
第７３回国体（東信地区予選）　申し込み・参加者リスト

・国体（東信地区予選）のエントリーリストを公開します。

･試合は6/30,7/1臼田で男子、7/7,8古戦場で女子の実施予定です。

・県大会への出場者は男子が８名、女子が３名です。県大会ストレートインの選手はいません。

氏名 学校名 氏名 学校名

1 中島　徹太② (上田西) 1 土屋　穂乃花① (岩村田)

2 塩川　和生② (上田西) 2 岩瀬　みさき① (岩村田)

3 中沢　祐策② (上田西) 3 小島　朱葉① (岩村田)

4 前所　武龍① (上田西) 4 寺島　綾菜② (上田西)

5 鈴木　礼矢② (上田西) 5 古越　歩花① (上田西)

6 東　大耀② (上田西) 6 黒岩　凛① (上田西)

7 勝木　拓身② (上田西) 7 清水　愛花① (上田西)

8 清水　良② (上田西) 8 水口　裕菜② (上田西)

9 永井　拓歩② (上田西) 9 依田　華梨① (上田西)

10 福澤　雄平② (上田西) 10 宮下　絢野① (上田西)

11 大林　侑馬② (上田西) 11 山口　陽子① (上田西)

12 青木　柊太② (上田西) 12 松本　彩① (上田西)

13 田中　真幸① (上田西) 13 井出　杏佳② (野　北)

14 仲村　和也① (上田西) 14 小林　愛奈② (野　北)

15 出野　悠大② (上田西) 15 市川　莉那② (野　北)

16 佐藤　湧人② (岩村田) 16 江刈内　ひな① (野　北)

17 古越　良② (岩村田) 17 杉山　萌々花② (染谷丘)

18 佐々木　陽冬② (岩村田) 18 荻野　実紗② (染谷丘)

19 草間　将裕② (岩村田) 19 割田　日菜乃① (染谷丘)

20 井出　悠翔① (岩村田) 20 古澤　実莉① (染谷丘)

21 林　亮太① (岩村田) 21 大浦　美優① (小諸)

22 浅川　真輝① (岩村田) 22 北澤　花② (軽井沢)

23 小平　龍之介① (岩村田) 23 宮沢　おとめ① (軽井沢)

24 小林　幸輝① (岩村田) 24 荻原　未優② (軽井沢)

25 杉山　温哉① (岩村田) 25 下島　遙佳① (上田)

26 井出　蓮椰① (岩村田) 26 古田　萌② (上田)

27 星野　叶多① (小諸) 27 大平　明侑② (上田)

28 佐々木　海② (軽井沢) 28 水野　樹② (上田)

29 武藤　裕太① (軽井沢) 29 渡辺　早紀② (上田)

30 松本　瞭② (軽井沢) 30 両角　史佳② (上田)

31 内川　瑠衣① (軽井沢) 31 志津田　珠愛② (上田)

32 大久保　聖矢① (軽井沢) 32 北澤　寧々① (上田)

33 山岸　陽向吾① (軽井沢) 33 金井　京花① (上田)

34 青木　昂汰② (佐　総) 34 川岸　朱里① (上田)

35 清水　音秋② (佐　総) 35 田頭　咲希③ (上田二中)

36 木内　勇樹② (佐　総) 36 小林　佳奈③ (御代田中)

37 清水　智矢① (佐　総) 合計

38 臼田 聖哉① (佐　総)

39 上原 功成① (佐　総)

40 角田 海樹① (佐　総)

41 梅津 真斗① (佐　総)

42 小河原　駿② (上田東)

43 山嵜　大輔② (上田東)

44 中澤 龍① (上田東)

45 内堀 健成① (上田東)

46 渡邉 怜亜① (上田東)

47 木内 翔① (上田東)

48 松田　大輔② (染谷丘)

49 柳澤　佑太② (染谷丘)

50 宮本　樹希② (染谷丘)

51 柄澤　和真② (染谷丘)

52 毛塚　竜也② (染谷丘)

53 倉島　拓也① (染谷丘)

54 早乙女　尊① (染谷丘)

55 須崎　護仁① (染谷丘)

56 村澤　澪② (染谷丘)

57 佐藤　桃樹② (上田)

58 浅水屋　晃太② (上田)

59 高橋　伸② (上田)

60 銀川　新② (上田)

61 長谷部　優介② (上田)

62 小林　大晟② (上田)

63 宮下　剛① (上田)

64 堀内　隼輔① (上田)

65 雨宮　大輔② (上田)

66 山岸　琉雅① (上田)

67 広田　侑平① (上田)

68 中村　勇翔① (上田)

69 阿部　公太② (野沢北)

70 猿谷　知紀① (野沢北)

71 栁澤　佳汰② (野沢北)

72 平林　佑介① (野沢北)

73 佐塚　照輝② (野沢北)

74 櫻井　涼斗① (野沢北)

75 菊地　太朗① (野沢北)

76 上原　諒太① (野沢北)

77 石井　大也① (野沢北)

78 池田　周平① (野沢北)

79 相馬　大和① (野沢北)

80 山﨑　一磨① (野沢北)

81 中島　雄太① (野沢北)

82 西舘　岳人① (野沢北)

83 鈴木　遥人① (野沢北)

84 金室　和希② (長聖)

85 飯田　亮平③ (蓼科)

86 所　勇輝③ (蓼科)

87 杉山　大輝③ (上田三中)

88 毛利　天馬③ (軽井沢中)

89 大浦　和樹③ (御代田)

90 土屋　幸輝③ (御代田)

91 池田　陽向③ (御代田)

92 森山 遼馬② （上田）

合計

男子シングルス参加申し込み 女子シングルス参加申し込み


