
 

 

 

 

 

平成 29(2017)年度 

北信地区高校２年生バドミントン大会 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、 主  催  北信バドミントン協会 

2、 主  管  北信高体連バドミントン専門部 

3、 日  時  平成３０年 ２月１７日（土）  

7:30開場  7:50練習開始 9:00競技開始 

4、 会  場  東和田総合体育館 

 

 

 

 



1 2 3 3 1 2 3 3

久保田智也 宮澤弘治 安藤祐太 高橋大樹 植木　環 原みゆき 小林由佳 竹内杏奈
(長野商業) (長野商業) (松代) (市立長野) (中野西) (長野西) (市立長野) (長野高専)
山田駿介 長野純季 田中航陽 杉浦　怜 米倉夏子 新津美里 涌井美貴 宮本沙綾香
下平周也 丸山　洸 丸山恭平 宮本　樹 丸山　愛 小林央可子(1) 川井詠美 清水夏葵
(長野) (須坂) (須坂商業) (市立長野) (長野西) (長野西) (須坂商業) (長野商業)

原亮太郎 北村大輔 大石勇登 谷澤敬斗 滝沢智慧 小林央可子 山田ひとみ 小林加奈
杉山雅志 筒井隆介 清水雄太 丸山瑞葵 倉嶌花奈 小田切萌恵 黒岩　葉 碓井　綾
(長野商業) (長野吉田) (長野吉田) (長野商業) (長野商業) (長野西) (須坂商業) (市立長野)
井澤大志 児玉祥太 松崎孝輔 森　健人 市川麻弥 関　希望 梅澤佳央 池田季愛
(長野商業) (長野) (飯山) (松代) (須坂商業) (中野西) (長野商業) (須坂商業)

坂井里史 山崎聖矢 宮島暁之 小澤慎吾 冨澤実月 西原佳菜子 宮澤麻実 宮岡楓
井上宥希 丸山椋大 浦野将平 上野雄太 冨澤映月 坪井佑美 名取真優 竹本朱映
(長野商業) (長野商業) (長野西) (中野立志館) (中野西) (須坂商業) (長野商業) (市立長野)
中澤賢史 長田翼佐 小山　翔 倉嶌雅也 小林万希子 戸谷南月 由井　晶 冨澤理沙子
(長野) (長野商業) (坂城) (松代) (長野) (長野日大) (学園長野) (長野清泉)

座光寺直人 安藤拓実 曽根豪太 横田和樹 中村　英 坂本亜衣 新井琴理 瀬下舞香
原　崚章 吉澤隼弥 森　俊博 宮内友也 坂本麻衣 松本彩花 柳澤知里 金子朱里
(長野商業) (長野商業) (長野吉田) (長野商業) (長野商業) (市立長野) (市立長野) (長野西)
中村友也 酒井友也 古川陵頌 三五優作 滝沢桃奈 佐藤夏菜 松島茉央 矢島沙織
(長野吉田) (長野商業) (中野立志館) (市立長野) (長野商業) (須坂東) (長野工業) (長野)
竹村三四郎 上澤憲人 田中智大 畔上　颯 清水真奈 和田あお葉 宮岡もみじ 吉澤杏珠
水島歩夢 山口翔悟 松村寛太 西澤　平 原山　葵 川浦千穂 神田有希奈 酒井くるみ
(長野西) (須坂創成) (長野) (北部) (長野日大) (長野商業) (北部) (長野西)
中澤　望 上條龍也 坂田　涼 北村雄人 星沢美琴 牛木晴子 和田菜摘 武田菜奈美
(長野吉田) (長野商業) (須坂) (市立長野) (市立長野) (長野) (須坂創成) (松代)
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回
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複
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北信地区２年生大会　栄光の足跡　(2010より開催)
男子 女子
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～ 確認事項 ～ 

(1) 進行について以下の点を確認してください。 

◇11 ポイントでのインターバル(60 秒)。ゲーム間のインターバル(120 秒以内)は通常通り取ること 

ができる。顧問、コーチのアドバイスも必要であれば可能。 

◇マッチ(試合)前の練習は行わない。コールされたらすぐに指定コートに入り試合を始める。 

  ◇負けた選手は、試合終了後すぐに審判用紙を持って本部に提出する。 

(2) 敗者審判制ですので、以下の点を確認してください。 

◇ゲーム間のインターバル(120 秒以内)の際は、ストップウォッチで計測し、残り 20 秒になったら、選手に

コートに入るよう促す。 

◇試合終了時に必ず、勝者サインをもらうこと。 

◇試合終了後、敗者選手に審判用紙を渡すこと。 

(3) 会場使用について 

◇自転車は、駐輪場に整然と並べること。 

◇外履きは、ビニール袋など各自で用意し、ベンチに持っていくこと。体育館の下駄箱は使用しないこと。 

  ◇ごみは責任を持って必ず持ち帰ること。 

  ◇会場の自販機で購入したもの以外の空きボトルなどは設置されたゴミ箱には入れないこと。 

  ◇トイレはみんなが気持ちよく使用できるよう、きれいに使用すること。 

(4)その他 

  ◇厳しい寒さが予測されます。試合前の準備運動をしっかりと行うこと。  

◇貴重品の管理を徹底すること。 



 

メイン

9 5 1

① 市立長野女 長野吉田男 長野吉田男

② 長野高専女 市立長野男 更級農業男

③ 長野南女 長野南男 須坂東男

④ 長野工業女 中野立志館男 中野立志館男

10 6 2

① 長野女子 長野男 長野男

② 須坂東女 長野商業男 長野工業男

③ 長野南女 篠ノ井男 篠ノ井男

④ 松代女 中野西男 俊英男/屋代南男

11 7 3

① 長野日大女 長野西男 長野西男

② 須坂女 長野日大男 長野日大男

③ 篠ノ井女 松代男 松代男

④ 須坂男 須坂男

12 8 4

入口 ① 長野西女 長野東男 長野東男

② 須坂女 長野高専男 長野高専男

③ 篠ノ井女 屋代男 屋代男

④ 須坂創成男女 飯山男 飯山男

サブ

5 3 1

① 長野東女 長野吉田女

② 中野西女 中野立志館女

③ 飯山女 犀峡女

④

6 4 2

① 長野商業女 長野吉田女

② 中野西女 長野女

③ 飯山女 長野女

④

本部
入口

①7:50～8:05　②8:05～8:20　③8:20～8:35④8:35～8:50

※各学校男女の割り振りはしてありません。校内で適宜ご使用ください。

　北信地区2年生大会2017　練習コート割

本　　部

※　割り振りは平等ではありませんが、意を汲んで頂き譲り合って練習してください。
※　間違いや不都合があれば長野商業・小山まで連絡をください。



平成29年度北信地区高校2年生バドミントン大会 男子シングルス
小林 陸 (長野日大) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────35 今野 ひかる (長野東)

(5)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(21)
小林 颯斗 (松代) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────36 飯島 竜平 (屋代)

(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(3)
塚田 玲央 (須坂東) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────37 阪上 史也 (更級農業)

(37)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(45)
島田 拓人 (長野工業高専) 4─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────38 山口 遥生 (長野西)

(6)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(22)
越 朋輝 (須坂創成) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────39 北村 蛍野 (長野工業)

(53)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(57)
佐藤 静弥 (飯山) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────40 倉島 悠斗 (須坂東)

(7)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(23)
鈴木 幸一朗 (屋代) 7─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────41 松本 隼太 (長野工業高専)

(38)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(46)
陸川 悠馬 (中野立志館) 8─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────42 松永 爽吾 (飯山)

(8)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(24)
金木 大祐 (長野西) 9─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────43 中澤 壱磨 (松代)

(61)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(63)
唐橋 稜汰 (長野東) 10─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────44 吉岡 龍星 (市立長野)

(9)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(25)
小口 拓海 (市立長野) 11─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────45 唐木田 健太 (松代)

(39)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(47)
丸山 怜大 (更級農業) 12─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────46 竹元 雄梧 (長野日大)

(10)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(26)
大日方 恒輝 (長野工業) 13─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────47 山本 隼輔 (中野西)

(54)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(58)
倉嶋 翼 (松代) 14─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────48 宮本 大輝 (屋代)

(11)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(27)
関 雄大 (中野西) 15─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────49 宮之内 健斗 (長野工業高専)

(40)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(48)
倉島 啓斗 (長野) 16─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────50 大金 隼也 (中野立志館)

(12)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(28)
塚田 晏生 (長野俊英) 17─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────51 栗原 拓未 (篠ノ井)

(65)　　├────┴────┤　　(66)
小林 魁人 (長野商業) 18─────────┐　　　　　　　　　│ (67) │　　　　　　　　　┌─────────52 丸山 侑大 (長野日大)

(13)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(29)
齋藤 陽人 (長野西) 19─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────53 佐々木 竜太 (飯山)

(41)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(49)
小林 滉 (松代) 20─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────54 桃井 悠介 (市立長野)

(14)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(30)
堀内 朝陽 (長野工業高専) 21─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────55 桑原 光琉 (屋代南)

(55)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(59)
加藤 滉貴 (須坂) 22─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────56 小林 将也 (更級農業)

(15)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(31)
滝澤 碧人 (長野東) 23─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────57 德嵩 侑紀 (松代)

(42)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(50)
小島 聖矢 (屋代) 24─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────58 吉池 晃生 (長野東)

(16)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(32)
長谷川 輝 (篠ノ井) 25─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────59 宮澤 翼 (長野南)

(62)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(64)
緑川 慶彦 (屋代) 26─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────60 荻原 築 (長野)

(17)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(33)
松本 舜也 (須坂東) 27─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────61 唐沢 海翔 (須坂)

(43)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(51)
青木 将太 (長野日大) 28─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────62 松井 源 (屋代)

(18)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(34)
筒井 翼 (松代) 29─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────63 松澤 星樹 (中野立志館)

(56)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(60)
小林 祐太 (中野立志館) 30─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────64 小口 聡太 (松代)

(19)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(35)
小笠原 光杜 (長野) 31─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────65 竹村 朋矩 (長野西)

(44)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(52)
福田 理人 (長野工業高専) 32─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────66 宮尾 海音 (長野工業)

(2)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(4)
石井 海渡 (長野西) 33─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────67 小林 冬侍 (市立長野)

(20)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(36)
千葉 虎哲 (市立長野) 34─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────68 髙栁 佑太 (長野工業高専)



平成29年度北信地区高校2年生バドミントン大会 男子ダブルス

新井 拓真・山崎 岳斗 (長野東) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────18 高嶋 健人・中村 祐太 (長野商業)

(2)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(10)

山本 大洋・畔上 歩 (長野吉田) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────19 新井 聖也・宮川 大芽 (長野日大)

(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┌───────────┤　　(22)

新村 竜平・柳澤 俊哉 (長野西) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────20 柄澤 俊・大久保 駿 (長野吉田)

(18)　　├───────────┐　　　　　　　　　│　　　　　　　　　└───────────┤　　(11)

土屋 大海・高山 静希 (飯山) 4─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────21 関川 舜也・鈴木 雄大 (飯山)

(3)　　├───────────┘　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┌───────────┤　　(28)

木ﾉ内 裕二・福田 優人 (須坂) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────22 北原 光志朗・梨本 大地 (長野)

(26)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(12)

市川 竣介・武田 賢太 (中野立志館) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────23 原田 凌輔・宮嶋 渓太 (長野吉田)

(4)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(23)

竹村 郁弥・内山 瑞基 (長野日大) 7─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────24 藤澤 久遠・神農 裕大 (長野南)

(19)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(13)

宮下 雅史・小野塚 陸 (篠ノ井) 8─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────25 丸山 黎・松坂 優摩 (長野西)

(5)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │

大西 壮太郎・川口 将真 (長野吉田) 9─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────26 伊藤 開・竹井 義東 (長野西)

(30)　　├────┴────┤　　(31)　　　　　　　　　┌───────────┤　　(14)

上條 翔大・榎本 光希 (長野南) 10─────────┐　　　　　　　　　│ (32) │ │　　　　　　　　　└─────────27 清水 岳斗・松本 浩輔 (中野立志館)

(6)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(24)

小林 侑太郎・市村 颯麻 (長野吉田) 11─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────28 千野 巧平・丸山 健太郎 (篠ノ井)

(20)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(15)

民野 優樹・遠山 泰市 (中野西) 12─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────29 関 直哉・西田 智博 (須坂)

(7)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(29)

吉原 唯人・峯村 朋季 (篠ノ井) 13─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────30 吉原 響・中谷 亮 (長野吉田)

(27)　　├───────────┘　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┌───────────┤　　(16)

亀原 響・鈴木 崇太 (長野日大) 14─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────31 安藤 竜生・小池 修平 (屋代)

(8)　　├───────────┐　　　　　　　　　│　　　　　　　　　└───────────┤　　(25)

岩﨑 拓未・中澤 友貴 (長野吉田) 15─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────32 下田 健太・富井 歩 (飯山)

(21)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(17)

大和 飛翔・宮崎 龍輝 (須坂) 16─────────┐　　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　└─────────33 塩釜 有紀彦・葛口 愛大 (長野日大)

(9)　　├───────────┘　　　　　　　　　

番場 真夏・吉村 星 (長野西) 17─────────┘　　　　　　　　　
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戸谷 紗理奈 (長野商業) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────18 川浦 花笑 (長野商業)

(3)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(11)
穂苅 鮎佳 (篠ノ井犀峡) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────19 冨岡 歩未 (須坂東)

(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┌───────────┤　　(23)
平野 杏佳 (飯山) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────20 神田 真緒 (長野日大)

(19)　　├───────────┐　　　　　　　　　│　　　　　　　　　└───────────┤　　(12)
中澤 咲希 (篠ノ井) 4─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────21 太田 愛佳 (長野東)

(4)　　├───────────┘　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┌───────────┤　　(29)
小山 咲子 (長野東) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────22 小林 真実 (中野立志館)

(27)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(13)
齊藤 梨月 (松代) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────23 相澤 未茄 (篠ノ井)

(5)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(24)
松野 結衣 (長野日大) 7─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────24 中山 実佳 (長野南)

(20)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(14)
春原 綾乃 (須坂) 8─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────25 芦澤 友里絵 (須坂)

(6)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │
宮尾 清香 (長野女子) 9─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────26 原 萌美 (長野商業)

(31)　　├────┴────┤　　(32)　　　　　　　　　┌───────────┤　　(15)
和田 歩美 (長野吉田) 10─────────┐　　　　　　　　　│ (33) │ │　　　　　　　　　└─────────27 宮阪 友菜 (長野西)

(7)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(25)
井浦 優果 (長野工業) 11─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────28 小林 萌 (長野東)

(21)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(16)
西村 理沙 (長野日大) 12─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────29 瀧澤 可菜 (長野工業)

(8)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(30)
中込 恵理 (須坂東) 13─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────30 金田 幸 (須坂東)

(28)　　├───────────┘　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┌───────────┤　　(17)
三原 早智 (長野西) 14─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────31 本山 桜和 (市立長野)

(9)　　├───────────┐　　　　　　　　　│　　　　　　　　　└───────────┤　　(26)
北村 美紀 (長野) 15─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────32 中村 優花 (長野日大)

(22)　　├───────────┘　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┌───────────┤　　(2)
石井 美帆 (篠ノ井) 16─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────33 葛西 愛羅 (屋代南)

(10)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(18)
山口 花穂 (市立長野) 17─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────34 松島 菜央 (須坂創成)
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宮川 郁佳・大塚 果穂 (市立長野) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────16 西本 千夏・鈴木 日奈子 (長野)

(14)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(18)

柳沢 直花・小林 祐佳李 (中野西) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────17 土山 紗生・山本 瑠美夏 (長野吉田)

(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(8)

小林 芽生・北沢 綾音 (長野南) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────18 山崎 ひかる・中島 佳乃 (長野工業高専)

(22)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(24)

谷中 彩優香・湯本 さつき (須坂) 4─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────19 山﨑 愛理・小山 美佳莉 (篠ノ井)

(2)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(9)

川上 理緒・川上 真緒 (長野吉田) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────20 大塚 彩乃・押鐘 彩 (中野西)

(15)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(19)

浅野 百音・村田 優美 (長野女子) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────21 森川 育実・大嶌 真由 (長野吉田)

(3)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(10)

笹岡 亜衣・山嵜 優香 (飯山) 7─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────22 山上 真央・田宮 美和 (長野女子)

(26)　　├────┴────┤　　(27)

穴山 薫・若田 彩乃 (長野吉田) 8─────────┐　　　　　　　　　│ (28) │　　　　　　　　　┌─────────23 稲葉 一花・前島 美波 (長野吉田)

(4)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(11)

関 萌里・鶴田 侑万 (長野) 9─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────24 德竹 菜々夏・小林 千紗 (飯山)

(16)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(20)

齋藤 果步・佐藤 未侑 (須坂) 10─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────25 竹中 ふうな・藤澤 美里 (須坂)

(5)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(12)

仁科 美咲・成澤 奈桜 (中野西) 11─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────26 窪田 咲妃・塩崎 はる香 (長野南)

(23)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(25)

大井 のどか・丸山 純佳 (長野東) 12─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────27 小田切 莉紗・小出 菜摘 (長野)

(6)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(13)

尾澤 優衣・𠮷越 未来 (飯山) 13─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────28 甲田 真悠・春日 美夢 (篠ノ井)

(17)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(21)

峯村 希・荒井 美涼 (長野吉田) 14─────────┐　　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　└─────────29 寺島 いぶき・児玉 香穂 (中野西)

(7)　　├───────────┘　　　　　　　　　

工藤 姫香・髙松 柚香 (篠ノ井) 15─────────┘　　　　　　　　　


