
氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名

1 小河原　駿② (上田東) 小河原　駿② (上田東) 中澤　龍① (上田東) 中澤 龍① (上田東) 杉山　萌々花② (染谷丘) 杉山　萌々花② (染谷丘) 青水　奈々世① (上田東) 青水　奈々世① (上田東) 1

2 山嵜　大輔② (上田東) 山嵜　大輔② (上田東) 内堀 健成① (上田東) 渡邉 怜亜① (上田東) 荻野　実紗② (染谷丘) 割田　日菜乃① (染谷丘) 濱田　茄菜未① (上田東) 濱田　茄菜未① (上田東) 2

3 青木　昂汰② (佐　総) 青木　昂汰② (佐　総) 渡邉 怜亜① (上田東) 内堀 健成① (上田東) 割田　日菜乃① (染谷丘) 荻野　実紗② (染谷丘) 下村　沙輝① (蓼科) 下村　沙輝① (蓼科) 3

4 木内　勇樹② (佐　総) 木内　勇樹② (佐　総) 木内 翔① (上田東) 木内 翔① (上田東) 古澤　実莉① (染谷丘) 古澤　実莉① (染谷丘) 小川　麻衣① (蓼科) 上原　彩香① (蓼科) 4

5 清水　音秋② (佐　総) 清水　音秋② (佐　総) 清水　智矢① (佐　総) 清水　智矢① (佐　総) 大林　花野② (長聖) 今井　理帆② (長聖) 上原　彩香① (蓼科) 宮坂　千晶① (長聖) 5

6 佐藤　充② (佐　総) 佐藤　充② (佐　総) 臼田 聖哉① (佐　総) 臼田 聖哉① (佐　総) 今井　理帆② (長聖) 大林　花野② (長聖) 成澤　葵南① (長聖) 成澤　葵南① (長聖) 6

7 林　駿亮② (佐　総) 林　駿亮② (佐　総) 上原 功成① (佐　総) 上原 功成① (佐　総) 下島　遙佳① (上田) 下島　遙佳① (上田) 佐藤　萌花① (長聖) 佐藤　萌花① (長聖) 7

8 大須賀　柊哉② (佐　総) 大須賀　柊哉② (佐　総) 角田 海樹① (佐　総) 角田 海樹① (佐　総) 古田　萌② (上田) 古田　萌② (上田) 土屋　奈菜① (上田) 小林　花① (長聖) 8

9 浦林　光洋② (蓼科) 佐藤　湧人② (岩村田) 梅津 真斗① (佐　総) 梅津 真斗① (佐　総) 大平　明侑② (上田) 大平　明侑② (上田) 金井　京花① (上田) 土屋　奈菜① (上田) 9

10 佐藤　湧人② (岩村田) 古越　良② (岩村田) 三石 駿① (佐　総) 三石 駿① (佐　総) 水野　樹② (上田) 渡辺　早紀② (上田) 川岸　朱里① (上田) 金井　京花① (上田) 10

11 古越　良② (岩村田) 佐々木　陽冬② (岩村田) 小宮山　悠真① (蓼科) 小宮山　悠真① (蓼科) 両角　史佳② (上田) 水野　樹② (上田) 北澤　寧々① (上田) 川岸　朱里① (上田) 11

12 佐々木　陽冬② (岩村田) 草間　将裕② (岩村田) 髙林　英一① (蓼科) 太田　裕貴① (蓼科) 渡辺　早紀② (上田) 両角　史佳② (上田) 大浦　美優① (小諸) 北澤　寧々① (上田) 12

13 草間　将裕② (岩村田) 松田　大輔② (染谷丘) 宮下　恭裕① (蓼科) 髙林　英一① (蓼科) 北澤　花② (軽井沢) 北澤　花② (軽井沢) 倉澤　広奈① (野　北) 小島　朱葉① (岩村田) 13

14 松田　大輔② (染谷丘) 倉島　卓矢① (染谷丘) 太田　裕貴① (蓼科) 宮下　恭裕① (蓼科) 荻原　未優② (軽井沢) 荻原　未優② (軽井沢) 岩瀬　みさき① (岩村田) 岩瀬　みさき① (岩村田) 14

15 倉島　卓矢① (染谷丘) 柳澤　佑太② (染谷丘) 浅川　真輝① (岩村田) 浅川　真輝① (岩村田) 井出　杏佳② (野　北) 小林　愛奈② (野　北) 小島　朱葉① (岩村田) 細川　陽葉里① (岩村田) 15

16 柳澤　佑太② (染谷丘) 宮本　樹希② (染谷丘) 井出　悠翔① (岩村田) 井出　悠翔① (岩村田) 小林　愛奈② (野　北) 市川　莉那② (野　北) 細川　陽葉里① (岩村田) 勝俣　美来① (岩村田) 16

17 宮本　樹希② (染谷丘) 毛塚　竜也② (染谷丘) 林　亮太① (岩村田) 林　亮太① (岩村田) 市川　莉那② (野　北) 齋藤　由真② (岩村田) 依田　華梨① (上田西) 依田　華梨① (上田西) 17

18 毛塚　竜也② (染谷丘) 村澤　澪② (染谷丘) 小平　龍之介① (岩村田) 小平　龍之介① (岩村田) 齋藤　由真② (岩村田) 北村　典子② (岩村田) 黒岩　凛① (上田西) 黒岩　凛① (上田西) 18

19 村澤　澪② (染谷丘) 金室　和希② (長聖) 小林　幸輝① (岩村田) 小林　幸輝① (岩村田) 内藤　侑々衣② (岩村田) 内藤　侑々衣② (岩村田) 清水　愛花① (上田西) 清水　愛花① (上田西) 19

20 金室　和希② (長聖) 坪井　淳哉② (長聖) 藤原　陽太① (岩村田) 藤原　陽太① (岩村田) 工藤　留実華② (岩村田) 工藤　留実華② (岩村田) 山口　陽子① (上田西) 宮下　絢野① (上田西) 20

21 関　裕介② (長聖) 関　裕介② (長聖) 杉山　温哉① (岩村田) 杉山　温哉① (岩村田) 土屋　穂乃花① (岩村田) 寺島　綾菜② (上田西) 宮下　絢野① (上田西) 松本　彩① (上田西) 21

22 菜花　優太朗② (長聖) 菜花　優太朗② (長聖) 井出　蓮椰① (岩村田) 井出　蓮椰① (岩村田) 寺島　綾菜② (上田西) 古越　歩花① (上田西) 松本　彩① (上田西) 山口　陽子① (上田西) 22

23 土屋　裕大② (長聖) 土屋　裕大② (長聖) 早乙女　尊① (染谷丘) 早乙女　尊① (染谷丘) 古越　歩花① (上田西) 23

24 江元　龍之介② (長聖) 江元　龍之介② (長聖) 須崎　護仁① (染谷丘) 須崎　護仁① (染谷丘) 水口　裕菜② (上田西) 24

25 坪井　淳哉② (長聖) 小松　京平② (長聖) 櫻井　和輝① (長聖) 櫻井　和輝① (長聖) 25

26 山浦　崇歩② (小諸) 伊藤　岳杜② (長聖) 原山　朝光① (長聖) 原山　朝光① (長聖) 26

27 藤田　颯太② (小諸) 山浦　崇歩② (小諸) 小林　翔① (長聖) 小山　健成① (長聖) 27

28 佐々木　海② (軽井沢) 藤田　颯太② (小諸) 倉科　竜馬① (長聖) 前田　龍成① (長聖) 28

29 武藤　裕太① (軽井沢) 佐々木　海② (軽井沢) 星野　叶多① (小諸) 大久保　聖矢① (軽井沢) 29

30 内川　瑠衣① (軽井沢) 武藤　裕太① (軽井沢) 大久保　聖矢① (軽井沢) 吉澤　大輝① (軽井沢) 30

31 松本　瞭② (軽井沢) 内川　瑠衣① (軽井沢) 吉澤　大輝① (軽井沢) 山岸　陽向吾① (軽井沢) 31

32 阿部　公太② (野沢北) 松本　瞭② (軽井沢) 山岸　陽向吾① (軽井沢) 青木　太一郎① (軽井沢) 32

33 栁澤　佳汰② (野沢北) 阿部　公太② (野沢北) 青木　太一郎① (軽井沢) 猿谷　知紀① (野沢北) 33

34 佐塚　照輝② (野沢北) 栁澤　佳汰② (野沢北) 猿谷　知紀① (野沢北) 平林　佑介① (野沢北) 34

35 佐藤　桃樹② (上田) 佐藤　桃樹② (上田) 平林　佑介① (野沢北) 櫻井　涼斗① (野沢北) 35

36 浅水屋　晃太② (上田) 高橋　伸② (上田) 櫻井　涼斗① (野沢北) 池田　周平① (野沢北) 36

37 高橋　伸② (上田) 長谷部　優介② (上田) 池田　周平① (野沢北) 菊地　太朗① (野沢北) 37

38 長谷部　優介② (上田) 浅水屋　晃太② (上田) 菊地　太朗① (野沢北) 相馬　大和① (野沢北) 38

39 銀川　新② (上田) 小林　大晟② (上田) 相馬　大和① (野沢北) 石井　大也① (野沢北) 39

40 小林　大晟② (上田) 銀川　新② (上田) 石井　大也① (野沢北) 山﨑　一磨① (野沢北) 40

41 雨宮　大輔② (上田) 中島　徹太② (上田西) 上原　諒太① (野沢北) 上原　諒太① (野沢北) 41

42 中島　徹太② (上田西) 塩川　和生② (上田西) 山﨑　一磨① (野沢北) 中島　雄太① (野沢北) 42

43 前所　武龍① (上田西) 前所　武龍① (上田西) 鈴木　遥人① (野沢北) 鈴木　遥人① (野沢北) 43

44 塩川　和生② (上田西) 中沢　祐策② (上田西) 中島　雄太① (野沢北) 西舘　岳人① (野沢北) 44

45 中沢　祐策② (上田西) 東　大耀② (上田西) 西舘　岳人① (野沢北) 宮下　剛① (上田) 45

46 鈴木　礼矢② (上田西) 鈴木　礼矢② (上田西) 宮下　剛① (上田) 堀内　隼輔① (上田) 46

47 東　大耀② (上田西) 清水　良② (上田西) 堀内　隼輔① (上田) 山岸　琉雅① (上田) 47

48 勝木　拓身② (上田西) 勝木　拓身② (上田西) 山岸　琉雅① (上田) 広田　侑平① (上田) 48

49 清水　良② (上田西) 広田　侑平① (上田) 中村　勇翔① (上田) 49

50 中村　勇翔① (上田) 星野　叶多① (小諸) 50

51 田中　真幸① (上田西) 田中　真幸① (上田西) 47

52 仲村　和也① (上田西) 仲村　和也① (上田西) 48

53 49

54 50
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