
氏　名 学校名 学校名 氏　名 学校名 学校名

23 松　尾 23

24 清　陵 24

25 長野北 北沢　仁澄 松　商 中沢　　信 ・ 藻谷　　明 長野北 25 松本市立 鎌  　サエ 諏訪実 鎌　　サエ ・ 伊藤くに子 諏訪実

26 松　商 村沢　啓男 岡谷南 村沢　啓男 ・ 三浦　　篤 岡谷南 26 岡谷東 青柳　保子 豊　科 青柳　保子 ・ 倉田恵美子 豊　科

27 岡谷南 27 岡谷東

28 須坂西 新保　隆一 松　商 28 岩村田 土屋　淳子 岩村田

29 松　商 川口金太郎 松　商 新保　隆一 ・ 村山　　敏 松　商 29 小　諸 馬場　洋子 弥　生 小山真寿子 ・ 依田智栄子 小　諸

30 須坂西 小山　　隆 松　商 原　　達郎 ・ 加藤　欣一 松　尾 30 風　越 池上あさ子 弥　生 下平　順子 ・ 前沢　　操 風　越

31 須坂西 山村　隆司 松　商 伊藤　和久 ・ 戸谷　寅雄 須坂西 31 蟻ヶ崎 上條　郷子 蟻ヶ崎 上條　郷子 ・ 日堂　房江 蟻ヶ崎

32 須坂西 新井　威男 須坂西 新井　威男 ・ 北原　文雄 須坂西 32 蟻ヶ崎 小沼紀代子 小　諸 伊藤　昌子 ・ 滝川　亮子 蟻ヶ崎

33 須坂西 柳沢　　章 上　田 宮崎　達男 ・ 竹内　四郎 須坂西 33 蟻ヶ崎 田中能里子 蟻ヶ崎 田中能里子 ・ 塩原　節子 蟻ヶ崎

34 伊那北 中沢　克己 長野商 由井　当治 ・ 新澤　浩一 野沢北 34 望　月 関　奈津子 望　月 宇羽野芳子 ・ 碓井登要子 望　月

35 上　田 市村　忠彦 須坂西 市村　忠彦 ・ 北原　光夫 須坂西 35 望　月 碓井登要子 望　月 碓井　登要 ・ 林　かつ代 望　月

36 須坂西 中村　幸一 望　月 吉沢　敦満 ・ 小川　二良 岩村田 36 望　月 小林　貞子 望　月 小林　貞子 ・ 小平え津み 望　月

37 松　商 粕谷　健治 伊那北 中田　朝友 ・ 平林　秀之 松　商 37 望　月 渡辺　良子 望　月 永井　信子 ・ 小林美沙恵 望　月

38 飯　田 小林　繁好 上　田 小林　繁好 ・ 小林　　繁 上　田 38 望　月 小野沢安江 小　諸 米沢　節子 ・ 古川　博子 塚　原

39 上　田 金井　保彦 岡谷南 田中　　修 ・ 出野　隆晴 上　田 39 望　月 柳沢ひで子 野沢南 寺沢　春美 ・ 笹沢　重子 望　月

40 長野工 赤沼　友幸 深　志 今村　善治 ・ 白子　　彰 長　姫 40 望　月 笹沢　重子 望　月 寺沢　春美 ・ 笹沢　重子 望　月

41 望　月 北沢　三男 須坂商 相馬　賢司 ・ 古河　節男 穂　高 41 野沢南 浅川トキ江 野沢南 重田　鈴子 ・ 佐藤　恵子 望　月

42 上田東 早川　孝志 更級農 藤森　　博 ・ 神津　澄男 上田東 42 岡谷東 岩瀬　晴美 野沢南 岩瀬　晴美 ・ 大井　英子 野沢南

43 県ヶ丘 武井　利夫 岡谷南 守屋　昇吾 ・ 太田　俊秀 岡谷工 43 東　部 柳沢　時子 東　部 柳沢　時子 ・ 浦田みよ子 東　部

44 東　部 曲尾　　真 上　田 高野　徳司 ・ 清水　英一 望　月 44 岡谷東 関　　稔子 岡谷東 関　　稔子 ・ 宮沢　章子 岡谷東

45 蘇　南 橋本　保雄 望　月 中村　善雄 ・ 吉池　明則 岩村田 45 望　月 碓井ゆう子 東　部 碓井ゆう子 ・ 小岩井明子 東　部

46 県ヶ丘 越取　良弘 蘇　南 須山　和欣 ・ 後藤　政明 県ヶ丘 46 二　葉 黒沢よし江 二　葉 名小路優子 ・ 浜　真梨子 岡谷東

47 県ヶ丘 小原　秀元 県ヶ丘 小原　秀元 ・ 南沢　康晴 県ヶ丘 47 望　月 高村　真弓 望　月 高村　真弓 ・ 江本　恵子 望　月

48 望　月 若林　成夫 東　部 若林　成夫 ・ 生島　　宏 東　部 48 野沢南 大島　愛子 東　部 大島　愛子 ・ 小宮山裕子 東　部

49 望　月 山本　政臣 美須々 青木　伸二 ・ 野崎　勝義 園　芸 49 望　月 森下　明美 望　月 森下　明美 ・ 高塚よし子 望　月

50 望　月 中島　正幸 野沢北 竹前　伝蔵 ・ 堀米　敏昭 須　坂 50 望　月 高塚よし子 望　月 森下　明美 ・ 高塚よし子 望　月

51 上　田 小島　一平 上　田 小西　　進 ・ 福沢　正晴 長　姫 51 望　月 矢花　峰子 望　月 岩田　浩子 ・ 秋和百合子 望　月

52 望　月 今村　寿克 飯田工 藤田　悦男 ・ 高橋　秀明 上　田 52 望　月 岩田　浩子 望　月 岩田　浩子 ・ 秋和百合子 望　月

53 望　月 斎藤　宗仁 望　月 市川　千春 ・ 秋和　政一 望　月 53 望　月 岩田　浩子 望　月 岩田　浩子 ・ 秋和百合子 望　月

54 望　月 小林　　剛 望　月 大塚　秀穂 ・ 小林　　剛 望　月 54 望　月 佐藤美佐子 望　月 佐藤美佐子 ・ 篠原　千恵 望　月

55 飯　田 串原　一保 飯　田 望月　秀樹 ・ 三島　正弘 望　月 55 望　月 林　　芳子 望　月 林　　芳子 ・ 岩田　理恵 望　月

56 松　商 川井　好晴 岩村田 太田　成洋 ・ 百瀬　秀樹 松　商 56 望　月 林　　芳子 望　月 中島ともよ ・ 岩田　理恵 望　月

57 望　月 三島　正弘 望　月 三島　正弘 ・ 川井　憲昭 望　月 57 望　月 中島　早苗 望　月 今井　啓恵 ・ 小林　幸子 望　月

58 望　月 川井　憲昭 望　月 上原　道治 ・ 川井　邦彦 望　月 58 望　月 小林　幸子 望　月 今井　啓恵 ・ 竹花　里恵 望　月

59 望　月 大森　　聡 望　月 大森　　聡 ・ 川井　邦彦 望　月 59 望　月 竹花　里恵 望　月 竹花　里恵 ・ 大掛　みか 望　月

60 松　商 桜井　　泰 望　月 御子柴文彦 ・ 林　　憲一 岡谷工 60 望　月 今井　美香 望　月 古川　美木 ・ 今井　美香 望　月

61 松　商 青木　　寛 須坂商 平林　　学 ・ 窪田　浩二 松　商 61 風　越 松田　佳子 風　越 三石　久江 ・ 松田　佳子 風　越

62 松　商 本島　章三 松　商 大和　伸光 ・ 田中　　学 松　商 62 松　商 伊藤　智子 松本工 田中美代子 ・ 柳沢　由枝 松　商

63 松　商 田中　　学 松　商 本島　章三 ・ 佐藤　拓哉 松　商 63 松　商 山本　利江 松　商 美濃輪明美 ・ 山本　利江 松　商
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氏　名 学校名 学校名 氏　名 学校名 学校名

元 松　商 岡野　研二 松　商 岡野　研二 ・ 佐藤　拓哉 松　商 元 松　商 佐野江里子 須坂商 佐野江里子 ・ 山本　圭子 須坂商

2 松　商 佐藤　拓哉 松　商 清水　　誠 ・ 青木　良浩 松　商 2 松　商 猿田弥栄子 松　商 北村美由起 ・ 三島　　香 松　商

3 松　商 小林　康雄 須坂商 北原　成人 ・ 市原　知郷 松　商 3 松　商 柳沢美奈子 松　商 柳沢美奈子 ・ 三島　　香 松　商

4 松　商 市原　知郎 松　商 古村　　寛 ・ 船戸　浩明 岡谷工 4 松　商 小松かおり 松　商 青柳　敏江 ・ 小林由利子 松　商

5 松　商 清水　　亮 松　商 土屋　充彦 ・ 宮島　　慎 飯　田 5 松　商 小松かおり 松　商 小松かおり ・ 田中みどり 松　商

6 松　商 村上　直人 松　商 村上　直人 ・ 井上　直紀 松　商 6 松　商 高沢　宏佳 松　商 高沢　宏佳 ・ 永森　千映 松　商

7 松　商 井上　直紀 松　商 塚田　泰明 ・ 永井　　陵 岩村田 7 松　商 小林　範子 松　商 小林　範子 ・ 赤羽　麻美 松　商

8 松　商 高須　恒征 松　商 高須　恒征 ・ 都築　大輔 松　商 8 松　商 小松　亜子 松　商 小松　亜子 ・ 小林　　泉 松　商

9 松　商 都築　大輔 松　商 平林　洋一 ・ 都築　大輔 松　商 9 松　商 王　　　娜 長野女 小林　　泉 ・ 矢野奈保子 松　商

10 松　商 小野寿史生 松　商 三島　　渚 ・ 小野寿史生 松　商 10 松　商 王　　　娜 長野女 小林　　泉 ・ 矢野奈保子 松　商

11 松　商 清水　一博 松　商 近藤　　哲 ・ 石井　裕也 松　商 11 松　南 三河　沙織 松　南 黄木　友美 ・ 森　美知恵 松　南

12 松　商 平岩　　徹 松　商 小島　史生 ・ 堀内　要祐 松　商 12 松　南 河野　千春 松　南 三河　沙織 ・ 西村　輝美 松　南

13 松　商 有賀　良介 松　商 郷津　隆義 ・ 神取　　友 松　商 13 松　南 重本　幸恵 松　南 河野　千春 ・ 重本　幸恵 松　南

14 松　商 有川　佑一 松　商 有川　佑一 ・ 沖村　　純 松　商 14 松　南 重本　幸恵 松　南 重本　幸恵 ・ 大迫美枝子 松　南

15 松　商 小椋　浩樹 松　商 前村　啓太 ・ 小池　昭彦 松　商 15 松　南 浜島　優子 松　南 若宮万記子 ・ 小泉　志野 松　南

16 松　商 矢野　達也 松　商 矢野　達也 ・ 望月　敬太 松　商 16 松　南 若宮万記子 松　南 若宮万記子 ・ 小泉　志野 松　南

17 松　商 小林　湖希 松　商 猪瀬　大晃 ・ 湯本　　晃 長野商 17 松　南 望月可奈子 松　商 城取明未香 ・ 望月可奈子 松　商

18 長野商 湯本　　晃 長野商 猪瀬　大晃 ・ 湯本　　晃 長野商 18 松　商 大野　真夕 松　南 望月可奈子 ・ 小林奈津美 松　商

19 長野商 湯本　　晃 長野商 湯本　　晃 ・ 東　　佳宏 長野商 19 長野商 高木　　瞳 長野商 上野いずみ ・ 高木　　瞳 長野商

20 松　商 内山　大輔 松　商 吉野　紘平 ・ 猪瀬　圭祐 長野商 20 松　商 高木　　瞳 長野商 高木　　瞳 ・ 小林寿々香 長野商

21 松　商 北沢　宏樹 松　商 沖村　貴弘 ・ 百瀬　貴樹 松　商 21 松　商 棚田　裕美 松　商 大西　友紀 ・ 棚田　裕美 松　商

22 松　商 大西　直人 松　商 髙木　信幸 ・ 滝澤　拓真 長野商 22 松　商 大山　奈緒 松　商 小山　さき ・ 山岸央里恵 長野商

23 松　商 滝澤　拓真 長野商 大西　直人 ・ 田中　裕貴 松　商 23 須　坂 小山　みき 須　坂 小林　真子 ・ 小山　みき 須　坂

24 松　商 田中　裕貴 松　商 滝澤　拓真 ・ 高橋　大悟 長野商 24 松　商 若林　里奈 松　商 若林　里奈 ・ 細川　　聖 松　商

25 松　商 伊藤　力斗 松　商 加藤　　薫 ・ 上條　晃希 松　商 25 松　商 細川　　聖 松　商 佐藤　未羽 ・ 小林　芽以 須坂商

26 松　商 上條　晃希 松　商 上條　晃希 ・ 鈴木　康載 松　商 26 松　商 佐藤　未羽 須坂商 佐藤　未羽 ・ 小林　芽以 須坂商

27 松　商 上條　晃希 松　商 上條　晃希 ・ 鈴木　康載 松　商 27 松　商 細川　　星 松　商 内田　彩花 ・ 細川　　星 松　商

28 松　商 中島　流哉 松　商 中島　流哉 ・ 近藤　怜央 松　商 28 創　成 北澤　　梓 創　成 大平　美樹 ・ 北澤　　梓 創　成

29 松　商 村上　達哉 松　商 山﨑　　啓 ・ 村松　凜音 長野工 29 松　商 岡野　莉奈 松　商 北澤　　梓 ・ 山﨑　菜都 創　成

30 松　商 村上　達哉 松　商 山﨑　　啓 ・ 村松　凜音 長野工 30 松　商 大平　恵里 長野商 田中　静流 ・ 横田　林檎 創　成

元 長野工 村松　凜音 長野工 村松　凜音 ・ 森山　拓人 長野工 元 長野商 森田　祐以 松　商 森　みなみ ・ 森田　祐以 松　商

2 2

3 長野工 西沢　祐太 長野工 大池　俊魁 田口　雅也 長野工 3 中野西 増田　　華 松　商 伊藤　優鈴 丸山　陽菜 松　商

4 長野工 田口　雅也 長野工 召田　聡世 田中　翔大 長野工 4 松　商 塚田　桜姫 中野西 池内　果朋 堀金　明花 長　商
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