

12755 主 宮岡 楓 20357 主 塚田 英莉 31959 主 吉川 奈緒子 42057 主 赤羽 真菜

12756 竹本 朱映 20356 中村 はるか 31960 上島 琴江 42059 堀内 美里

12757 江津 志織 20358 松本 侑里 31961 片桐 明理 42061 酒井 優

12759 松本 彩花 20359 小林 南帆 31962 湯澤 花菜子 42062 花岡 萌

12760 坂本 亜衣 20376 竹鼻 香 31963 岩松 里菜 42063 本田 陽香

12761 新井 琴理 20366 関 有紗 31964 深澤 莉穂 42064 尾澤 梨緒

12762 柳澤 知里 20378 吉田 彩乃 31970 北澤 亜美 42065 小野 郁美

12758 吉原 萌未 20372 小林 綾花 31965 林 明日香

116 長野商業 204 上田東 315 伊那弥生ヶ丘 429 大町・大町北

11658 主 宮澤 麻実 20456 主 太田 圭香 31561 主 小平 美有 42955 主 吉澤 萌

11659 名取 真優 20457 松尾 朱夏 31562 大沼 千紘 42954 田中 晶

11665 中村 英 20461 宮澤 真優 31563 藤本 翔子 42958 麻田 真由

11664 坂本 麻衣 20459 加藤 光里 31564 池上 遥香 42959 中西 ひなた

11666 滝沢 桃奈 20462 橋詰 彩音 31565 福島 のどか 42960 織田 渚

11667 太田 早耶香 20458 中村 茉里奈 31572 中村 朱里 42991 高橋 鮎美

11660 根岸 小百合 20460 武井 鈴美 31566 小池 友理 42961 下川 紗希

11661 伊藤 楓 20464 中村 くるみ 31573 池上 夢華 42994 黒柳 まきこ

113 長野 210 小諸 318 松川 413 豊科

11354 主 小林 万希子 21058 主 武井 淡月 31860 主 松上 霞 41359 主 宮崎 愛美

11355 北澤 遥佳 21059 杉原 りこ 31861 宮澤 真帆 41357 川上 あや

11356 白木 百合香 21060 荻原 菜月 31862 新井 愛里 41358 郷津 里佳

11357 鏑木 菜央 21062 塩川 真以 31863 松崎 瑠音 41361 鈴木 聖望

11358 湯本 美帆 21064 遠山 悠 31856 矢澤 ひなた 41362 平栃 菜夏子

11359 矢島 沙織 21065 山辺 美羽 31853 前野 由桂 41363 大西 愛梨

11363 小池 由稀奈 41364 小林 江里菜

11362 中村 文香 31865 森 愛香 41366 宮下 弥緒

117 長野東 215 野沢南 312 上伊那農業 410 松本蟻ヶ崎

11753 主 大宮 彩葉 21557 主 井上 安加里 31261 主 白鳥 未来 41055 主 唐澤 美津妃

11754 長嶺 茜 21560 今井 亜紀 31258 赤羽 咲季 41056 水野 朝美

11756 佐枝藤 詩乃 21562 中島 美緒 31259 伊藤 みずか 41052 三村 彩子

11757 中澤 美月 21569 櫻山 花穂 31260 北原 薫 41061 百瀬 晴

11758 長谷川 由季 21565 遠藤 尚 31262 長沢 朱音 41068 松本 周夕

21568 中島 栞 31263 濱 彩織 41067 所 小百合

21563 田中 亜実 31265 川井 美音 41064 村瀬 万希子

21567 小林 夏葉 31264 三澤 綾香 41054 小沢 瑞希

131 長野日本大学 202 上田 314 伊那北 403 塩尻志学館

13160 主 戸谷 南月 20256 主 髙松 梨沙 31458 主 瀬沼 百花 40354 主 加順 梨紗

13163 竹元 裕香 20259 松藤 優季 31455 伊藤 千花 40355 紅林 早紀

13162 鈴木 彩友 20257 竹内 里奈 31456 西本 七海 40356 上條 妃咲美

13159 荒井 芳乃香 20258 中尾 真知子 31457 三好 愛美 40357 清水 佳奈

13161 湯本 彩香 20261 西沢 佳恵 31459 竹村 彩希 40359 平澤 怜華

13158 関 彩花 20265 岩井 まり 31460 岩崎 至令 40364 百瀬 悠里

20260 寸田 奈穂 31462 依田 怜実 40365 水野 紗愛

31461 高橋 怜那 40360 丸山 直華


