
令和４(2022)年度 

第 40回 

 北信地区バドミントンダブルス選手権大会 

（高校の部） 

 
 

 

      主  催  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 ９月１９日(月)  

開場 7:30 練習開始 7:50 競技開始 9:15 

会  場  南長野運動公園体育館 

[注意事項] 

◇大会は敗者審判制です。試合に出場する者は、審判ができるようにしておいてください。 

◇審判は，試合前に審判用紙を見て選手の名前を呼び、必ず対戦者を確認してください。 

◇インターバルは、11点時の 60秒は取りません。各ゲーム間に 120秒はとる事ができます。主審はストップウォッチを使

用し、時間を確認すること。 

◇自転車で来る場合は、駐輪場に整然と自転車を並べること。 

◇外履きは、袋を準備しギャラリーに持っていくこと。玄関のロッカーはジム利用者用となっています。 

◇会場にはゴミ箱がありません。各自ゴミは責任を持って持ち帰ること。会場に設置してある自動販売機で購入しドリ 

ンク以外は、自販機横のドリンク専用ゴミ箱に捨てないこと。 

◇貴重品の管理を徹底すること。 

◇コロナ関連による参加の可否は、各校の管理職へ相談の上、判断してください。 

◇健康状態観察シートを各校毎、大会当日に提出してください。 

◇保護者の来場は各家庭１名のみ可とします。ただし、保護者は観客席には座らず、２階周回コースで見学して下さい。 

◇大会に参加しない部員の来場は、審判のできる程度の人数とします。 ※補助員校はその限りではありません。 

◇昼食は、できる限り屋外でとるように心がけて下さい。 

 

 

北信地区ダブルス大会　練習コート割

時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7：50-8：05 17 長野南 17 長野南 18 篠ノ井 18 篠ノ井 19 更級農業 19 更級農業 29 長野俊英 20 松代 21 屋代 21 屋代

8：05-8：20 14 長野工業 24 市立長野 24 市立長野 9 長野吉田 9 長野吉田 10 長野 10 長野 20 松代 22 屋代南 22 屋代南

8：20-8：35 12 長野商業 12 長野商業 23 坂城 28 長野日大 28 長野日大 11 長野西 11 長野西 8 北部 13 長野東 13 長野東

8：35-8：50 1 飯山 1 飯山 27 文化学園 5 須坂東 6 須坂 6 須坂 7 須坂創成 7 須坂創成 4 中野西 4 中野西

8：50-9：05 3 立志館 3 立志館 16 犀峡 5 須坂東 予備 予備 予備 予備 予備 予備

南長野
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金子 健人・若林 凜久 (長野商業) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────44 宮﨑 晴翔・田中 柊羽 (長野商業)

(23)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(39)
岡庭 蒼磨・鈴木 海生 (屋代南) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────45 西村 淳・松坂 亮佑 (長野南)

(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(12)
小泉 亮介・洞 瑛温 (長野俊英) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────46 岸田 涼介・鈴木 優斗 (松代)

(55)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(63)
山口 快斗・永田 玲 (更級農業) 4─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────47 鈴木 楽人・森 優翔 (須坂)

(24)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(40)
結解 和宏・森山 久央怜 (長野日大) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────48 髙橋 瑞輝・松澤 豊 (飯山)

(71)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(75)
笠井 晴太・春日 大翔 (屋代) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────49 穂苅 拓翔・野村 拓海 (篠ノ井犀峡)

(25)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(41)
藤田 麗・三村 竜大 (長野西) 7─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────50 北堀 颯汰・小林 海翔 (須坂創成)

(2)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(13)
春日 政人・川上 凌生 (長野工業) 8─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────51 小林 亮太・山本 凌誠 (長野吉田)

(56)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(64)
宮嵜 康平・水越 泰一 (長野東) 9─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────52 陸川 光騎・田中 隼大 (中野立志館)

(3)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(14)
宮島 悠太・麻場 謙志 (長野南) 10─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────53 立花 新之助・宮本 珠宇 (長野俊英)

(26)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(42)
渥美 偉斗・熊井 奏太 (長野) 11─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────54 小山 琳太郎・齊藤 光琉 (長野日大)

(79)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(81)
塩入 駿・古澤 怜也 (長野吉田) 12─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────55 原山 泰輔・西尾 誠 (長野)

(27)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(43)
若林 京汰・若林 優輝 (松代) 13─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────56 堀内 和也　モラエス・山木 寛斗 (坂城)

(4)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(15)
小林 諒成・佐藤 大起 (須坂東) 14─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────57 寺平 悠駕・馬場 一颯 (屋代)

(57)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(65)
中田 星・松澤 真 (北部) 15─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────58 金澤 楓・鈴木 優輔 (長野東)

(28)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(16)
栁沢 竜雅・滝沢 優斗 (須坂創成) 16─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────59 島津 瑛・松本 亮 (市立長野)

(72)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(44)
水津 悠大・春原 康希 (市立長野) 17─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────60 宮本 優太・丸山 諒也 (長野西)

(29)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(76)
山本 橙采・丸山 功誠 (中野立志館) 18─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────61 山口　 暖人・丸山 莉玖 (更級農業)

(58)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(45)
宮下　 大輔・中嶋　 柊平 (篠ノ井) 19─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────62 佐野坂 大和・鳥居 利輝 (北部)

(5)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(66)
常田 煌介・小林 圭太 (飯山) 20─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────63 保谷　 駿仁・保谷　 優仁 (篠ノ井)

(30)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(17)
平原 大知・堀内 俊汰 (須坂) 21─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────64 宮入 拓夢・久保 知也 (中野西)

(83)　　├────┴────┤　　(84)　　　　　　　　　└───────────┤　　(46)
山﨑 朔也・遠山 大道 (中野西) 22─────────┐　　　　　　　　　│ (85) │　　　　　　　　　└─────────65 宮入 郷綺・栁沢 陸葵 (長野工業)

(31)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │
小野　 晴生・藤牧　 樹 (篠ノ井) 23─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────66 岩崎 竣莉・岡島 亮太 (須坂創成)

(6)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(47)
木下 拓海・永井 司冴 (長野) 24─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────67 井ノ浦 隆朗・山口 大翔 (須坂東)

(59)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(18)
山岸 吏輝・青木 克憲 (中野立志館) 25─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────68 前橋 洸太・茂野 優真 (屋代南)

(32)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(67)
長谷川 蒼史・宮岡 拓未 (長野西) 26─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────69 牛澤 俊介・中澤 心馳 (長野)

(73)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(48)
藤田 昊輝・北山 拓也 (須坂創成) 27─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────70 小山 宗太郎・市川 良磨 (須坂)

(33)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(77)
宮川 大誠・桃澤 俊 (更級農業) 28─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────71 佐藤 蓮・半藤 槙 (長野工業)

(7)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(49)
杉原 琉希・宮本 颯希 (屋代) 29─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────72 伊東 陽名大・水品 勇吾 (長野吉田)

(60)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(68)
寺内 遼汰・西澤 健隼 (屋代南) 30─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────73 町田 優雅・武田 遥翔 (北部)

(8)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(19)
杉山 陽登・稲田 文人 (長野吉田) 31─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────74 山本 幸・田中 琥大郎 (中野西)

(34)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(50)
髙見 航・渡邉 磨伸 (飯山) 32─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────75 田子 涼介・風間 大河 (須坂東)

(80)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(82)
菅沼 櫂・大日方 舜 (長野日大) 33─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────76 高橋 翔琉・徳木 慶斗 (市立長野)

(35)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(51)
田上 平汰・井上 蓮音 (長野俊英) 34─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────77 西澤 佑眞・小松 大騎 (長野西)

(9)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(20)
岩本 昂・根津 優 (須坂) 35─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────78 石山　 歩・原山　 和暉 (篠ノ井)

(61)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(69)
松坂 龍斗・渋谷 祐太朗 (長野南) 36─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────79 佐藤 陸・寺島 遙希 (長野日大)

(10)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(21)
横山 光凌・宮本 開世 (長野商業) 37─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────80 宮川 武士・山口 蔵之助 (飯山)

(36)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(52)
武井 克樹・池田 唯人 (長野東) 38─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────81 上條 颯太・小林 一樹 (屋代)

(74)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(78)
山下 翔慈・三間 龍之助 (市立長野) 39─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────82 西村 京之助・吉澤 太陽 (長野南)

(37)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(53)
西澤 泰生・岡澤 莉玖 (須坂東) 40─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────83 吉澤　 勇人・島田 智生 (更級農業)

(62)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(70)
岩佐 摩裟斗・多田 陽翔 (坂城) 41─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────84 井浦 駿斗・徳永 英寿 (長野東)

(11)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(22)
木村 敬大・松橋 一希 (北部) 42─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────85 佐藤 和樹・村山 暖汰 (中野立志館)

(38)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(54)
岡田 羽琉・倉石 蘭丸 (長野工業) 43─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────86 保坂 陵斗・百塚 駿凜 (長野商業)
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稲原 美称・阿部 心春 (学園長野) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────36 鈴木 莉櫻・髙木 遥 (学園長野)

(7)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(23)

古川 咲希・大和 若菜 (須坂) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────37 白倉 美咲・堀 愛美 (長野南)

(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(4)

高橋 花怜・加藤 優弥 (更級農業) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────38 山守 由真・市岡 汐萌 (松代)

(39)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(47)

畔上 優凜・柳沢 真莉佳 (篠ノ井) 4─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────39 木村 優愛・浅沼 ゆうな (中野立志館)

(8)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(24)

上平 未麻・田島 四季 (屋代南) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────40 平野 徠海・中原 優空 (更級農業)

(55)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(59)

森田 彩奈・石田 柚音 (須坂創成) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────41 福澤 由衣奈・宮澤 祐凪 (屋代)

(9)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(25)

竹内 結美・内山 侑香 (屋代) 7─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────42 坂中 葵・傳田 麻織 (長野吉田)

(40)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(48)

一本木 優衣・中澤 梓絵 (市立長野) 8─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────43 滝沢 茉音・児島 紗江 (屋代南)

(10)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(26)

丸山 みりあ・脇本 響姫 (長野商業) 9─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────44 今野 李々子・北村 なつき (市立長野)

(63)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(65)

小山 彩乃・櫻井 稔々 (長野西) 10─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────45 島村 瑠々華・三輪 樹香 (長野西)

(11)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(27)

水野 心乃花・小林 かのん (長野日大) 11─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────46 間藤 千尋・古山 乃彩 (須坂創成)

(41)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(49)

岡田 真悠子・堀 乃桃 (長野) 12─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────47 久保山 ルリ・内山 智葉 (中野西)

(12)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(28)

小森 こころ・中山 純鈴 (長野東) 13─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────48 池田 菜々・伊藤 優杏 (長野日大)

(56)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(60)

中村 夏希・久保 望実 (中野西) 14─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────49 中沢 一花・黒岩 愛久美 (須坂)

(13)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(29)

滝澤 桜花・清水 理央 (坂城) 15─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────50 村井 萌・中島 華連 (須坂東)

(42)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(50)

岡田 実優・落合 百珈 (松代) 16─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────51 筧 あかり・唐澤 萌香 (長野商業)

(14)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(5)

茅原 愛美・丸山 愛結 (長野吉田) 17─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────52 原田 璃奈・大橋 由奈 (篠ノ井)

(67)　　├────┴────┤　　(68)　　　　　　　　　└───────────┤　　(30)

鶴田 光希・臼田 紗菜 (学園長野) 18─────────┐　　　　　　　　　│ (69) │　　　　　　　　　└─────────53 小渕 彩乃・小池 咲彩 (長野)

(15)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │
内山 みのり・新津 渚紗 (更級農業) 19─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────54 髙橋 美華・小林 葉音 (須坂創成)

(2)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(31)

藤森 愛果・坂井 晶 (長野吉田) 20─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────55 佐藤 祐菜・竹田 真紘 (飯山)

(43)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(51)

保科 栞・関 夏希 (長野西) 21─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────56 竹内 春希・池田 舞乙 (屋代南)

(16)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(32)

池田 結生・若林 加純 (篠ノ井) 22─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────57 丸山 凜・高遠 悠菜 (長野西)

(57)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(61)

黒岩 美羽・芦澤 鈴菜 (須坂) 23─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────58 中島 千尋・橘田 ひかり (松代)

(17)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(33)

進藤 果歩・三条 芽生 (長野) 24─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────59 堀米 柚羽・山岸 彩乃 (長野東)

(44)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(52)

田口 彩乃・武井 湊音 (長野日大) 25─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────60 小林 青夏・江口 奏奈 (中野西)

(18)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(34)

酒井 蕗花・古越 萌美 (長野商業) 26─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────61 中原 玲・戸谷 紗羅 (長野商業)

(64)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(66)

森 彩華・小野澤 初音 (飯山) 27─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────62 山本 鈴華・村澤 杏菜 (長野吉田)

(19)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(35)

岡澤 知奈・荒川 遥菜 (屋代) 28─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────63 八田 優月・中村 美空 (長野)

(45)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(53)

神林 美希・坂口 萌朱 (須坂創成) 29─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────64 山口 遥菜・上野 楓理 (市立長野)

(20)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(36)

中島 詩音・今川 日菜美 (長野南) 30─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────65 富田 ひかり・坂本 夏雪 (篠ノ井)

(58)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(62)

泉 玲奈・松木 涼香 (中野立志館) 31─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────66 養田 さくら・片山 彩夏 (須坂)

(21)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(37)

大平 倖羽芽・今川 莉里花 (松代) 32─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────67 両角 陽菜・岩倉 遥 (長野南)

(46)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(54)

下田 智恵美・小林 紗衣希 (中野西) 33─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────68 石黒 友香・金井 奈緒 (屋代)

(3)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(6)

小林 舞耶・宮坂 舞夏 (屋代南) 34─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────69 佐相 美羽・佐藤 あいさ (中野立志館)

(22)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(38)

田近 愛梨・坂本 結 (市立長野) 35─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────70 山口 あずさ・吉岡 留奈 (学園長野)



1 2 3 3 1 2 3 3
田崎一真 山田詩歩 檜山大地 矢神謙介 北條佳絵 平林佳織 安藤法子 片井玲来
穂谷圭祐 松下裕樹 武内洋輔 重野利彰 多羅沢美和 小林静佳 足立由衣 小林麻美
(長野商業) (長野商業) (長野) (長野商業) (長野商業) (文大長野) (文大長野) (須坂)

檜山大地 小山卓也 松下裕樹 滝沢清彦 足立由衣 待井玲香 古川真衣 丸山あゆ美
武内洋輔 風間貴斗 原　俊太郎 清水祐太 二ﾂ柳彩耶 竹内由美 佐野愛子 早野利佐

(長野) (長野商業) (長野商業) (松代) (文大長野) (長野東) (長野商業) (文大長野)

原　俊太郎 待井是喬 小池良平 三ﾂ井恭平 横地美穂 小山美穂 久保英梨香 秋山璃子
青沼陽太 宮澤　薫 塩野崎祐樹 松本博樹 中島みなみ 宮澤　藍 吉谷美咲 田原汐里
(長野商業) (長野商業) (須坂園芸) (長野吉田) (長野商業) (長野商業) (須坂) (長野商業)

櫻井裕助 矢澤佑記 木内　良 風間研作 中島みなみ 宮澤　藍 杉山史織 檜山恵梨香
宮澤　薫 竹内俊介 安藤昌人 松本博樹 小山美穂 秋山璃子 松本　環 中島まなみ
(長野商業) (篠ノ井) (中野西) (長野吉田) (長野商業) (長野商業) (皐月/市長野) (長野商業)

久保田智也久保田純平 高橋大樹 小川真司 牛木桃子 関　未来 原みゆき 高澤優菜
宮澤弘治 古山隆浩 杉浦　怜 太田優人 遠藤綾乃 丸山　圭 森　美咲 山川莉歩
(長野商業) (長野商業) (市立長野) (長野吉田) (長野) (須坂) (長野西) (文大長野)
原亮太郎 森　建人 杉浦　怜 長野純季 柳澤菜月 鶴田弓子 丸山　愛 小林央可子
杉山雅志 安藤淳也 宮本　樹 丸山　洸 小林加奈 市川　愛 米倉夏子 新津美里
(長野商業) (松代) (市立長野) (須坂) (市立長野) (須坂) (長野西) (長野西)
森　建人 原亮太郎 児玉祥太 谷澤敬斗 宮川莉緒 渋川真結 滝沢智慧 碓井　綾
安藤淳也 杉山雅志 水上　駿 井澤大志 小平安佳里 青木　結 倉嶌花奈 小林加奈

(松代) (長野商業) (長野) (長野商業) (文化学園) (文化学園) (長野商業) (市立長野)
味岡航聖 金子拓真 田原和広 井上宥希 牛木鮎子 田原香鈴 小林なつみ 西原日菜子

太田修一朗 藤沢颯人 竹内大和 長田翼佐 小林万希子 戸谷南月 内山明日香 正木励奈
(長野商業) (長野吉田) (長野工業) (長野商業) (長野) (長野日大) (長野商業) (文化学園)
井上宥希 横田和樹 吉澤隼弥 徳永啓祐 宮岡　楓 冨澤美月 矢島沙織 戸谷南月
長田翼佐 原　崚章 宮内友也 中村友哉 坂本亜衣 冨澤映月 小林万希子 竹元裕香
(長野商業) (長野商業) (長野商業) (長野吉田) (市立長野) (中野西) (長野) (長野日大)
宮坂敦也 中村友哉 北村雄人 曽根豪太 坂本亜衣 中村　英 瀬下舞香 滝沢桃奈
竹内悠生 中澤　望 徳竹海斗 森　俊博 松本彩花 坂本麻衣 金子朱里 和田あお葉
(長野商業) (長野吉田) (市立長野) (長野吉田) (市立長野) (長野商業) (長野西) (長野商業)

滝澤大士朗 滝澤良治 上條龍也 内河涼介 星沢美琴 原山　葵 川浦千穂 坂爪愛美
高嶋健人 小林　陸 太田知志 丸山玲伊 大塚果穂 清水真奈 和田あお葉 戸谷紗理奈
(長野商業) (長野日大) (長野商業) (長野商業) (市立長野) (長野日大) (長野商業) (長野商業)
藤岡 広隆 宮内 星河 丸山 侑大 阿部 響太 大塚 果穂 西本 千夏 岡村 彩里 戸谷 紗理奈
栁澤 知哉 齋藤 樹 瀧澤 勇人 田尻 敦都 市橋 璃奈 矢島 春菜 水上 沙蘭 風間 星那
(長野商業) (長野商業) (長野日大) (長野商業) (市立長野) (長野) (屋代) (長野商業)

金子 渉 中澤 亮太 中村 竜也 大島 太陽 矢島 春菜 市橋 璃奈 岡村 彩里 鈴木 結衣
清水 大和 岩下 颯真 今井 太一 関取 サコンスパー 樋口 佳那 和田 愛未 水上 沙蘭 筒井 真衣
(市立長野) (長野日大) (長野商業) (長野工業) (長野) (市立長野) (屋代) (長野商業)

静谷 祐杜 中村 隼人 金子 渉 清水 大和 和田 愛未 樋口 佳那 篠原 愛実 想田 千尋
中澤 翼 立岩 拓実 髙野 涼 下田 航輝 井上 舞香 木内 香菜葉 牧 葉澄 堀米 紗波

(学園長野) (学園長野) (市立長野) (市立長野) (市立長野) (長野) (須坂) (市立長野)

中澤 翼 内河 柊介 大久保 翔太 静谷 祐杜 小林 茉莉花 代田 楓子 水上 想世 酒井 優花
立岩 拓実 山田 航平 大和 真拓 北澤 祐希 滝沢 杏菜 原 咲織 櫻井 香里 森 あかね
(学園長野) (長野商業) (長野商業) (学園長野) (学園長野) (学園長野) (長野) (長野商業)

北信地区ダブルス選手権　栄光の足跡　(2005～)
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