
男子学校対抗出場選手番号(地区大会用）

1 上田千曲 2 上田西 3 野沢北 4 上田

20105 主 若林 遥希 21701 主 野中 皓世 21410 主 堀込 泰大 20210 主 松﨑 琉斗

20108 立野 祐介 21702 内川 智隼 21402 草間 太陽 20201 合津 志哉

20107 戸谷 瑞輝 21703 中野 壮汰 21403 工藤 優作 20206 土屋 雄生

20106 春原 樹 21704 橋詰 幸毅 21405 佐々木 啓晴 20204 中澤 拓真

20104 小宮山 夏輝 21709 伊藤 大稀 21408 菅原 拓己 20208 岩下 大毅

20103 倉本 涼平 21712 田中 宥成 21409 田口 俊介 20209 宮下 拓

20101 沓掛 竜也 21421 日向 耕佑 20214 菊池 優希
5 小諸商業 6 野沢南 7 小海 8 上田東

20901 主 井口 空 21501 主 臼田 早佑 21605 主 須田 紳介 20405 主 塚田 稜

20902 柴平 喜叶 21503 春山 陽 21601 井出 鈴太郎 20403 滝沢 諒

20903 清水 星那 21505 漆原 史仁 21602 井出 凜人 20404 堀内 啓聖

20904 甘利 優雅 21502 宮下 裕成 21603 小澤 克樹 20410 高木 優希

20905 滝澤 陽登 21506 篠原 秀真 21604 佐々木 界斗 20412 髙井 脩也

21504 小林 歩夢 20414 山田 隼世

20416 堀内 空弥
9 蓼科 10 小諸 11 上田染谷丘 12 岩村田

20701 主 寺下 仙人 21001 主 熊井 優太 20305 主 高橋 雅也 21306 主 伊藤 誠人

20702 内藤 宗暢 21008 羽場 皓生 20307 白石 響 21302 熊谷 将吾

20703 竜野 悠希 21002 青木 紅 20306 竹鼻 壮太 21307 小松 勇闘

20705 渡邊 琉斗 21003 前小屋 茜 20313 和田 英大 21308 星山 流希弥

20706 山岸 優斗 21004 鬼久保 貴雅 20312 村上 怜央 21309 平林 颯人

21006 阿部 颯士 20309 小林 脩人 21314 金子 大樹

21007 土屋 湊翔 20311 中島 史晴 21310 米田 陽平
13 佐久平総技 14 丸子修学館 15 16

21208 主 土屋 凌大 20504 主 山内 達雅 主 主

21211 市川 仁 20509 細山 茂貴

21202 中澤 俊二 20511 瀬在 晃

21203 依田 樹来 20507 中村 陽生

21204 小池 悠 20505 柏原 寿輝

21210 堀内 泰河 20501 小出 楓真

21209 松本 大治郎 20502 中村 琉舜
17 18 19 20

主 主 主 主

21 22 23 24
主 主 主 主

25 26 27 28
主 主 主 主



女子学校対抗出場選手番号(地区大会用）

1 上田千曲 2 岩村田 3 野沢北 4 佐久平総技

20151 主 倉石 萌 21354 主 菊原 詩穂 21457 主 須江 つぐみ 21252 主 田島 妃菜

20156 中村 衣吹 21352 小林 愛 21456 櫻井 稜子 21255 篠原 実樹

20154 芳賀 乙華 21353 山浦 李奈 21452 小笠原 光咲 21253 花野 麻衣

20158 横山 実憂 21355 戸谷 涼花 21458 滝澤 月那 21251 井出 日菜

20159 林 若晴 21356 大井 紗羽 21459 中山 莉良 21254 市川 遙

20157 高瀬 朱華 21357 花岡 朱里 21462 井出 和花 21261 宮下 乃莉香

20161 中島 朱夏 21358 山岸 美桜 21469 川村 聖香 21257 神津 都和
5 上田東 6 野沢南 7 上田西 8 小諸

20452 主 鈴木 美咲 21555 主 幸島 美桜 21751 主 児玉 遥南 21055 主 斉藤 美咲

20451 池田 菜々美 21558 塩川 七夏 21752 佐藤 まこと 21051 伊藤 彩貴

20453 樋澤 萌花 21557 上野 愛梨 21753 養田 和佳 21052 今村 瑠奈

20455 市場 咲弥花 21553 橋本 愛佳 21754 荒井 里緒菜 21053 小口 真佳

20456 藤澤 眞蕗 21556 堀田 美優 21755 小山 天音 21054 黒岩 志音

20457 神野 心希 21559 古屋 美羽 21756 橋詰 未来 21056 赤羽 広望

20464 松林 百夏 21554 中澤 玲奈 21757 栁澤 菜月 21057 伊藤 千咲
9 上田 10 丸子修学館 11 上田染谷丘 12

20254 主 守屋 理子 20553 主 竜野 桜 20354 主 小山 芽依乃 主

20253 両角 春奈 20551 坂口 真捺 20351 倉島 美空

20251 齊藤 陽菜子 20552 市場 月菜 20355 工藤 茜

20255 松崎 文音 20554 小原 美咲 20356 深井 希音

20252 宮﨑 あずさ 20555 小宮山 捺美 20357 吉澤 あかり

20263 花見 満里奈 20556 中島 美虹 20369 鳴澤 理恵

20256 水出 帆香 20372 諏訪部 葉月
13 14 15 16

主 主 主 主

17 18 19 20
主 主 主 主

21 22 23 24
主 主 主 主

25 26 27 28
主 主 主 主


