
男子学校対抗出場選手番号(県大会用）

115 長野商業 215 野沢南 316 赤穂 420 松商学園

11509 主 座光寺 直人 21513 主 小池 祥樹 31601 主 小原 一真 42010 主 山﨑 智哉

11508 安藤 拓実 21517 飯森 翔吾 31602 森本 樹 42008 青柳 寛太

11510 原 崚章 21512 小林 祐太 31604 峯坂 元希 42009 藤原 優希

11511 横田 和樹 21516 新海 僚章 31603 宮下 紀彦 42011 一之瀬 向稀

11515 寺澤 巧 21519 伊藤 邦生 31605 下澤 元紀 42012 青木 大典

11516 竹内 悠生 21514 谷口 拓平 31606 御子柴 拓馬 42013 宮坂 秀

11517 宮坂 敦也 21518 今井 勇矢 42021 萬 太賀

11512 宮内 友也 21515 菊原 康士朗 42016 上條 敦
112 長野吉田 214 野沢北 304 諏訪清陵 401 蘇南

11214 主 曽根 豪太 21425 主 山本 颯 30414 主 江黒 大晃 40103 主 百瀬 駿

11220 森 俊博 21421 大澤 達 30413 唐沢 敬太 40105 加藤 湧人

11216 中村 友哉 21423 今井 駿 30422 平出 達磨 40104 佐々木 誠也

11233 中澤 望 21422 松本 侑樹 30415 小栃洞 彩音 40107 荻野 力也

11219 本澤 孝平 21420 岩﨑 希望 30418 中谷 祐紀 40109 上條 昴樹

11212 塩島 雅都 21424 岩月 亮介 30419 西牧 優悟 40110 上條 覚士

11215 中澤 大吾 21426 磯部 凌 30423 立木 直樹 40111 春日 友貴

11218 松本 尚也 21417 清野 凌太 30420 花岡 優 40108 田澤 将貴
127 市立長野 205 丸子修学館 326 東海大学第三 418 大町北

12704 主 藤澤 空 20510 主 柳澤 幸介 32607 主 小平 将工 41802 主 奥原 大地

12705 三五 優作 20512 滝澤 善輝 32609 矢﨑 湧也 41803 降旗 柊真

12706 松田 凌太郎 20516 皆瀬 祐大 32610 青木 拓巳 41804 三澤 祐太

12703 山口 哲平 20515 山岸 雅弥 32611 宮下 一真 41806 深澤 昇宇

12707 北村 雄人 20519 田島 典輝 32612 矢島 稜梧 41808 山崎 一史

12708 徳竹 海斗 32613 藤原 大地 41807 関島 幸輝

12709 佐藤 元紀 32614 河西 柚汰 41811 松原 聡

12717 海野 直哉 32608 松島 峻也 41815 山岡 健太
116 長野東 201 上田千曲 307 岡谷東 407 松本県ヶ丘

11606 主 水本 彈 20116 主 斉藤 界 30705 主 向山 峻平 40708 主 片平 泰雅

11615 原田 駿 20119 山﨑 鈴弥 30704 吉田 知生 40709 蜜澤 尚大

11614 依田 真悟 20117 岡田 涼平 30706 浦野 竜弥 40710 小林 直樹

11608 鈴村 圭梧 20112 岩井 信哉 30707 竹内 健吾 40712 清水 健太

11613 原山 航平 20114 小路 岳斗 30708 平出 雄大 40713 渡邊 陽也

11616 横谷 雅大 20118 赤尾 陸 30709 土橋 翼 40718 土屋 諒祐

11617 傳田 真也 20115 柳澤 徳一 30710 小林 隼人 40719 立花 暁拓

20113 小林 政輝 30712 根岸 俊一 40715 丸山 翼
131 長野日本大学 217 上田西 306 下諏訪向陽 406 松本工業

13116 主 堀内 亮学 21725 主 堀内 拓陸 30618 主 樋口 蓮 40619 主 高宮 涼太

13117 村田 昴平 21717 黒澤 慎哉 30619 吉田 凌太 40614 平林 海斗

13118 西澤 峻介 21715 坂口 怜也 30620 森山 智喜 40617 太田 匠

13125 奥村 翼 21711 酢谷 平 30610 大矢 翔 40618 齊藤 友哉

13120 栁澤 李孔 21727 青木 康太 30617 原 孝太朗 40620 本木 優大

13129 松本 雄大 21716 荒井 大輔 30621 山田 雄大 40624 中嶋 泰佑

13145 滝澤 良治 21712 関口 孝汰 30611 奥山 修汰 40631 越村 拓也

13135 井上 裕葵 21710 小松 拓弥 30612 北澤 将吾 40615 宮川 颯太
110 須坂創成 212 佐久平総技 308 岡谷南 410 松本蟻ヶ崎

11005 主 森 拓光 21210 主 荻原 廉 30812 主 小平 汰一 41015 主 鈴木 健太

11043 中村 開 21214 飯森 大翼 30811 五味 仁 41012 小野 幹太

11013 奥山 龍之介 21212 篠原 和大 30810 奥野 颯土 41013 清野 素水

11045 坂口 侑矢 21209 饗場 涼太 30815 小池 勇輝 41014 坂口 誠大

11007 山岸 亮太 21215 篠原 裕明 30829 宮坂 一輝 41017 窪田 悠希

11046 滝沢 雅也 21222 伊藤 卓哉 30813 清水 純希 41016 中村 真吾

11004 田中 怜侍 21226 吉野 光 30816 安部 周太郎 41020 丸山 大樹

11006 原 真司 21235 高木 英斗 30814 河原 尚哉 41018 有賀 宏行



女子学校対抗出場選手番号(県大会用）

130 文化学園長野 203 上田染谷丘 316 赤穂 420 松商学園

13055 主 高橋 侑希 20352 主 塚田 英莉 31659 主 宮下 春花 42053 主 酒井 優

13054 栗原 萌 20351 中村 はるか 31660 山内 風音 42061 上杉 優里

13056 中澤 小菊 20353 松本 侑里 31661 吉川 友菜 42060 上田 朋佳

13058 玉村 未波 20354 小林 南帆 31658 八幡 帆南 42056 本橋 真優

13059 佐藤 麗 20359 関 有紗 31662 松田 優 42057 水島 奏美

13060 伊藤 千晶 20369 竹鼻 香 31663 赤須 遥 42059 西本 杏里

13061 川井 有珠 20366 田玉 聖佳 42054 本田 陽香

13057 高野 遥 20360 上野 瑞季 42055 尾澤 梨緒
127 市立長野 204 上田東 315 伊那弥生ヶ丘 407 松本県ヶ丘

12755 主 松本 彩花 20455 主 武井 鈴美 31573 主 山岡 姫佳 40759 主 矢口 実奈

12756 坂本 亜衣 20467 吾妻 美果 31572 小池 麻優 40760 忠地 梓生

12757 新井 琴理 20466 小林 菜海 31570 倉田 あかり 40761 北澤 未来

12758 柳澤 知里 20468 宮原 楓 31565 芳賀 南帆 40762 竹澤 咲紀

12762 廣田 夏海 20465 押鐘 栞 31564 伊東 珠見 40763 花岡 和羽

12765 星沢 美琴 20469 大塚 未来 31569 唐澤 怜花 40764 古畑 陽菜

12764 竹本 晃未 20479 宮本 友里子 40768 三矢 怜奈

12760 武内 佑佳 20480 大谷 美乃里 40765 中村 明日香
115 長野商業 201 上田千曲 326 東海大学第三 410 松本蟻ヶ崎

11558 主 坂本 麻衣 20152 主 降籏 未歩 32659 主 小口 夏実 41067 主 松本 周夕

11557 中村 英 20153 保屋野 彩恵 32660 田中 美有 41063 村瀬 万希子

11559 滝沢 桃奈 20151 箱田 七海 32662 岩波 瑠衣花 41061 小池 夏美

11560 太田 早耶香 20154 斎藤 希 32663 大塚 萌 41066 所 小百合

11562 和田 あお葉 20158 仲田 汐里 32664 佐藤 花音 41070 酒井 結衣

11564 坂爪 愛美 41069 山崎 真歩

11563 川浦 千穂 41073 赤羽 真由香

11565 森 あやか 41064 刈間 玲奈
113 長野 215 野沢南 325 飯田女子 413 豊科

11361 主 牛木 晴子 21556 主 遠藤 尚 32557 主 代田 みのり 41359 主 宮下 弥緒

11362 久保田 実里 21554 田中 亜実 32555 木下 穂南 41357 大西 愛梨

11363 小池 莉奈 21558 中島 栞 32553 尾上 サトミ 41358 小林 江里菜

11364 小林 可奈 21557 小林 夏葉 32563 米山 早紀 41372 村田 彩夏

11365 清沢 美憂 21555 新海 静音 32564 松尾 有紗 41369 栗原 綾

11366 下澤 瑠奈 21560 臼田 悠花 32554 加藤 侑乃 41364 長嶺 ほのか

21564 比田井 梨穂 32565 桑澤 優里

21559 下平 祐梨子 32562 仲田 百花
131 長野日本大学 202 上田 308 岡谷南 403 塩尻志学館

13157 主 清水 佳奈 20260 主 岩井 まり 30864 主 林 美空 40358 主 百瀬 悠里

13160 清水 真奈 20255 寸田 奈穂 30866 馬場 美結夏 40363 水野 紗愛

13161 原山 葵 20256 西沢 佳恵 30867 大平 琴美 40360 奥田 安美

13162 小山 瑠海 20257 藤森 舞 30868 川村 瑛子 40361 植松 咲奈

13163 鈴木 純南 20258 井出 愛美 30869 長崎 麻菜美 40356 所 南波

13166 北澤 歴乃 20261 白鳥 風美 30865 宗田 奈津美 40359 塩原 久瑠実

13167 和田 捺希 20266 飯島 夏菜 30872 山﨑 雅奈子 40357 丸山 直華

13159 飯田 絵麻 20259 土屋 久美香 30863 吉田 奈那子 40372 寺澤 千奈
105 中野西 217 上田西 312 上伊那農業 401 蘇南

10563 主 栗原 佳奈子 21754 主 滝澤 英里 31259 主 木下 まどか 40151 主 下嶋 ほのか

10562 久保 なお美 21755 大谷 咲也香 31258 川井 美音 40152 津野 琴音

10564 市川 莉帆 21759 白石 唯 31260 城倉 明日香 40154 小林 有咲

10561 田中 麻紘 21758 岸田 彩花 31261 松田 芙美佳 40153 金子 結菜

10574 徳竹 柚乃 21756 島野 七海 31266 平澤 春奈 40155 樋口 果歩

10572 宮川 彩菜 21757 西沢 瑞苗 31263 春日 彩美 40157 向井 環希

10570 徳竹 玲奈 21760 喜多 真歩 31265 中山 桜来

10567 松澤 萌佳 21761 坂田 日菜子 31267 市ノ羽 佳恵 40199 清水 亜季


