




Ⅰ　大会概要及び本部役員

1 会　　期　　令和４年10月１日(土)～10月11日(火)　11日間

2 会　　場　　栃木県下  14市8町、千葉県千葉市

3 実施競技　　正式競技：37競技　特別競技：１競技　公開競技：５競技

4 出場競技　　正式競技：31競技　　特別競技：１競技

5 選手団等　　　総勢 530 名

本部役員 35 名

監　　督　 63 名

選　　手 342 名

派遣トレーナー・特殊技術スタッフ 45 名

支援コーチ・スタッフ等 45 名

6 旗　　手　　　砂田　末樹　選手（テニス競技）

7 本部役員

（男子205名、女子137名）予備登録39

　　　　　　　〔水泳・体操・ビーチバレーボール・弓道：９月10日(土)～19日(月)〕



Ⅱ　参加競技別　監督・選手
1　陸上競技

監督２名　選手29名（男18名　女11名）　計31名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

中津　敦喜 なかつ　あつよし 須坂創成高校（教） 長野市

名取　和訓 なとり　かずのり 小諸高校（教） 佐久市

100m
4x100mR

デーデーブルーノ でーでー　ぶるーの セイコー 神奈川県伊勢原市

4x100mR 永井　颯太 ながい　そうた 松本大学２年 松本市

300m
4x100mR

混合4x400mR
樋口　一馬 ひぐち　かずま MINT TOKYO 東京都八王子市

混合4x400mR 宮崎　日向 みやざき　ひなた 日本大学１年 東京都世田谷区

800m 川元　奨 かわもと　しょう ｽｽﾞｷ 東京都府中市

400mH 岡村　州紘 おかむら　くにひろ 日本大学４年 東京都世田谷区

10000m競歩 鈴木　英司 すずき　えいじ 東海大学４年 神奈川県平塚市

走幅跳 山浦　渓斗 やまうら　けいと 国際武道大学４年 千葉県勝浦市

800m 内山　成実 うちやま　なるみ ｱｲ･ｴｽ･ｼｰ 東京都国分寺市

5000m 小林　成美 こばやし　なるみ 名城大学４年 愛知県名古屋市

400mH
混合4x400mR

南澤　明音 みなみさわ　あかね 松本土建 松本市

棒高跳 岡田　莉歩 おかだ　りほ 佐久長聖高校２年 軽井沢町

100m
4x100mR

混合4x400mR
福澤　耀明 ふくざわ　ようめい 佐久長聖高校３年 佐久市

300m
4x100mR

混合4x400mR
名取　勇人 なとり　ゆうと 東海大学付属諏訪高校３年 富士見町

5000m 吉岡　大翔 よしおか　ひろと 佐久長聖高校３年 佐久市

棒高跳 重田　篤希 しげた　あつき 松本深志高校３年 松本市

100m
4x100mR

丸山　竜平 まるやま　りゅうへい 相森中学校３年 須坂市

3000m 濵口　大和 はまぐち　やまと 佐久長聖高校１年 佐久市

110mH
4x100mR

小口　蒼葉 おぐち　あおば 東海大学付属諏訪高校１年 諏訪市

走幅跳
4x100mR

鈴木　瑛翔 すずき　えいと 赤穂高校１年 駒ヶ根市

5000m競歩 鈴木　淳也 すずき　あつや 長野商業高校３年 長野市

走高跳 中村　伊吹 なかむら　いぶき 松本国際高校３年 岡谷市

300m
混合4x400mR

渡邉　陽乃 わたなべ　ひの 佐久長聖高校３年 佐久市

800m
混合4x400mR

松下　輝来 まつした　きら 東海大学付属諏訪高校３年 大町市

3000m 村岡　美玖 むらおか　みく 長野東高校３年 長野市

100mH 佐伯　風帆 さえき　かずほ 佐久長聖高校２年 軽井沢町

300mH
混合4x400mR

大鹿　愛和 おおしか　まな 佐久長聖高校３年 佐久市

やり投 倉田　紗優加 くらた　さゆか 伊那北高校３年 南箕輪村

少年
女子
Ｂ

選手 100m 寺平　祈愛 てらだいら　いのり 木祖中学校３年 木祖村

選手

成年
女子

少年
男子
Ａ

少年
男子
Ｂ

少男
共通

選手

少年
女子
Ａ

成年
男子

監督

選手

選手

選手

選手



2-1　水泳（競泳）競技

監督２名　選手18名（男６名　女12名）　計20名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

男子 監督 柄澤　秀樹 からさわ　ひでき 株式会社アイスク 飯田市

１００ｍ平泳ぎ 近江　ハリー おうみ　はりー 日本大学３年 大町市

５０ｍ自由形 渡辺　悠登 わたなべ　ゆうと 新潟医療福祉大学２年 新潟県新潟市

400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 山崎　大輝 やまざき　だいき 飯田高校１年 飯田市

400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 春日　道 かすが　みち 伊那弥生ヶ丘高校１年 伊那市

100m平泳ぎ
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 有賀　央翔 あるが　ひろと 春富中学校３年 伊那市

400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 北原　圭悟 きたはら　けいご 更埴西中学校３年 千曲市

女子 監督 内山　博幸 うちやま　ひろゆき 長野南高校（教） 長野市

５０ｍ自由形
１００ｍ自由形

200mﾘﾚｰ
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

今牧　まりあ いままき　まりあ 早稲田大学３年 埼玉県所沢市

400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 佐藤　柊 さとう　ひいらぎ 順天堂大学３年 千葉県印旛郡酒々井町

200m個人メドレー
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

200mﾘﾚｰ
谷口　文菜 たにぐち　あやな 東洋大学２年 東京都板橋区

１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

200mﾘﾚｰ
山岸　琴美 やまぎし　ことみ 東洋大学１年 東京都板橋区

400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ
200mﾘﾚｰ 田原　麻里愛 たはら　まりあ 神奈川大学１年 神奈川県横浜市

200m平泳ぎ
400m個人メドレー 酒井　杏摘 さかい　あずみ 飯田女子高校３年 飯田市

50m自由形
100m自由形 松村　千桜 まつむら　ちさ 佐久長聖高校２年 岡谷市

200mバタフライ 西村　藍衣 にしむら　あおい 篠ノ井高校１年 長野市

100mバタフライ
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 清水　花峰 しみず　かほ 長野東高校１年 長野市

100m背泳ぎ
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 松村　千和 まつむら　ちな 岡谷南部中学校３年 岡谷市

200m個人メドレー
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 鈴木　茉陽 すずき　まひる 裾花中学校３年 長野市

50m自由形
100m自由形

400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ
米山　理咲 よねやま　りさ 北部中学校３年 長野市

選手

少年
男子
Ｂ

成年
男子

少年
女子
Ｂ

成年
女子

少年
女子
Ａ

選手



2-2　水泳（アーティスティックスイミング）競技

監督１名　選手３名（女３名）　計４名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 内山　まゆみ うちやま　まゆみ 長野市

和田　京羽 わだ　きょう 上田染谷丘高校２年 千曲市

古志野　日菜子 こしの　ひなこ 篠ノ井高校２年 長野市

予備 久世　柚季 くぜ　ゆずき 長野市立長野高校２年 長野市

2-3　水泳（オープンウォーター）競技

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 伊原　裕貴 いはら　ゆうき 上田千曲高校（教） 上田市

男子 日置　永遠 ひおき　とわ 株式会社NTT東日本－関信越 長野市

女子 松澤　悠花 まつざわ　はるか 長野日本大学高校３年 長野市

2-4　水泳（飛込）競技

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 寺島　美千代 てらしま　みちよ 寺島事務所 長野市

選手 飛板飛込 長谷川　英治 はせがわ　えいじ 北部高校（教） 長野市

選手

選手

成年
男子

少年
女子

監督１名　選手２名（男１名、女１名）　計３名

監督１名　選手１名（男１名）　計２名

デュエット



3　サッカー競技

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 森田　卓 もりた　たかし 長野工業高校（教） 松本市

南山　天空 みなみやま　そら AC長野パルセイロU-18 長野市

菊池　良太 きくち　りょうた 松本山雅FC U-18 安曇野市

高橋　涼太 たかはし　りょうた 松本山雅FC U-18 岡谷市

北村　彪真 きたむら　ひょうま AC長野パルセイロ U-18 長野市

山口　拓人 やまぐち　たくと AC長野パルセイロ U-18 小布施町

河田　昊良 かわた　そら 松本山雅FC U-18 松本市

小川　蓮生 おがわ　れん 松本山雅FC U-18 松本市

萩原　正太郎 はぎわら　しょうたろう 松本山雅FC U-18 松本市

三森　太陽 みつもり　たいよう 東京都市大学塩尻高校２年 塩尻市

福田　優成 ふくた　ゆうせい 松本山雅FC U-18 松本市

伊藤　晏理 いとう　あんり 松本山雅FC U-18 松本市

齊藤　皇 さいとう　こう 松本山雅FC U-18 松本市

中村　維新 なかむら　いしん 松本山雅FC U-18 松本市

佐々木　晄汰 ささき　こうた 松本国際高校年２ 松本市

牧野　長太朗 まきの　ちょうたろう 上田西高校２年 上田市

宮谷　天空 みやたに　そら AC長野パルセイロU-18 上田市

監督 西村　陽介 にしむら　ようすけ JFAコーチ北信越女子担当 佐久市

宮越　杏純 みやこし　あすみ 松本山雅FCレディースU-15 松本市

北澤　摩紀 きたざわ　まき 松商学園高校１年 安曇野市

細川　渚 ほそかわ　なぎさ AC長野パルセイロ・シュヴェスター 須坂市

松本　みるく まつもと　みるく AC長野パルセイロ・シュヴェスター 高山村

林　美羽 はやし　みう 松本山雅FCレディースU-15 塩尻市

吉家　香晴 よしいえ　こはる AC長野パルセイロ・シュヴェスター 長野市

橋本　志織 はしもと　しおり AC長野パルセイロ・シュヴェスター 長野市

小松　優月 こまつ　ゆづき 松商学園高校１年 松本市

石山　愛彩 いしやま　めい 東海大学付属諏訪高校１年 茅野市

新村　音寧 にいむら　ねね 帝京第三高校１年 諏訪市

中條　凛 なかじょう　りん 松本山雅FCレディースU-15 松本市

宇田川　結桜 うだがわ　ゆら 松本山雅FCレディースU-15 松本市

山田　桜樺 やまだ　おうか 東海大学付属諏訪高校１年 茅野市

小林　凜 こばやし　りん AC長野パルセイロ・シュヴェスター 長野市

吉原　柚葉 よしはら　ゆずは AC長野パルセイロ・シュヴェスター 長野市

監督２名　選手31名（男16名　女15名）　計33名

少年
女子

選手

選手

少年
男子



4　テニス競技

監督２名　選手６名（男４名　女２名）　計８名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 野村　智弘 のむら　ともひろ 長野県テニス協会 長野市

石垣　秀悟 いしがき　しゅうご 日本大学２年 東京都立川市

諱　五貴 いみな　いつき 三井住友海上火災保険株式会社 愛知県名古屋市

少年 監督 小林　正則 こばやし　まさのり 松商学園高校（教） 千曲市

大野　蒼真 おおの　そうま 松商学園高校３年 松本市

国永　紘資 くになが　こうすけ 松商学園高校１年 松本市

吉田　琴美 よしだ　ことみ 松商学園高校２年 松本市

砂田　未樹 すなだ　みき 松商学園高校３年 松本市

選手

少年
女子

選手

成年
男子

選手

少年
男子



5　ボート競技

監督５名　選手25名（男11名　女14名）　計30名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 名取　大地 なとり　だいち 太陽工業株式会社 茅野市

ダブルスカル 内田　智也 うちだ　ともや 太陽工業株式会社 茅野市

ダブルスカル 手塚　知丹 てづか　ちたん 太陽工業株式会社 下諏訪町

監督
舵手付きクオドルプル、
ダブルスカル、シングル

スカル
牛山　英俊 うしやま　ひでとし 諏訪総合設計(株) 岡谷市

舵手付きクオドルプル 杠　咲良 ゆずりは　さくら 長野県職員 上田市

舵手付きクオドルプル 原　織江 はら　おりえ フリーランス 諏訪市

舵手付きクオドルプル 石上　璃奈 いしがみ　りな 下諏訪町役場 下諏訪町

舵手付きクオドルプル 原田　りお はらだ　りお アポルタ合同会社 諏訪市

舵手付きクオドルプル 野村　明日香 のむら　あすか 東北大学２年 宮城県仙台市

舵手付きクオドルプル 後藤　愛也香 ごとう　あやか 諏訪清陵高校（教） 原村

ダブルスカル 武井　愛奈 たけい　まな 早稲田大学３年 埼玉県戸田市

ダブルスカル 中山　優衣 なかやま　ゆい 明治大学４年 埼玉県戸田市

監督 舵手付きクオドルプル 小林　淳司 こばやし　じゅんじ (株)セイコーエプソン 岡谷市

監督(兼任)ダブルスカル、シングル
スカル 天野　修一 あまの　しゅういち 下諏訪向陽高校（教） 下諏訪町

舵手付きクオドルプル 藤森　寛生 ふじもり　ひろき 諏訪清陵高校３年 諏訪市

舵手付きクオドルプル 山﨑　優輝 やまざき　ゆうき 岡谷南高校３年 岡谷市

舵手付きクオドルプル 長﨑　楓太 ながさき　ふうた 諏訪清陵高校２年 下諏訪町

舵手付きクオドルプル 細川　了 ほそかわ　さとる 岡谷南高校３年 諏訪市

舵手付きクオドルプル 植松　心大 うえまつ　しんた 諏訪清陵高校３年 富士見町

舵手付きクオドルプル 横内　大輝 よこうち　だいき 岡谷南高校３年 岡谷市

ダブルスカル 花岡　空之馬 はなおか　そのま 下諏訪向陽高校３年 諏訪市

ダブルスカル 島田　怜央 しまだ　れお 諏訪清陵高校２年 下諏訪町

シングルスカル 永坂　日鼓 ながさか　ひびき 下諏訪向陽高校２年 箕輪町

監督 舵手付きクオドルプル 守屋　洋明 もりや　ひろあき 岡谷南高校（教） 下諏訪町

舵手付きクオドルプル 植松　幸栞 うえまつ さちか 諏訪清陵高校２年 下諏訪町

舵手付きクオドルプル 小松　国穂 こまつ　ときほ 岡谷南高校２年 塩尻市

舵手付きクオドルプル 黒澤　美月 くろさわ　みづき 岡谷南高校３年 茅野市

舵手付きクオドルプル 小野　紗耶果 おの　さやか 諏訪清陵高校３年 茅野市

舵手付きクオドルプル 青木　ひなた あおき　ひなた 諏訪清陵高校３年 諏訪市

舵手付きクオドルプル 唐澤　真祐菜 からさわ　まゆは 岡谷南高校２年 箕輪町

選手

選手

少年
女子

選手

少年
男子

成年
女子

選手

成年
男子



6-1　バレーボール（６人制）競技

監督２名　選手24名（男12名、女12名）　計26名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 壬生　裕之 みぶ　ひろゆき 松本国際高校（教） 松本市

近藤　悠斗 こんどう　はると 松本国際高校３年 岡谷市

水口　莉玖哉 みずくち　りくや 松本国際高校２年 岡谷市

徳留　巧大 とくとめ　こうた 松本国際高校２年 岡谷市

椿　大和 つばき　やまと 松本国際高校２年 岡谷市

田上　志真 たがみ　ししん 松本国際高校３年 岡谷市

勝山　裕太 かつやま　ゆうた 松本国際高校３年 岡谷市

飯川　凜音 いいかわ　りんと 松本国際高校３年 岡谷市

小金　葉 こがね　よう 松本国際高校３年 岡谷市

小林　智哉 こばやし　ともや 松本国際高校１年 岡谷市

石田　桜大 いしだ　おうだい 松本国際高校３年 岡谷市

曽根原　大翔 そねはら　はると 松本国際高校３年 岡谷市

山岡　優真 やまおか　ゆうま 松本国際高校３年 岡谷市

監督 今井　一仁 いまい　かずひと 東京都市大学塩尻高校（教） 塩尻市

伊藤　采音 いとう　あやね 東京都市大学塩尻高校３年 塩尻市

上村　香苗 うえむら　かなえ 東京都市大学塩尻高校３年 塩尻市

五十嵐　乃彩 いからし　のあ 東京都市大学塩尻高校３年 塩尻市

黒河内　美羽 くろごうち　みう 東京都市大学塩尻高校３年 塩尻市

市川　早彩 いちかわ　さあや 東京都市大学塩尻高校２年 塩尻市

西木戸　カミラ　歩美 にじきど　かみら　あゆみ 東京都市大学塩尻高校２年 塩尻市

北村　萌恵 きたむら　もえ 東京都市大学塩尻高校２年 塩尻市

中澤　柚月 なかざわ　ゆづき 東京都市大学塩尻高校２年 塩尻市

飯島　茉優樹 いいじま　まゆき 東京都市大学塩尻高校２年 塩尻市

櫻井　心 さくらい　しん 東京都市大学塩尻高校２年 塩尻市

朝倉　凛 あさくら　りん 東京都市大学塩尻高校３年 塩尻市

清水　世奈 しみず　せな 東京都市大学塩尻高校２年 塩尻市

少年
男子

選手

少年
女子

選手



6-2　バレーボール（ビーチバレーボール）競技

監督２名　選手４名（男２名、女２名）　計６名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 北村　芳徳 きたむら　よしのり 長野工業高校（教） 長野市

峰村　琉唯 みねむら　るい 長野工業高校３年 上田市

小林　優斗 こばやし　まさと 長野工業高校３年 長野市

監督 三溝　裕五 さみぞ　ゆうご 松商学園高校（教） 松本市

中澤　柚乃 なかざわ　ゆの 松商学園高校３年 松本市

熊谷　七海 くまがい　ななみ 松商学園高校１年 飯田市

7　体操競技

監督３名　選手14名（男１名　女13名）　計17名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 体操 國府方　伸也 こくふがた　しんや ジムネット体操教室 大町市

勝野　沙夏 かつの　さな 白馬高校３年 大町市

吉澤　萌々 よしざわ　もも 大町岳陽高校１年 大町市

長谷川　愛 はせがわ　あゆみ 岡谷南高校３年 諏訪市

川口　海 かわぐち　うみ 大町岳陽高校３年 大町市

穂刈  日向香 ほかり　ひなか 大町岳陽高校１年 松本市

監督 新体操 池上　絵理香 いけがみ　えりか 舞エンジェルスRG 駒ケ根市

リボン 市川　翠月 いちかわ　みづき 伊那西高校３年 伊那市

ボール 山岸　聖菜 やまぎし　せな 伊那西高校３年 伊那市

フープ 竹澤　思人 たけざわ　こと 伊那西高校３年 伊那市

クラブ 金丸　夏実 かねまる　なつみ 伊那西高校３年 伊那市

団体のみ 田平　乙姫 たびら　おとひ 伊那西高校３年 伊那市

峰廣　さくら みねひろ　さくら 伊那西高校１年 伊那市

森本 真衣 もりもと　まい 伊那西高校１年 箕輪町

監督 トランポリン 中西　拓 なかにし　たく 長野ＮＡＴＳトランポリンクラブ 白馬村

男子 横澤　晴稀 よこざわ　はるき 金沢学院大学１年 石川県金沢市

女子 青木　風海 あおき　ふうか 金沢学院大学4年 石川県金沢市

予備
登録

少年
女子

選手

少年
女子

選手

選手

少年
男子

選手

少年
女子

選手



8　バスケットボール競技

監督２名　選手34名（男19名　女15名）　計36名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 荒木　志勇人 あらき　しゅうと 長野吉田高校（教） 長野市

入野　英幸 いりの　ひでゆき 東海大学付属諏訪高校１年 茅野市

本多　一心 ほんだ　いっしん 東海大学付属諏訪高校２年 茅野市

綱島　佑太朗 つなしま　ゆうたろう 東海大学付属諏訪高校２年 茅野市

渡邊　大翔 わたなべ　ひろと 東海大学付属諏訪高校１年 茅野市

大脇　颯介 おおわき　そうすけ 東海大学付属諏訪高校１年 茅野市

菊池　優聡 きくち　ひろと 東海大学付属諏訪高校１年 茅野市

浅野　暖大 あさの　はると 東海大学付属諏訪高校１年 茅野市

中田　直斗 なかた　なおと 東海大学付属諏訪高校１年 茅野市

宮澤　遥人 みやざわ　はると 東海大学付属諏訪高校１年 茅野市

倉田　大地 くらた　だいち 東海大学付属諏訪高校１年 茅野市

小林　拓未 こばやし　たくみ 長野吉田高校１年 長野市

濱岡　龍一 はまおか　りゅういち 佐久長聖高校1年 上田市

蓮見　涼 はすみ　りょう 東海大学付属諏訪高校１年 茅野市

大池　耕太郎 おおいけ　こうたろう 東海大学付属諏訪高校１年 茅野市

丸谷　康幸 まるや　やすゆき 佐久長聖高校１年 上田市

森　悠人 もり　ゆうと 佐久長聖高校１年 岡谷市

長谷川　椋一 はせがわ　りょういち 長野市立長野高校１年 飯山市

山口　智生 やまぐち　ともき 長野吉田高校１年 長野市

宮島　禎希 みやじま　よしき 長野吉田高校１年 長野市

監督 有賀　正秋 あるが　まさあき 東海大学付属諏訪高校（教） 富士見

赤羽　陽 あかはね　はるひ 東海大学付属諏訪高校２年 松本市

柳澤　穂伽 やなぎさわ　ほのか 東海大学付属諏訪高校２年 茅野市

小川　そら おがわ　そら 東海大学付属諏訪高校２年 茅野市

春日　苺香 かすが　まいか 東海大学付属諏訪高校２年 茅野市

原田　咲彩 はらだ　さあや 長野市立長野高校２年 長野市

芦田　夕佳 あしだ　ゆうか 東海大学付属諏訪高校１年 松本市

松山　空未 まつやま　くみ 東海大学付属諏訪高校１年 茅野市

菅谷　ゆめの すがや　ゆめの 東海大学付属諏訪高校１年 茅野市

吉田　和 よしだ　のどか 東海大学付属諏訪高校１年 茅野市

新井　七望 あらい　ななみ 東海大学付属諏訪高校１年 茅野市

粟津　梨奈 あわづ　りな 長野日本大学高校１年 長野市

武山　心蘭 たけやま　みらん 東海大学付属諏訪高校１年 茅野市

小林　冬愛 こばやし　とあ 長野日本大学高校１年 長野市

永倉　百音 ながくら　ももね 東海大学付属諏訪高校１年 茅野市

高野　愛 たかの　あい 東海大学付属諏訪高校１年 茅野市

予備
登録

選手

予備
登録

選手

少年
女子

少年
男子



9　レスリング競技

監督２名　選手25名（男23名　女2名）　計27名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

成年 監督 森角　裕介 もりかく　ゆうすけ 佐久平総合技術高校（教） 佐久市

フリー
61kg

山﨑　万里 やまざき　ばんり 日本体育大学４年 神奈川県横浜市

フリー
74kg

山﨑　幹太郎 やまざき　かんたろう 日本体育大学大学院 神奈川県横浜市

フリー
97kg

三井　正信 みつい　まさのぶ 日本大学１年 東京都世田谷区

グレコ
60kg

曽根　敬次郎 そね　けいじろう 専修大学３年 神奈川県川崎市

グレコ
72kg

稲葉　洋人 いなば　ひろと 青山学院大学４年 神奈川県横浜市

グレコ
86kg

塩川　貫太 しおかわ　かんた 水明小学校（講） 小諸市

フリー
６１㎏級

井出　光星 いで　こうせい 自衛隊体育学校 埼玉県朝霞市

フリー
７４㎏級

尾沼　翔太 おぬま　しょうた 専修大学１年 神奈川県川崎市

グレコ　８６㎏級 小川　陸 おがわ　りく 育英大学２年 群馬県前橋市

フリー　９７㎏級 白鳥　慶樹 しらとり　よしき 佐久広域消防 小諸市

選手 53kg
美齊津　杏奈 みさいづ　あんな 小諸高校１年 小諸市

予備
登録 53kg

菊原　最愛 きくはら　もあ 佐久平総合技術高校３年 佐久市

監督 平井　進悟 ひらい　しんご 上田西高校（教） 上田市

グレコ
５１㎏級

井上　雄星 いのうえ　ゆうせい 上田西高校３年 上田市

フリー
５５㎏級

高野　航成 たかの　こうせい 上田西高校３年 上田市

フリー
６０㎏級

依田　晴樹 よだ　はるき 上田西高校１年 上田市

グレコ
６５㎏級

坂木　颯来 さかき　そら 上田西高校３年 上田市

フリー
７１㎏級

倉崎　暖 くらさき　はる 上田西高校２年 上田市

グレコ
８０㎏級

美齊津　楓雅 みさいづ　ふうが 小諸商業高校２年 小諸市

フリー
９２㎏級

白鳥　寛樹 しらとり　ひろき 佐久平総合技術高校２年 小諸市

グレコ
５１㎏級

関　直人 せき　なおと 上田西高校１年 上田市

フリー
５５㎏級

田中　宏尚 たなか　ひろなお 上田西高校２年 上田市

フリー
６０㎏級

角本　大地 かくもと　だいち 上田西高校２年 上田市

グレコ
６５㎏級

小林　俊介 こばやし　しゅんすけ 佐久平総合技術高校２年 小諸市

フリー
７１㎏級

高山　瑠翔 たかやま　りゅうと 小諸高校３年 小諸市

グレコ
８０㎏級

堀池　健太 ほりいけ　けんた 上田西高校２年 上田市

予備
登録

少年
男子

選手

予備
登録

選手

女子

成年
男子



10　セーリング競技

監督２名　選手10名（男７名　女３名）　計12名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

成年 監督 本山　誠 もとやま　まこと 自営（ﾄﾗｲ･ﾂｰ･ﾍﾙｽ） 安曇野市

４７０級 伊藤　僚 いとう　りょう （㈶）育てる会 大町市

４７０級 白澤　宗志 しらさわ　そうし ㈱山と渓谷社 東京都世田谷区

レーザー級 井上　瑶 いのうえ　よう 上伊那広域消防本部 伊那市

国体ｳｨﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ級 中村　光樹 なかむら　こうき ㈱千代田ﾃｸﾉﾙ 愛知県名古屋市

ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 菊原　よしの きくはら　よしの 佐久市役所 佐久市

ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 矢口　文香 やぐち　ふみか 長野信用金庫 長野市

国体ｳｨﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ級 酒井　七海 さかい　ななみ ｾｷｽｲﾊｲﾑ信越㈱ 松本市

監督 千葉　重信 ちば　しげのぶ 無職 箕輪町

４２０級 小寺　壮起 こてら　そうたつ 池田工業高校３年 松川村

４２０級 塩見　啓 しおみ　けい 東京都市大学塩尻高校２年 安曇野市

ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級 青沼　克樹 あおぬま　かつき 岡谷工業高校１年 諏訪市

11　ウエイトリフティング競技

監督１名　選手６名（男６名）　計７名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 金井　洋貴 かない　ひろき 松商学園高等学校（教） 松本市

67kg級 稗田　琉玖 ひえだ　るき 金沢学院大学３年 石川県金沢市

73kg級 今溝　龍生 いまみぞ　りゅうせい 中央大学１年 東京都日野市

81kg級 横山　幸次郎 よこやま　こうじろう 日本体育大学３年 神奈川県横浜市

81㎏級 久保田　龍雅 くぼた　りゅうが 松商学園高校３年 松本市

89㎏級 三浦　快介 みうら　かいすけ 松商学園高校３年 松本市

96㎏級 下里　鷹裕 しもさと　たかひろ 松商学園高校３年 松本市

少年
男子

選手

選手

成年
男子

成年
男子

成年
女子

少年
男子

選手

選手



12　自転車競技

監督２名　選手15名（男12名　女3名）計17名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 宮﨑　岳人 みやざき　たけと 安曇観光タクシー株式会社 安曇野市

スプリント 北澤　竜太郎 きたざわ　りゅたろう 長野市役所 長野市

スクラッチ 渡邉　鈴 わたなべ　れい 京セラ(株) 松本市

ポイント 山田　拓海 やまだ　たくみ 早稲田大学３年 埼玉県所沢市

ケイリン 山浦　秀明 やまうら　ひであき 松本大学３年 松本市

１ｋｍTT 斎藤　健太郎 さいとう　けんたろう （株）ヤッホーブルーイング 小諸市

予備
登録

中島　壮琉 なかじま　そうる 順天堂大学１年 千葉県印西市

監督 椿　宏尚 つばき　ひろひさ 松本工業高校（教） 松本市

ケイリン 小松　篤史 こまつ　あつし 松本工業高校３年 松本市

１ｋｍTT 上里　翔瑛 うえさと　しょうえい 松本工業高校２年 松本市

スクラッチ 酒井　優太郎 さかい　ゆうたろう 松本工業高校２年 松本市

スプリント 山田　愛太 やまだ　あいた 白馬高校１年 白馬村

片田　啓太 かただ　けいた 松本工業高校２年 松本市

横林　海斗 よこばやし　かいと 松本工業高校２年 松本市

ケイリン 黒河内　由実 くろこうち　ゆみ 日本競輪選手会 松本市

スクラッチ 大蔵　こころ おおくら　こころ 早稲田大学１年 埼玉県所沢市

500mTT 平山　なつみ ひらやま　なつみ 松本工業高校３年 松本市

13　ソフトテニス競技

監督１名　選手５名（女５名）　計６名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 塩本　真崇 しおもと　まさたか 上田東高校（教） 上田市

金井　麻菜 かない　まな 上田染谷丘高校３年 上田市

唐澤　すみれ からさわ　すみれ 松商学園高校２年 飯島町

黒岩　陽夏 くろいわ　ひなか 東京都市大学塩尻高校１年 安曇野市

関口　みれい せきぐち　みれい 松商学園高校２年 松本市

松尾　百映子 まつお　もえこ 飯田女子高校３年 松川町

選手

女子

選手

予備
登録

選手

選手

少年
女子

成年
男子

少年
男子



14　卓球競技

監督２名　選手８名（男４名　女４名）　計10名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 宮澤　輝 みやざわ　あきら 岡谷市役所 岡谷市

竹﨑　千明 たけざき　ゆきひろ 岡谷市役所 岡谷市

手塚　崚馬 てづか　りょうま 明治大学２年 東京都調布市

滝澤　拓真 たきざわ　たくま 岡谷市役所 岡谷市

予備
登録

内村　英司 うちむら　えいじ 岡谷市役所 岡谷市

監督 奥野　太郎 おくの　たろう 松商学園高校（教） 松本市

増田　華 ますだ　はな 松商学園高校２年 塩尻市

岡野　華奈 おかの　かな 松商学園高校３年 松本市

塚田　桜姫 つかだ　さくら 中野西高校２年 長野市

予備
登録

井ノ口　侑果 いのくち　ゆか 松本県ヶ丘高校３年 松本市

15　軟式野球競技

監督１名（選手兼任）　選手15名（男15名）　計16名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 村山　賢治 むらやま　けんじ セイコーエプソン株式会社 松本市

金子　秀平 かねこ　しゅうへい ＪＡ長野厚生連長野松代総合病院 長野市

竹村　夕馬 たけむら　ゆうま 松本市役所 松本市

八幡　宥喜 やはた　ゆうき ルビコン株式会社 南箕輪村

坂本　光司 さかもと　こうじ ルビコン株式会社 箕輪町

橋詰　正近 はしづめ　まさちか 松本市役所 松本市

徳光　拓馬 とくみつ　たくま ＪＡ長野厚生連長野松代総合病院 長野市

島田　翔吾 しまだ　しょうご ハシバテクノス株式会社 松本市

川上　克也 かわかみ　かつや 松本市役所 松本市

青柳　孝輝 あおやぎ　こうき セイコーエプソン株式会社 塩尻市

北澤　健二郎 きたざわ　けんじろう ＪＡ長野厚生連長野松代総合病院 長野市

坂巻　智大 さかまき　ともひろ ＪＡ長野厚生連佐久総合病院 上田市

樋口　仁 ひぐち　じん 岡谷市役所 茅野市

金澤　直樹 かなざわ　なおき ＪＡ長野厚生連長野松代総合病院 千曲市

城戸　雄基 きど　ゆうき 松川村役場 松川村

黒岩　広夢 くろいわ　ひろむ 株式会社マルニシ 長野市

選手

成年
男子

少年
女子

成年
男子

選手

選手



16　相撲競技

監督２名　選手12名（男12名）　計14名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 尾羽林　英樹 おばばやし　ひでき 更級農業高校（教） 長野市

渡辺　拓 わたなべ　たく ホクト株式会社 長野市

水上　竹善 みずかみ　ちくぜん タカノ株式会社 駒ヶ根市

松原　康太 まつばら　こうた 凸版印刷株式会社 東京都北区

横山　雄大 よこやま　たけひろ 横山工業 塩尻市

小川　翼 おがわ　つばさ 東洋大学 東京都文京区

監督 植原　健 うえはら　けん 木曽青峰高校（教） 木曽町

伊藤　凜空 いとう　りく 木曽青峰高校１年 塩尻市

北村　優太 きたむら　ゆうた 更級農業高校３年 長野市

竹内　恵 たけうち　めぐむ 更級農業高校２年 長野市

佐々木　英人 ささき　えいと 木曽青峰高校２年 上松町

中谷　良典 なかや　よしのり 木曽青峰高校１年 木曽町

原　直仁 はら　なおひと 木曽青峰高校２年 木曽町

下島　朋也 しもじま　ともや 木曽青峰高校３年 木曽町

17　馬術競技

監督１名(選手兼任）　選手９名（男４名　女５名）　計９名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

スピードアンド
ハンディネス
ダービー競技

佐藤　賢希 さとう　けんき 明松寺馬事公苑 小川村

馬場馬術
自由演技馬場馬術競技 永見　一平 ながみ　いっぺい ＥＳＪ 飯田市

予備
登録

小林　義彦 こばやし　よしひこ 飯綱高原乗馬倶楽部 長野市

監督兼
選手

標準障害飛越
ダービー競技 佐藤　泰 さとう　たえ 明松寺馬事公苑 小川村

選手 二段階障害飛越
トップスコア競技 伊藤　真七海 いとう　まなみ 上田乗馬倶楽部 上田市

予備
登録

衛藤　みのり えとう　みのり 明松寺馬事公苑 安曇野市

馬場馬術
自由演技馬場馬術競技 永見　快人 ながみ　かいと 飯田高校２年 飯田市

標準障害飛越
二段階障害飛越
リレー競技

須江　理莉香 すえ　りりか 佐久長聖高校２年 軽井沢町

スピードアンド
ハンディネス
リレー競技

小林　咲心 こばやし　さこ 長野商業高校１年 長野市

選手

選手
成年
男子

予備
登録

選手

少年 選手

成年
女子

成年
男子

予備
登録

少年
男子



18　フェンシング競技

監督３名（うち選手兼任１名）　選手９名（男６名　女３名）　計11名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督
兼選手

根橋　大空 ねばし　たかあき 長野クラブ 箕輪町

松渕　直希 まつぶち　なおき 長野クラブ 南箕輪村

北原　達也 きたはら　たつや 長野クラブ 上田市

監督 木下　布美子 きのした　ふみこ 箕輪町教育委員会 駒ケ根市

小池　悠太郎 こいけ　ゆうたろう 伊那北高校１年 箕輪町

埋橋　匠 うずはし　たくみ 南箕輪中学校３年 南箕輪村

有賀　尚迪 あるが　なおみち 上伊那農業高校１年 箕輪町

監督 唐澤　千夏 からさわ　ちなつ 箕輪町役場 箕輪町

林　愛実 はやし　あいみ 上伊那農業高校１年 箕輪町

春田　友菜 はるた　ゆな 南箕輪中学校３年 南箕輪村

田中　すみれ たなか　すみれ 辰野高校２年 箕輪町

19　柔道競技

監督２名　選手10名（男５名　女５名）　計12名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 百瀬　渡 ももせ　わたる 駒ケ根工業高校（教） 箕輪町

山口　駿輔 やまぐち　しゅんすけ 松本少年刑務所 松本市

鈴木　明日 すずき　あす 東海大学３年 神奈川県平塚市

平林　直矢 ひらばやし　なおや 東芝プラントシステム（株） 神奈川県川崎市

菅　雄太 すが　ゆうた 松本少年刑務所 松本市

橋爪　謙 はしづめ　けん 長野県警察 長野市

監督 手塚　明日香 てづか　あすか 平沢整骨院 塩尻市

横田　ひかり よこた　ひかり 佐久長聖高校３年 佐久市

坂上　綾 さかがみ　あや 佐久長聖中（職） 佐久市

白金　未桜 しらかね　みお 佐久長聖高校２年 小諸市

ｵﾄｺﾞﾝﾊﾞﾔﾙ ﾌｽﾚﾝ おとごんばやる　ふすれん 佐久長聖高校３年 佐久市

武居　沙知 たけい　さち 長野県警察 長野市

20　バドミントン競技

監督１名　選手３名（男３名）　計４名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 小宮山　聖文 こみやま　きよふみ 大日本法令印刷株式会社 長野市

本田　　光 ほんだ　ひかる 明治大学２年 東京都世田谷区

仁科　潤海 にしな　ひろみ 敬和学園大学２年 新潟県新発田市

内河　柊介 うちかわ　しゅうすけ 中央大学１年 東京都日野市

選手

選手

成年
男子

選手

女子
選手

成年
男子

選手

選手

少年
男子

少年
女子

成年
男子



21　ライフル射撃競技

監督１名　選手４名（男１名　女３名）　計５名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 赤羽　靖夫 あかはね　やすお 法務省有明高原寮 安曇野市

成年
男子

CFP 佐原　一輝 さはら　かずき 長野県長野中央警察署 長野市

R3*40
R60PR 砥石　真衣 といし　まい （株）日立システムズ 埼玉県さいたま市

AP60W 花岡　美紅 はなおか　みく 長野県千曲警察署 千曲市

AR60W
AR60PRW 額賀　史子 ぬかが　ふみこ （株）寿製薬 坂城町

22　剣道競技

監督１名（選手兼任）　選手４名（男４名）　計５名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督
兼選手

榛葉　亨 しんは　とおる 南安曇農業高校（教） 松川村

木佐　大智 きさ　たいち サントリーホールディングス株式会社 長野市

志村　圭一 しむら　けいいち 長野県警察 長野市

髙野　悠 たかの　ゆう 長野県警察 千曲市

宮本　和真 みやもと　かずま 長野県警察 長野市

23　スポーツクライミング競技

監督３名　選手６名（男４名　女２名）　計９名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 小沼　拓也 おぬま　たくや 白馬高校（教） 大町市

橋本　今史 はしもと　いまし ウエルシア薬局株式会社 松本市

野本　拓見 のもと　たくみ 茨城大学２年 茨城県茨城県日立市

監督 橋詰　正興 はしづめ　まさおき 有限会社　鳥喜代 千曲市

三森　里子 みつもり　さとこ エッジアンドソファ 箕輪町

中嶋　諒 なかじま　りょう 神奈川大学１年 神奈川県横浜市

監督 京屋　仁 きょうやじん 長野県山岳総合センター 安曇野市

山田　登輝 やまだ　とき 松本第一高校２年 岡谷市

片井　登翔 かたい　とわ 佐久市立野沢中学校３年 佐久市

24　カヌー（スラローム）競技

監督１名　選手２名（男１名　女１名）　計３名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 篠原　武文 しのはら　たけふみ 日精樹脂工業株式会社 長野市

成男 スラロームカヤックシングル 佐藤　颯柊 さとう　はやと 篠ノ井高校犀峡校３年 長野市

成女 スラロームカヤックシングル 佐藤　妃花瑠 さとう　ひかる 信州新町中学校３年 長野市

選手

選手

選手

成年
男子

選手

成年
男子

成年
女子

選手

少年
男子

選手

成年
女子



25　アーチェリー競技

監督１名　選手３名（男３名）　計４名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 村上　正之 むらかみ　まさゆき シェルアーチェリー 上田市

柳橋　克哉 やなぎはし　かつや 上田西高校３年 東御市

上原　颯起 うえはら　そうた 上田西高校２年 上田市

鈴木　結也 すずき　ゆうや 上田西高校２年 上田市

26　空手道競技

監督１名　選手10名（男６名　女４名）　計11名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 中村　宣之 なかむら　のぶゆき 誠拳会道場 長野市

組手
軽量級

畔上 輝 あぜがみ　きら 駒澤大学１年 東京都世田谷区

組手
中量級

保坂　悠斗 ほさか　ゆうと 駒澤大学３年 東京都世田谷区

組手
重量級

吉田　渉 よしだ　わたる 帝京大学２年 東京都八王子市

形 杉野　拓海 すぎの　たくみ ㈱ライジングトラスト 東京都目黒区

組手 坂田　楓実 さかた　かじつ 医学アカデミー１年 埼玉県川越市

形 宇海　水稀 うがい　みずき 関東シモハナ物流㈱ 神奈川県厚木市

組手 松本　拓海 まつもと　たくみ 松本第一高校３年 長野市

形 吉澤　皐 よしざわ　さつき 松本県ヶ丘高校３年 塩尻市

組手 小俣　晴 おまた　はる 松商学園高校３年 松本市

形 相川　流璃 あいかわ　るり 松本第一高校２年 大町市

27　銃剣道競技

監督１名（選手兼任）　選手２名（男２名）　計３名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督
兼選手

青島　拓実 あおしま　たくみ 松本自衛隊 松本市

武藤　友則 むとう　とものり 松本自衛隊 松本市

栁澤　祐太 やなぎさわ　ゆうた 松本自衛隊 松本市

28　なぎなた競技

監督１名　選手５名（女５名）　計６名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 落合　仁美 おちあい　ひとみ キッセイ薬品工業㈱塩尻工場 安曇野市

戸田　千惠 とだ　ちえ 塩尻市立吉田小学校（教） 安曇野市

伊勢谷　明奈 いせや　あきな 株式会社テレビ松本ケーブルビジョン 松本市

中野　穂風 なかの　ほのか 株式会社テレビ松本ケーブルビジョン 松本市

永田　紗菜 ながた　さな 松本第一高校２年 松本市

鈴木　唯花 すずき　ゆいか 松商学園高校２年 松本市

少年
男子

成年
男子

少年
男子

選手

選手

選手

選手
成年
女子

選手

成年
女子

成年
男子

選手

選手

少年
女子

少年
女子

選手



29　ボウリング競技

監督１名　選手２名（男２名）　計３名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 加藤　勇雄 かとう　いさお ㈱羽田組 長和町

小林　和真 こばやし　かずま 長野工業高校３年 千曲市

神田　伶葵那 かんだ　れおな 長野商業高校１年 長野市

30　ゴルフ競技

監督３名　選手９名（男６名　女３名）　計12名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 上沼　栄治 かみぬま　えいじ ㈲サンドック 松本市

新村　駿 にいむら　しゅん 日本大学４年 静岡県三島市

太田　誠人 おおた　まこと 山梨学院大学４年 山梨県甲府市

白井　陸 しらい　りく 山梨学院大学４年 山梨県甲府市

監督 宮川　剛 みやがわ　つよし 河東土地改良区 須坂市

手塚　彩馨 てづか　あやか 佐久長聖高校２年 佐久市

岸田　妃奈乃 きしだ　ひなの 佐久長聖高校３年 長野市

大屋　珠季 おおや　たまき 佐久長聖高校１年 佐久市

監督 赤羽　祐史 あかはね　ゆうじ 長野西高校望月サテライト校（教） 上田市

花村　秀太 はなむら　しゅうた 東海大学付属諏訪高校２年 諏訪市

犬飼　泰我 いぬかい　たいが 佐久長聖高校２年 佐久市

三橋　颯太朗 みつはし　そうたろう 佐久長聖高校３年 佐久市

31　トライアスロン競技

監督２名　選手４名（男３名　女１名）　計６名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 湯本　浩徳 ゆもと　ひろのり （株）しなの富士通 中野市

小林　幸誠 こばやし　こうせい 立命館大学２回生 滋賀県草津市

山浦　健 やまうら　けん 立命館大学１回生 滋賀県草津市

予備
選手

滝沢　進 たきざわ　しん （株）三葉製作所 上田市

監督 島津　寿江 しまづ　すみえ 医療法人公生会竹重病院 中野市

選手 瀬戸　郁美 せと　いくみ 順天堂大学２年 千葉県印旛郡酒々井町

女子

選手

選手

少年
男子

成年
男子

選手

選手

選手

少年
男子

成年
男子

成年
女子



32　高校野球競技（軟式）

監督１名　責任教師１名　選手14名（男14名）　計16名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

監督 清水　直 しみず　なお 上田西高校（教） 佐久市

責任
教師

沼口　淳 ぬまぐち　あつし 上田西高校（教） 小諸市

井出　葵 いで　あおい 上田西高校３年 東御市

下村　翔真 しもむら　しょうま 上田西高校３年 上田市

下平　隼汰 しもだいら　はやた 上田西高校２年 千曲市

岩崎　凌也 いわさき　りょうや 上田西高校１年 上田市

太田　梁平 おおた　りょうへい 上田西高校２年 上田市

竹倉　望 たけくら　のぞみ 上田西高校３年 上田市

三井　悠靖 みつい　ゆうせい 上田西高校２年 坂城町

宮原　和暉 みやばら　かずき 上田西高校３年 千曲市

伊藤　蓮 いとう　れん 上田西高校２年 千曲市

若林　飛呂 わかばやし　ひろ 上田西高校２年 坂城町

羽賀　大将 はが　ひろと 上田西高校２年 上田市

内山　晴貴 うちやま　はるき 上田西高校２年 坂城町

干川　夏輝 ほしかわ　なつき 上田西高校２年 群馬県吾妻郡嬬恋村

伊藤　吉平 いとう　きっぺい 上田西高校２年 立科町

選手

少年
男子



Ⅲ　派遣トレーナー・支援コーチ等

1 　派遣トレーナー・特殊技術スタッフ 　計45名

氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

陸　上 窪田　勝 くぼた　まさる くぼた整骨院 千曲市

陸　上 野竹　康之 のたけ　やすゆき 野竹接骨院 中野市

陸　上 土岐　一生 とき　かずま とき接骨鍼灸院 飯田市

陸　上 中嶋　良太 なかじま　りょうた 上田東高校（教） 上田市

陸　上 高見澤　勝 たかみざわ　まさる 佐久長聖高校（教） 佐久市

陸　上 春原　夕子 すのはら　ゆうこ 野沢南高校（教） 佐久市

陸　上 掛川　和彦 かけがわ　かずひこ 丸子修学館高校（教） 上田市

陸　上 上杉　丈夫 うえすぎ　たけお 松本深志高校（教） 松本市

陸　上 荻原　信幸 おぎはら　のぶゆき 諏訪二葉高校（教） 茅野市

陸　上 友田　利男 ともだ　としお 中野立志館高校（教） 長野市

水　泳（競泳） 倉石　能見 くらいし　よしみ 相澤病院 松本市

水　泳（競泳） 春原　純也 すのはら　じゅんや ジョグ整骨院 須坂市

水　泳（競泳） 八重樫　久都 やえがし　ひさと みやこ鍼灸室 松本市

杉本　穂高 すぎもと　ほたか 信州大学（職） 松本市

水　泳（AS） 渡邊　葵 わたなべ　あおい (公財）長野市スポーツ協会 長野市

サッカー 杉山　俊樹 すぎやま　としき 百瀬整形外科スポーツクリニック 松本市

サッカー 平林　芙美江 ひらばやし　ふみえ 学校法人慈恵学園東京スポーツ・リクリエーション専門学校 東京都杉並区

テニス 木下　悟志 きのした　さとし 長野県テニス協会 松本市

バレーボール 髙橋　達也 たかはし　たつや すがの鍼灸整骨院 松本市

体　操 鈴木　健大 すずき　たけひろ ボディコンディショニングファクトリー 長野市

体　操 上條　治子 かみじょう　はるこ 株式会社魚国 駒ヶ根市

体　操 横澤　孝宏 よこざわ　たかひろ 長野ＮＡＴＳトランポリンクラブ 松本市

体　操 青木　妙子 あおき　たえこ 長野ＮＡＴＳトランポリンクラブ 長野市

バスケットボール 兼子　昌幸 かねこ　まさゆき 佐久平整形外科 上田市

バスケットボール 児玉　雄二 こだま　ゆうじ ㈱ATC 上田市

レスリング 内山　貴之 うちやま　たかゆき 内山接骨院 上田市

ソフトテニス 丸山　主税 まるやま　ちから (株)ZERO 安曇野市

軟式野球 坂本　義峰 さかもと　よしみね うすいクリニック 松本市

フェンシング 大野　寛務 おおの　ひろむ 伊那北高校（教） 箕輪町

フェンシング 岩崎　健太郎 いわさき　けんたろう 伊那市中央病院 伊那市

ライフル射撃 関川　孝雄 せきがわ　たかお エス技研 長野市

剣　道 塚田　裕 つかだ　ゆたか 長野県警察 長野市

山　岳 牛越　浩司 うしこし　こうじ 自営業 安曇野市

山　岳 多賀　将仁 たが　まさひと 伊那中央病院 南箕輪村

山　岳 小河内　博貴 おごうち　ひろき 伊那中央病院 駒ヶ根市

バドミントン 武田　和宜 たけだ　かずのり 北アルプス医療センター白馬診療所 長野市

水　泳（OWS）

競　　　技



空手道 小島　庸稔 こじま　のぶとし 日本郵政 長野市

空手道 大峡　正臣 おおば　まさおみ 有限会社 中店 須坂市

空手道 矢野　宏治 やの　ひろはる 中京学院大学（職） 岐阜県中津川市

空手道 真島　和城 ましま　かずき 真島整骨院 須坂市

ゴルフ 吉川　博 よしかわ　ひろし 長野県ゴルフ協会 長野市

トライアスロン 坂口　幸治 さかぐち　こうじ 長野県立信州医療センター 千曲市

トライアスロン 小林　洋 こばやし　ひろし　 親輪社 中野市

三沢　昌樹 みさわ　まさき 三沢自転車商会 塩尻市

大島　理彦 おおしま　みちひこ 昇龍株式会社 白馬村

自転車

自転車



2 　支援コーチ 　計45名

氏　名 ふりがな 所　　属 現　　住　　所

陸　上 横打　史雄 よこうち　ふみお 長野東高校（教） 長野市川

陸　上 三代澤　芳男 みよさわ　よしお 豊科高校（教） 安曇野市

陸　上 吉冨　和弥 よしとみ　かずや 佐久長聖高校（教） 佐久市

陸　上 後小路　正人 うしろこうじ　まさと 岩村田高校（教） 佐久市

陸　上 早川　恭平 はやかわ　きょうへい 佐久長聖高校（教） 佐久市

陸　上 林　知彦 はやし　ともひこ 長野吉田高校（教） 長野市

陸　上 新村　守 にいむら　まもる 東海大諏訪高校（教） 茅野市

陸　上 佐藤　賢一 さとう　けんいち 松本県ヶ丘高校（教） 安曇野市

陸　上 中塚　渓滋 なかつか　けいじ 塩尻市立広陵中学校（教） 塩尻市

水　泳（競泳） 海野　裕紀 うんの　ゆうき 篠ノ井高校（教） 長野市

水　泳（競泳） 野竹　和宏 のたけ　かずひろ 株式会社アイスク 飯田市

水　泳（競泳） 林　新一 はやし　しんいち 株式会社スワスイミングセンター 岡谷市

水　泳（競泳） 高野　伸 たかの　しん 有限会社長野ドルフィンスイミングスクール 中野市

水　泳（競泳） 田中　海 たなか　かい 佐久長聖高校（教） 佐久市

水　泳（OWS・競泳） 竹内　稔郎 たけうち　としろう 長野日大高校（教） 長野市

水　泳（OWS・競泳） 山口　将弘 やまぐち　まさひろ 須坂東高校（教） 中野市

サッカー 山本　真希 やまもと　まさき 松本山雅FC 松本市

サッカー 大羽　亮平 おおば　りょうへい 田川高校（教） 松本市

サッカー 卯之原　勇輝 うのはら　ゆうき 松本深志高校（教） 松本市

サッカー 當銀　拓也 とうぎん　たくや 筑摩野中学校（教） 松本市

サッカー 今井　大輔 いまい　だいすけ 寿台養護学校（教） 松本市

サッカー 栁澤　冬樹 やなぎさわ　ふゆき 岡谷東高等学校（教） 下諏訪町

サッカー 清水　純也 しみず　じゅんや まつかわの里スポーツ施設 松川町

サッカー 土橋　宏由樹 どばし　ひろゆき (株)ボアルース長野フットサルクラブ 長野市

サッカー 石井　運馬 いしい　かずま (一社)アルコイリス 佐久市

サッカー 宮本　達也 みやもと　たつや (株)大栄製作所 上田市

サッカー 本杉　魁李 もとすぎ　かいり コートダジュール千曲屋代 長野市

サッカー 川原　幸子 かわはら　さちこ 大町タフィタ 大町市

サッカー 小松　深雪 こまつ　みゆき (有)テイコー電気 松本市

テニス 濱　尭二 はま　たかし (有)電算オフィスオートメーション 松本市

ボート 濱　綾菜 はま　あやな 信学会わかば保育園 諏訪市

ボート 岩波 泰登 いわなみ　たいと 諏訪清陵高校２年 下諏訪町

ボート 今井 和香 いまい　わか 下諏訪向陽高校２年 茅野市

体操 橋爪　みすず はしづめ　みすず 伊那西高校（教） 松本市

体操 笠原  基衣 かさはら　もとい 駒ヶ根市役所子ども課 駒ヶ根市

競　　　技



バスケットボール 小滝　道仁 おたき　みちひと 東海大学付属諏訪高校（教） 茅野市

バスケットボール 養田　達也 ようだ　たつや 佐久長聖高校（教） 上田市

バスケットボール 名取　駿 なとり　しゅん 上田染谷丘高校（教） 東御市

バスケットボール 江取　大介 えとり　だいすけ 上伊那農業高校（教） 伊那市

バスケットボール 神澤　徳 かんざわ　のぼる 東海大学付属諏訪高校（教） 茅野市

バスケットボール 笠原　信行 かさはら　のぶゆき 三陽中学校（教） 長野市

バスケットボール 入野　貴幸 いりの　たかゆき 東海大学付属諏訪高校（教）

レスリング 小林　奎太 こばやし　けいた 小諸商業高校（教） 小諸市

レスリング 塩川　萌々果 しおかわ　ももか 小諸高校（教） 小諸市

小林　雄矢 こばやし　ゆうや ソニー生命 安曇野市相撲


