
 
 
 
 
 
 

令和４(2022)年度 
第 41回全日本ジュニア選手権  

兼 第 24回長野県ジュニア選手権会（高校の部） 
北信地区予選会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主  催  長野県バドミントン協会・北信地区バドミントン協会 

 主  管  北信高体連バドミントン専門部 

 日  時  令和 4年 7月 16日(土)・18日(月)  

8:30開場  8:50練習開始 練習終了後競技開始 

※不必要に早く来ないでください。 

会  場  16日 男子：中野市民体育館 女子：旧須坂商業体育館 

      18日 男女：中野市民体育館 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全日本ジュニアバドミントン選手権大会北信予選　練習コート割

時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8：50-9：05 飯山 中野西 須坂東 須坂創成 長野吉田 長野 長野西 長野東 長野工業 文化学園 長野日大 長野高専

9：05-9：20 須坂 長野商業 犀峡・坂城 長野南 篠ノ井 更級農業 松代 屋代 屋代南 長野俊英 市立長野 予備

時間 1 2 3 4 5 6 7 8

8：50-9：05 飯山 中野西 須坂東 長野吉田 長野 長野西 長野東 長野高専

9：05-9：20 須坂 須坂創成 長野商業 長野南 篠ノ井 更級農業 文化学園 長野日大

9：20-9：35 屋代 屋代南 坂城 松代 予備 予備 予備 予備

※７/18(月)については、初日の結果が読めないため、学校単位のコート割はしません。

　①8:50-9:05　②9:05-9:20　の２ローテ練習時間を設けるので、１人１回どちらかの時間で練習を行ってください。(前半・後半で必ず交代すること。)

７/16
中野市民
体育館

７/16
須坂商業

～ 確認事項 ～ 

(1) 進行について以下の点を確認してください。 

◇インターバル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。 

  ◇初日、男女ダブルス全試合を実施します。また、男子シングルス予選、女子シングルス２回戦までを 

   初日にコールしますので、シングルスのみの参加者は、必ず初日から参加してください。 

(2) 敗者審判制ですので、以下の点を確認してください。 

◇インターバルの際は、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。 

◇試合終了時は、勝者名を主審が記入し、勝者に確認をすることで本人サインとする。 

◇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 

  ◇猛暑が予測されます。熱中症対策をしっかりと行うこと。  

◇貴重品の管理を徹底すること。 

(5)感染対策について 

◇コロナの対応は、高体連のガイドラインに準じます。  

◇試合がないときは、原則としてマスクの着用をしてください。観客席は密にならないようにしてください。  

◇アリーナへ入場する際、手指消毒を徹底してください。 

◇試合中に叫ぶことや、大声を出しての応援は、禁止とします。歌やリズムをとる応援も禁止とします。  

◇健康状態観察シートを各校作成の上、大会当日に提出してください。  

◇保護者、ＯＢなどの来場は禁止です。 

◇大会に参加しない 1・２年生の部員の来場は可としますが、敗者審判等を考慮した上で、数名程度の来場

を可とします。（補助員校を除く） 

◇素手でシューズの裏を拭く行為を極力しないで下さい。各校雑巾を用意して下さい。 



1 2 3 3 1 2 3 3
押木章悟 赤澤新之介 高野洋輔 武内裕希 山岸紗千 檜山恵梨香 大堀日彩乃 玉井友香里
菅原将次 児玉敏宏 西川耀紀 轟　大地 東城　碧 中島まなみ 湯本実友 高澤優菜
(須坂商業) (屋代) (長野) (長野) (文大長野) (長野商業) (文大長野) (文大長野)
押木章悟 赤澤新之介 町田智紀 深澤雄介 山岸紗千 高澤優菜 植木　環 大堀日彩乃
(須坂商業) (屋代) (屋代) (篠ノ井) (文大長野) (長野商業) (中野西) (文大長野)

久保田智也 久保田純平 小川真司 高橋大樹 山川莉歩 牛木桃子 高澤優菜 関　未来
宮澤弘治 古山隆浩 太田優人 杉浦　怜 東城　碧 遠藤綾乃 湯本実友 丸山　圭
(長野商業) (長野商業) (長野吉田) (市立長野) (文大長野) (長野) (文大長野) (須坂)

宮澤弘治 久保田智也 中澤健人 宮入一貴 関　未来 丸山　圭 牛木桃子 坂田実乃里
(長野商業) (長野商業) (須坂商業) (長野工業) (須坂) (須坂) (長野) (文化学園)
原亮太郎 森　建人 田中航陽 山田駿介 坂田実乃里 宮川莉緒 柳澤菜月 高沢量子
杉山雅志 安藤淳也 丸山恭平 下平周平 渋川真結 渡邉葵理子 小林加奈 山嵜未絵
(長野商業) (松代) (須坂商業) (長野) (学園長野) (学園長野) (市立長野) (須坂)

森　建人 杉浦　怜 赤澤龍之介 八木真之介 新津美里 遠藤綾乃 涌井美貴 小林央可子
(松代) (市立長野) (長野日大) (長野俊英) (長野西) (長野) (須坂商業) (長野西)

原亮太郎 谷澤敬斗 宮下玲緒貴 児玉祥太 渋川真結 宮川莉緒 滝沢智慧 西原日菜子
杉山雅志 井沢大志 中澤大樹 丸山拓哉 小平安佳里 青木　結 倉嶌花奈 正木励奈
(長野商業) (長野商業) (松代) (長野) (学園長野) (学園長野) (長野商業) (学園長野)

井澤大志 松崎孝輔 安藤淳也 宮下玲緒貴 渋川真結 関　希望 小林加奈 滝沢智慧
(長野商業) (飯山) (松代) (松代) (学園長野) (中野西) (市立長野) (長野商業)

金子拓真 島田達弥 味岡航聖 山田壮太 牛木鮎子 西原日菜子 田原香鈴 小林なつみ
藤沢颯人 佐藤弘和 太田修一朗 滝澤善史 小林万希子 正木励奈 戸谷南月 内山明日香
(長野吉田) (長野日大) (長野商業) (長野高専) (長野) (学園長野) (長野日大) (長野商業)

山田壮太 中澤賢史 味岡航聖 宮嶋優太 青木　結 丸山実咲 西原日菜子 正木励奈
(長野高専) (長野) (長野商業) (市立長野) (学園長野) (須坂商業) (学園長野) (学園長野)

安藤拓実 徳永啓祐 中澤賢史 横田和樹 栗原　萌 宮岡　楓 冨澤美月 戸谷南月
座光寺直人 中村友哉 島田啓太 原　崚章 高橋侑希 坂本亜衣 冨澤映月 竹元裕香
(長野商業) (長野吉田) (長野) (長野商業) (学園長野) (市立長野) (中野西) (長野日大)

座光寺直人 井上宥希 原　崚章 中澤賢史 小林万希子 栗原　萌 冨澤理沙子 戸谷南月
(長野商業) (長野商業) (長野商業) (長野) (長野) (学園長野) (清泉女学院) (長野日大)

中村友哉 竹内悠生 太田知志 曽根豪太 伊藤千晶 栗原　萌 中村　英 坂本亜衣
中澤　望 宮坂敦也 上條龍也 森　俊博 川井有珠 玉村未波 坂本麻衣 松本彩花

(長野吉田) (長野商業) (長野商業) (長野吉田) (学園長野) (学園長野) (長野商業) (市立長野)
吉澤隼弥 竹内悠生 宮内友也 宮坂敦也 伊藤千晶 川井有珠 玉村未波 栗原　萌
(長野商業) (長野商業) (長野商業) (長野商業) (学園長野) (学園長野) (学園長野) (学園長野)

竹内悠生 内河涼介 小林　陸 太田知志 佐藤　麗 伊藤千晶 星沢美琴 原山　葵
宮坂敦也 丸山玲伊 滝澤良治 高嶋健人 川井有珠 玉村未波 大塚果穂 清水真奈
(長野商業) (長野商業) (長野日大) (長野商業) (学園長野) (学園長野) (市立長野) (長野日大)
小林　陸 宮坂敦也 中澤　望 高嶋健人 伊藤千晶 藤岡幸枝 大塚果穂 星沢美琴

(長野日大) (長野商業) (長野吉田) (長野商業) (学園長野) (長野女子) (市立長野) (市立長野)

熊谷 悠吾 藤岡 広隆 小林 陸 阿部 響太 加藤 里菜 太田捺美香 西本 千夏 水上 沙蘭

宇治 大翔 栁澤 知哉 塩釜有紀彦 田尻 敦都 河西 紅花 吉川 祐奈 矢島 春菜 岡村 彩里

(長野商業) (長野商業) (長野日大) (長野商業) (学園長野) (学園長野) (長野) (屋代)

藤岡 広隆 栁澤 知哉 宇治 大翔 宮内 星河 加藤 里菜 河西 紅花 戸谷紗理奈 風間 星那

(長野商業) (長野商業) (長野商業) (長野商業) (学園長野) (学園長野) (長野商業) (長野商業)

阿部 響太 磯部 太志 塚田 勇帆 澤口 飛馬 市橋 璃奈 水上 沙蘭 矢島 春菜 阿部 実怜

田尻 敦都 仁科 潤海 髙野 涼 古畑 佑真 和田 愛未 岡村 彩里 樋口 佳那 星沢 知歩

(長野商業) (長野商業) (市立長野) (長野商業) (市立長野) (屋代) (長野) (学園長野)

磯部 太志 齋藤 樹 阿部 響太 澤口 飛馬 星沢 知歩 永見 多映 上野 結梨 市橋 璃奈

(長野商業) (長野商業) (長野商業) (長野商業) (学園長野) (学園長野) (学園長野) (市立長野)

仁科 潤海 磯部 太志 金子 渉 山本 隆平 和田 愛未 筒井 真衣 樋口 佳那 岡田 瑠夏

丸山 祐宇 内河 柊介 清水 大和 山田 航平 井上 舞香 森 あかね 水上 想世 鶴田 渚菜

(長野商業) (長野商業) (市立長野) (長野商業) (市立長野) (長野商業) (長野) (長野西)

磯部 太志 山田 航平 静谷 裕杜 古畑 佑真 田中 舞 水上 想世 井上 舞香 樋口 佳那

(長野商業) (長野商業) (学園長野) (長野商業) (長野俊英) (長野) (市立長野) (長野)

山田 修平 木下 奈夏 吉瀬 天優 山﨑 柚 樋口 楓 小渕 彩乃 望月 梨々音 竹内 歩香

唐木 伸 福島 颯斗 手島 柊人 大和 真拓 小山 彩乃 小池 咲彩 髙橋 美華 茅原 愛美

(長野商業) (長野商業) (学園長野) (長野商業) (長野西) (長野) (須坂創成) (長野吉田)

吉瀬 天優 福島 颯斗 手島 柊人 寺島 楓杜 山口 あずさ 原 咲織 藤岡 章枝 小渕 彩乃

(学園長野) (長野商業) (学園長野) (市立長野) (学園長野) (学園長野) (長野日大) (長野)

R3
(2021)

複

単

R1
(2019)

複

単

R2
(2020)

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止

H30
(2018)

複

単

全日本ジュニア北信地区予選　栄光の足跡　(2009～)
男子 女子

H21
(2009)

複

単

H22
(2010)

複

単

H23
(2011)

複

単

H24
(2012)

複

単

H25
(2013)

複

単

H26
(2014)

複

単

H27
(2015)

複

単

H29
(2017)

複

単

H28
(2016)

複

単

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第41回全日本ジュニアバドミントン選手権大会北信地区予選会 男子ダブルス予選

小山 宗太郎・市川 良磨 (須坂) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────42 荻原 祥太・松田 羚丞 (長野商業)

(18)　　├───────────┐　　　　　　　　　 to 本選17 ──┤　　(34)

結解 和宏・島﨑 大和 (長野日大) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────43 寺平 悠駕・馬場 一颯 (屋代)

(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　└───────────┤　　(10)

穂苅 拓翔・野村 拓海 (篠ノ井犀峡) 3─────────┘　　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　└─────────44 保谷　 駿仁・保谷　 優仁 (篠ノ井)

(50)　　├── to 本選2
武井 克樹・金澤 楓 (長野東) 4─────────┐　　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　┌─────────45 水津 悠大・春原 康希 (市立長野)

(19)　　├───────────┘　　　　　　　　　 to 本選18 ──┤　　(35)

岸田 涼介・鈴木 優斗 (松代) 5─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────46 西村 京之助・吉澤 太陽 (長野南)

髙見 航・渡邉 磨伸 (飯山) 6─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────47 長谷川 蒼史・宮岡 拓未 (長野西)

(20)　　├── to 本選3 to 本選19 ──┤　　(36)

小林 諒成・青木 悠麿 (須坂東) 7─────────┐　　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　└─────────48 岡澤 莉玖・佐藤 大起 (須坂東)

(2)　　├───────────┘　　　　　　　　　
荒井　 琉貴・宮嵜　 達也 (篠ノ井) 8─────────┘　　　　　　　　　 　　　　　　　　　┌─────────49 若林 優輝・樋口 遼 (松代)

　　　　　　　　　┌───────────┤　　(11)

小泉 亮介・鈴木 都馬 (長野俊英) 9─────────┐　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　└─────────50 山口 快斗・宮川 大誠 (更級農業)

(3)　　├───────────┐　　　　　　　　　 to 本選20 ──┤　　(37)

伊東 陽名大・和田 大輝 (長野吉田) 10─────────┘　　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　└─────────51 原山 泰輔・渥美 偉斗 (長野)

(21)　　├── to 本選4
笠井 晴太・春日 大翔 (屋代) 11─────────┘　　　　　　　　　

高橋 翔琉・徳木 慶斗 (市立長野) 12─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────52 岡田 羽琉・倉石 蘭丸 (長野工業)

(22)　　├── to 本選5 to 本選21 ──┤　　(38)

中澤 心馳・熊井 奏太 (長野) 13─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────53 常田 煌介・山口 蔵之助 (飯山)

(4)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(12)

佐藤 蓮・半藤 槙 (長野工業) 14─────────┘　　　　　　　　　 　　　　　　　　　└─────────54 園田 翔七太・小川 佳紀 (長野工業高専)

前橋 洸太・寺内 遼汰 (屋代南) 15─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────55 小林 亮太・水品 勇吾 (長野吉田)

(23)　　├── to 本選6 to 本選22 ──┤　　(39)

宮﨑 晴翔・田中 柊羽 (長野商業) 16─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────56 栁沢 竜雅・滝沢 優斗 (須坂創成)

永田 玲・丸山 莉玖 (更級農業) 17─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────57 小山 琳太郎・大日方 舜 (長野日大)

(24)　　├── to 本選7 to 本選23 ──┤　　(40)

小口 依吹・小林 義明 (長野工業高専) 18─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────58 永原 漣也・田上 平汰 (長野俊英)

西村 淳・松坂 亮佑 (長野南) 19─────────┐　　　　　　　　　 　　　　　　　　　┌─────────59 井浦 駿斗・宮嵜 康平 (長野東)

(5)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(13)

西澤 佑眞・小松 大騎 (長野西) 20─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────60 根津 優・森 優翔 (須坂)

(25)　　├── to 本選8 to 本選24 ──┤　　(41)

岩崎 竣莉・岡島 亮太 (須坂創成) 21─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────61 山﨑 朔也・久保 知也 (中野西)

塩入 駿・古澤 怜也 (長野吉田) 22─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────62 平原 大知・堀内 俊汰 (須坂)

(26)　　├── to 本選9 to 本選25 ──┤　　(42)

島津 瑛・松本 亮 (市立長野) 23─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────63 日下部 見生・寺島 光希 (長野工業)

(6)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(14)

小林 圭太・宮川 武士 (飯山) 24─────────┘　　　　　　　　　 　　　　　　　　　└─────────64 三宅 海徳・山本 凌誠 (長野吉田)

岩本 昂・鈴木 楽人 (須坂) 25─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────65 原山　 和暉・宮下　 大輔 (篠ノ井)

(27)　　├── to 本選10 to 本選26 ──┤　　(43)

堀内 和也　モラエス・山木 寛斗(坂城) 26─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────66 佐藤 陸・菅沼 櫂 (長野日大)

麻場 謙志・宮島 悠太 (長野南) 27─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────67 松澤 豊・髙橋 瑞輝 (飯山)

(28)　　├── to 本選11 to 本選27 ──┤　　(44)

立花 新之助・宮本 珠宇 (長野俊英) 28─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────68 上條 颯太・小林 一樹 (屋代)

小野　 晴生・藤牧　 樹 (篠ノ井) 29─────────┐　　　　　　　　　 　　　　　　　　　┌─────────69 西澤 健隼・伊藤 佑樹 (屋代南)

(7)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(15)

徳永 英寿・宮下 恵夢 (長野東) 30─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────70 井ノ浦 隆朗・西澤 泰生 (須坂東)

(29)　　├── to 本選12 to 本選28 ──┤　　(45)

金子 健人・若林 凜久 (長野商業) 31─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────71 保坂 陵斗・百塚 駿凜 (長野商業)

宮入 郷綺・栁沢 陸葵 (長野工業) 32─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────72 藤田 昊輝・上條 達暉 (須坂創成)

(30)　　├── to 本選13 to 本選29 ──┤　　(46)

岡田 直旺・佐藤 功基 (長野工業高専) 33─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────73 近藤 雄介・石黒 剛琉 (長野工業高専)

(8)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(16)

杉原 琉希・宮本 颯希 (屋代) 34─────────┘　　　　　　　　　 　　　　　　　　　└─────────74 松坂 龍斗・渋谷 祐太朗 (長野南)

牛澤 俊介・西尾 誠 (長野) 35─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────75 鈴木 優輔・池田 唯人 (長野東)

(31)　　├── to 本選14 to 本選30 ──┤　　(47)

宮本 優太・丸山 諒也 (長野西) 36─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────76 山下 翔慈・三間 龍之助 (市立長野)

田子 涼介・風間 大河 (須坂東) 37─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────77 藤田 麗・三村 竜大 (長野西)

(32)　　├── to 本選15 to 本選31 ──┤　　(48)

齊藤 光琉・寺島 遙希 (長野日大) 38─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────78 小崎 陽斗・吉澤　 勇人 (更級農業)

原田 耀・島田 智生 (更級農業) 39─────────┐　　　　　　　　　 　　　　　　　　　┌─────────79 永井 司冴・小林 亮太 (長野)

(9)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(17)

小林 海翔・北山 拓也 (須坂創成) 40─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────80 井上 蓮音・洞 瑛温 (長野俊英)

(33)　　├── to 本選16 to 本選32 ──┤　　(49)

遠山 大道・宮入 拓夢 (中野西) 41─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────81 米持 俊亮・尾澤 憐 (学園長野)
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吉瀬 天優・手島 柊人 (学園長野) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────17

(1)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(9)

2─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────18

(17)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(21)

3─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────19

(2)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(10)

4─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────20

(25)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(27)

5─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────21

(3)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(11)

6─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────22

(18)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(22)

7─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────23

(4)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(12)

8─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────24

(29)　　├────┴────┤　　(30)

9─────────┐　　　　　　　　　│ (31) │　　　　　　　　　┌─────────25

(5)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(13)

10─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────26

(19)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(23)

11─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────27

(6)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(14)

12─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────28

(26)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(28)

13─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────29

(7)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(15)

14─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────30

(20)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(24)

15─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────31

(8)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(16)

16─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────32
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渡邉 磨伸 (飯山) 1─────────┐　　　　　　　　　 　　　　　　　　　┌─────────64 保坂 陵斗 (長野商業)
(63)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(32)

山口 快斗 (更級農業) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────65 野村 幹太 (長野南)
(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ to本選17 ──┤　　(79)

徳永 英寿 (長野東) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────66 菅沼 櫂 (長野日大)
(95)　　├── to本選2 　　　　　　　　　└───────────┤　　(33)

瀧澤　 吾羽 (篠ノ井) 4─────────┐　　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　└─────────67 宮入 拓夢 (中野西)
(2)　　├───────────┐　　　　　　　　　│

三村 竜大 (長野西) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │ 　　　　　　　　　┌─────────68 水品 勇吾 (長野吉田)
(64)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(34)

中澤 心馳 (長野) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────69 栁沢 竜雅 (須坂創成)
(3)　　├───────────┘　　　　　　　　　 to本選18 ──┤　　(80)

齊藤 光琉 (長野日大) 7─────────┘　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　┌─────────70 坂本 晴哉 (長野工業)

　　　　　　　　　└───────────┤　　(35)
三間 龍之助 (市立長野) 8─────────┐　　　　　　　　　 　　　　　　　　　└─────────71 松澤 豊 (飯山)

(4)　　├───────────┐　　　　　　　　　
羽入田 咲也 (長野工業) 9─────────┘　　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　┌─────────72 田子 涼介 (須坂東)

(65)　　├── to本選3 　　　　　　　　　┌───────────┤　　(36)
滝沢 優斗 (須坂創成) 10─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────73 笠井 晴太 (屋代)

(5)　　├───────────┘　　　　　　　　　 to本選19 ──┤　　(81)
村山 倖誠 (長野工業高専) 11─────────┘　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　┌─────────74 鶴田 悠斗 (市立長野)

　　　　　　　　　└───────────┤　　(37)
西村 淳 (長野南) 12─────────┐　　　　　　　　　 　　　　　　　　　└─────────75 池田 唯人 (長野東)

(6)　　├───────────┐　　　　　　　　　
寺内 遼汰 (屋代南) 13─────────┘　　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　┌─────────76 熊井 奏太 (長野)

(66)　　├── to本選4 　　　　　　　　　┌───────────┤　　(38)
宮本 颯希 (屋代) 14─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────77 岩本 昂 (須坂)

(7)　　├───────────┘　　　　　　　　　 to本選20 ──┤　　(82)
遠山 大道 (中野西) 15─────────┘　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　┌─────────78 菊池 凌生 (長野工業高専)

　　　　　　　　　└───────────┤　　(39)
　　　　　　　　　└─────────79 田上 平汰 (長野俊英)

百塚 駿凜 (長野商業) 16─────────┐　　　　　　　　　 　　　　　　　　　┌─────────80 岡島 亮太 (須坂創成)
(8)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(40)

岡庭 蒼磨 (屋代南) 17─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────81 木下 拓海 (長野)
(67)　　├── to本選5 to本選21 ──┤　　(83)

小林 諒成 (須坂東) 18─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────82 吉澤 太陽 (長野南)
(9)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(41)

渥美 偉斗 (長野) 19─────────┘　　　　　　　　　 　　　　　　　　　└─────────83 山口 蔵之助 (飯山)

春日 大翔 (屋代) 20─────────┐　　　　　　　　　 　　　　　　　　　┌─────────84 樋口 遼 (松代)
(10)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(42)

小林 亮太 (長野吉田) 21─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────85 水津 悠大 (市立長野)
(68)　　├── to本選6 to本選22 ──┤　　(84)

常田 煌介 (飯山) 22─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────86 寺島 遙希 (長野日大)
(11)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(43)

藤田 昊輝 (須坂創成) 23─────────┘　　　　　　　　　 　　　　　　　　　└─────────87 宮本 優太 (長野西)

堀内 俊汰 (須坂) 24─────────┐　　　　　　　　　 　　　　　　　　　┌─────────88 金子 健人 (長野商業)
(12)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(44)

小崎 陽斗 (更級農業) 25─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────89 小林 昌弘 (長野工業高専)
(69)　　├── to本選7 to本選23 ──┤　　(85)

武井 克樹 (長野東) 26─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────90 市川 良磨 (須坂)
(13)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(45)

宮岡 拓未 (長野西) 27─────────┘　　　　　　　　　 　　　　　　　　　└─────────91 中嶋　 柊平 (篠ノ井)

若林 優輝 (松代) 28─────────┐　　　　　　　　　 　　　　　　　　　┌─────────92 西澤 健隼 (屋代南)
(14)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(46)

宮本 珠宇 (長野俊英) 29─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────93 岡澤 莉玖 (須坂東)
(70)　　├── to本選8 to本選24 ──┤　　(86)

下平 渓吾 (長野工業高専) 30─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────94 永田 玲 (更級農業)
(15)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(47)

岡田 羽琉 (長野工業) 31─────────┘　　　　　　　　　 　　　　　　　　　└─────────95 宮入 郷綺 (長野工業)

松田 羚丞 (長野商業) 32─────────┐　　　　　　　　　 　　　　　　　　　┌─────────96 荻原 祥太 (長野商業)
(16)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(48)

小林　 澪生 (篠ノ井) 33─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────97 小泉 亮介 (長野俊英)
(71)　　├── to本選9 to本選25 ──┤　　(87)

髙橋 瑞輝 (飯山) 34─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────98 伊東 陽名大 (長野吉田)
(17)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(49)

伊藤 佑樹 (屋代南) 35─────────┘　　　　　　　　　 　　　　　　　　　└─────────99 茂野 優真 (屋代南)

和田 大輝 (長野吉田) 36─────────┐　　　　　　　　　 　　　　　　　　　┌─────────100 上條 颯太 (屋代)
(18)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(50)

渋谷 祐太朗 (長野南) 37─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────101 金澤 楓 (長野東)
(72)　　├── to本選10 to本選26 ──┤　　(88)

久保 知也 (中野西) 38─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────102 大日方 舜 (長野日大)
(19)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(51)

小山 宗太郎 (須坂) 39─────────┘　　　　　　　　　 　　　　　　　　　└─────────103 倉石 蘭丸 (長野工業)

小山 琳太郎 (長野日大) 40─────────┐　　　　　　　　　 　　　　　　　　　┌─────────104 原山 泰輔 (長野)
(20)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(52)

鈴木 優斗 (松代) 41─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────105 吉澤　 勇人 (更級農業)
(73)　　├── to本選11 to本選27 ──┤　　(89)

小林 一樹 (屋代) 42─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────106 野村 拓海 (篠ノ井犀峡)
(21)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(53)

西尾 誠 (長野) 43─────────┘　　　　　　　　　 　　　　　　　　　└─────────107 麻場 謙志 (長野南)

風間 大河 (須坂東) 44─────────┐　　　　　　　　　 　　　　　　　　　┌─────────108 長谷川 蒼史 (長野西)
(22)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(54)

中澤 飛翔 (学園長野) 45─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────109 髙見 航 (飯山)
(74)　　├── to本選12 to本選28 ──┤　　(90)

永原 漣也 (長野俊英) 46─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────110 竹村　 海渡 (篠ノ井)
(23)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(55)

徳木 慶斗 (市立長野) 47─────────┘　　　　　　　　　 　　　　　　　　　└─────────111 山﨑 朔也 (中野西)

岩崎 竣莉 (須坂創成) 48─────────┐　　　　　　　　　 　　　　　　　　　┌─────────112 平原 大知 (須坂)
(24)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(56)

森 優翔 (須坂) 49─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────113 宮下 恵夢 (長野東)
(75)　　├── to本選13 to本選29 ──┤　　(91)

割田 琉星 (長野工業高専) 50─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────114 西澤 泰生 (須坂東)
(25)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(57)

鈴木 優輔 (長野東) 51─────────┘　　　　　　　　　 　　　　　　　　　└─────────115 井上 蓮音 (長野俊英)

石山　 歩 (篠ノ井) 52─────────┐　　　　　　　　　 　　　　　　　　　┌─────────116 浅野 健太 (長野工業高専)
(26)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(58)

宮島 悠太 (長野南) 53─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────117 山下 翔慈 (市立長野)
(76)　　├── to本選14 to本選30 ──┤　　(92)

塚田 赳人 (長野工業) 54─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────118 古澤 怜也 (長野吉田)
(27)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(59)

若林 凜久 (長野商業) 55─────────┘　　　　　　　　　 　　　　　　　　　└─────────119 堀内 和也　モラエス(坂城)

丸山 莉玖 (更級農業) 56─────────┐　　　　　　　　　 　　　　　　　　　┌─────────120 松村　 晃我 (篠ノ井)
(28)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(60)

森山 久央怜 (長野日大) 57─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────121 島田 智生 (更級農業)
(77)　　├── to本選15 　　　　　　　　　┌───────────┤　　(93)

丸山 諒也 (長野西) 58─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────122 杉原 琉希 (屋代)
(29)　　├───────────┘　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　└───────────┤　　(61)

洞 瑛温 (長野俊英) 59─────────┘　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　└─────────123 岸田 涼介 (松代)
to本選31 ──┤　　(110)

穂苅 拓翔 (篠ノ井犀峡) 60─────────┐　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　┌─────────124 前橋 洸太 (屋代南)
(30)　　├───────────┐　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(62)

吉田 幸太 (市立長野) 61─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────125 德武 羽純 (長野西)
(78)　　├── to本選16 　　　　　　　　　└───────────┤　　(94)

井ノ浦 隆朗 (須坂東) 62─────────┐　　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　└─────────126 上條 達暉 (須坂創成)
(31)　　├───────────┘　　　　　　　　　

塩入 駿 (長野吉田) 63─────────┘　　　　　　　　　
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手島 柊人 (学園長野) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────17

(1)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(9)

2─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────18

(17)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(21)

3─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────19

(2)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(10)

4─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────20

(25)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(27)

5─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────21

(3)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(11)

6─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────22

(18)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(22)

7─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────23

(4)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(12)

8─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────24

(29)　　├────┴────┤　　(30)

9─────────┐　　　　　　　　　│ (31) │　　　　　　　　　┌─────────25

(5)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(13)

10─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────26

(19)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(23)

11─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────27

(6)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(14)

12─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────28

(26)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(28)

13─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────29

(7)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(15)

14─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────30

(20)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(24)

15─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────31

(8)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(16)

16─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────32 尾澤 憐 (学園長野)
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小池 咲彩・小渕 彩乃 (長野) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────31 髙橋 美華・小林 葉音 (須坂創成)

(29)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(37)

金井 奈緒・岡澤 知奈 (屋代) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────32 古川 咲希・片山 彩夏 (須坂)

(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(15)

内山 みのり・新津 渚紗 (更級農業) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────33 佐藤 祐菜・竹田 真紘 (飯山)

(45)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(49)

黒岩 美羽・中野 真結 (須坂) 4─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────34 中島 詩音・今川 日菜美 (長野南)

(2)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(16)

市岡 汐萌・山守 由真 (松代) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────35 丸山 みりあ・脇本 響姫 (長野商業)

(30)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(38)

滝澤 桜花・清水 理央 (坂城) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────36 三条 芽生・進藤 果歩 (長野)

(3)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(17)

北村 なつき・今野 李々子 (市立長野) 7─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────37 永井 千愛・小杉 さくら (更級農業)

(53)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(55)

中原 玲・酒井 蕗花 (長野商業) 8─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────38 大平 倖羽芽・中島 千尋 (松代)

(4)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(18)

中村 夏希・内山 智葉 (中野西) 9─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────39 吉村 凜・畔上 優凜 (篠ノ井)

(31)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(39)

丸山 凜・高遠 悠菜 (長野西) 10─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────40 竹内 結美・石黒 友香 (屋代)

(5)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(19)

富田 ひかり・坂本 夏雪 (篠ノ井) 11─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────41 鶴田 光希・臼田 紗菜 (学園長野)

(46)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(50)

池田 菜々・水野 心乃花 (長野日大) 12─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────42 久保山 ルリ・久保 望実 (中野西)

(6)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(20)

神林 美希・坂口 萌朱 (須坂創成) 13─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────43 西澤 時世・上野 楓理 (市立長野)

(32)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(40)

藤森 愛果・坂井 晶 (長野吉田) 14─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────44 保科 栞・関 夏希 (長野西)

(7)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(21)

小森 こころ・堀米 柚羽 (長野東) 15─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────45 山本 鈴華・村澤 杏菜 (長野吉田)

(57)　　├────┴────┤　　(58)

石田 柚音・森田 彩奈 (須坂創成) 16─────────┐　　　　　　　　　│ (59) │　　　　　　　　　┌─────────46 坂本 結・田近 愛梨 (市立長野)

(8)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(22)

筧 あかり・横山 春歩 (長野商業) 17─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────47 浅川 桃菜・谷口 碧 (長野工業高専)

(33)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(41)

岩倉 遥・両角 陽菜 (長野南) 18─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────48 山岸 彩乃・中山 純鈴 (長野東)

(9)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(23)

三輪 樹香・櫻井 稔々 (長野西) 19─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────49 池田 結生・若林 加純 (篠ノ井)

(47)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(51)

鈴木 莉櫻・髙木 遥 (学園長野) 20─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────50 戸谷 紗羅・古越 萌美 (長野商業)

(10)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(24)

中原 優空・平野 徠海 (更級農業) 21─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────51 岡田 真悠子・堀 乃桃 (長野)

(34)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(42)

大和 若菜・黒岩 愛久美 (須坂) 22─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────52 原子 茉朱・間藤 千尋 (須坂創成)

(11)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(25)

福澤 由衣奈・宮澤 祐凪 (屋代) 23─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────53 安藤 愛夏・小山 琉那 (長野俊英)

(54)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(56)

岡田 実優・落合 百珈 (松代) 24─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────54 芦澤 鈴菜・中沢 一花 (須坂)

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

根津 夏風香・山口 遥菜 (市立長野) 25─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────55 坂中 葵・傳田 麻織 (長野吉田)

(35)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(43)

香髙 莉沙・志村 悠 (長野工業高専) 26─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────56 荒川 遥菜・内山 侑香 (屋代)

(13)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(27)

森 彩華・小野澤 初音 (飯山) 27─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────57 伊藤 優杏・田口 彩乃 (長野日大)

(48)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(52)

下田 智恵美・小林 青夏 (中野西) 28─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────58 堀 愛美・白倉 美咲 (長野南)

(14)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(28)

前嶌 未来・松澤 由里菜 (篠ノ井) 29─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────59 久川 佐和子・橘田 ひかり (松代)

(36)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(44)

丸山 愛結・茅原 愛美 (長野吉田) 30─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────60 小山 彩乃・島村 瑠々華 (長野西)
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髙橋 美華 (須坂創成) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────54 小池 咲彩 (長野)
(42)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(58)

荒井 美桜 (須坂) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────55 岡澤 知奈 (屋代)
(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(22)

堀 愛美 (長野南) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────56 安藤 愛夏 (長野俊英)
(74)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(82)

大平 倖羽芽 (松代) 4─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────57 三輪 樹香 (長野西)
(2)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(23)

堀米 柚羽 (長野東) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────58 池田 菜々 (長野日大)
(43)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(59)

進藤 果歩 (長野) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────59 畔上 優凜 (篠ノ井)
(3)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(24)

小野澤 初音 (飯山) 7─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────60 酒井 蕗花 (長野商業)
(90)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(94)

富田 ひかり (篠ノ井) 8─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────61 小宮山 凜 (学園長野)
(44)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(60)

内山 みのり (更級農業) 9─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────62 岩倉 遥 (長野南)
(4)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(25)

児島 紗江 (屋代南) 10─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────63 北村 なつき (市立長野)
(75)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(83)

武井 湊音 (長野日大) 11─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────64 山岸 彩乃 (長野東)
(5)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(26)

坂中 葵 (長野吉田) 12─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────65 坂口 萌朱 (須坂創成)
(45)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(61)

今野 李々子 (市立長野) 13─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────66 芦澤 鈴菜 (須坂)
(98)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(100)

島村 瑠々華 (長野西) 14─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────67 中島 千尋 (松代)
(46)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(62)

山守 由真 (松代) 15─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────68 片山 彩夏 (須坂)
(6)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(27)

髙澤 美羽 (飯山) 16─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────69 志村 悠 (長野工業高専)
(76)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(84)

中島 詩音 (長野南) 17─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────70 宮澤 祐凪 (屋代)
(7)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(28)

神林 美希 (須坂創成) 18─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────71 三条 芽生 (長野)
(47)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(63)

谷口 碧 (長野工業高専) 19─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────72 森田 彩奈 (須坂創成)
(8)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(95)

臼田 紗菜 (学園長野) 20─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────73 村澤 杏菜 (長野吉田)
(91)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(29)

中沢 一花 (須坂) 21─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────74 小杉 さくら (更級農業)
(9)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(64)

石坂 由奈 (長野商業) 22─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────75 竹田 真紘 (飯山)
(48)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(30)

久保山 ルリ (中野西) 23─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────76 坂本 夏雪 (篠ノ井)
(10)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(85)

内山 侑香 (屋代) 24─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────77 丸山 優莉 (長野商業)
(77)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(31)

田口 彩乃 (長野日大) 25─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────78 内山 智葉 (中野西)
(11)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(65)

高橋 花怜 (更級農業) 26─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────79 吉岡 瑠奈 (学園長野)
(49)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │

山本 鈴華 (長野吉田) 27─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────80 小山 彩乃 (長野西)
(102)　　├────┴────┤　　(103)　　　　　　　　　┌───────────┤　　(66)

阿部 心春 (学園長野) 28─────────┐　　　　　　　　　│ (104) │ │ │　　　　　　　　　┌─────────81 藤森 愛果 (長野吉田)
(50)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(32)

高遠 悠菜 (長野西) 29─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────82 久保 望実 (中野西)
(12)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(86)

八田 優月 (長野) 30─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────83 今川 日菜美 (長野南)
(78)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(33)

永井 千愛 (更級農業) 31─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────84 加藤 優弥 (更級農業)
(13)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(67)

吉原 光留 (篠ノ井) 32─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────85 上平 未麻 (屋代南)
(51)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(34)

中村 夏希 (中野西) 33─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────86 小林 葉音 (須坂創成)
(14)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(96)

水野 心乃花 (長野日大) 34─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────87 鶴田 光希 (学園長野)
(92)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(68)

中原 玲 (長野商業) 35─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────88 浅川 桃菜 (長野工業高専)
(52)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(35)

石黒 友香 (屋代) 36─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────89 岡田 実優 (松代)
(15)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(87)

佐藤 祐菜 (飯山) 37─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────90 黒岩 美羽 (須坂)
(79)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(36)

落合 百珈 (松代) 38─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────91 一本木 優衣 (市立長野)
(16)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(69)

小山 琉那 (長野俊英) 39─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────92 森 彩華 (飯山)
(53)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(101)

坂本 結 (市立長野) 40─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────93 田近 愛梨 (市立長野)
(99)　　├───────────┘　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┌───────────┤　　(70)

丸山 愛結 (長野吉田) 41─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────94 丸山 凜 (長野西)
(54)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(37)

柳沢 真莉佳 (篠ノ井) 42─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────95 小林 莉緒菜 (長野商業)
(17)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(88)

中山 純鈴 (長野東) 43─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────96 竹内 結美 (屋代)
(80)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(38)

櫻井 稔々 (長野西) 44─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────97 白倉 美咲 (長野南)
(18)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(71)

両角 陽菜 (長野南) 45─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────98 小森 こころ (長野東)
(55)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(97)

髙木 遥 (学園長野) 46─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────99 中原 優空 (更級農業)
(93)　　├───────────┘　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┌───────────┤　　(39)

石田 柚音 (須坂創成) 47─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────100 岡田 真悠子 (長野)
(19)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(72)

香髙 莉沙 (長野工業高専) 48─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────101 伊藤 優杏 (長野日大)
(56)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(40)

黒岩 愛久美 (須坂) 49─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────102 若林 加純 (篠ノ井)
(20)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ 　　　　　　　　　└───────────┤　　(89)

堀 乃桃 (長野) 50─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌─────────103 村井 萌 (須坂東)
(81)　　├───────────┘　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(41)

唐澤 萌香 (長野商業) 51─────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────104 橘田 ひかり (松代)
(21)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　└───────────┤　　(73)

中澤 梓絵 (市立長野) 52─────────┘　　　　　　　　　│ │ 　　　　　　　　　└─────────105 茅原 愛美 (長野吉田)
(57)　　├───────────┘　　　　　　　　　

福澤 由衣奈 (屋代) 53─────────┘　　　　　　　　　


