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Ⅰ 大会概要及び本部役員

１ 大　会

　大会は、第72回国民体育大会本大会正式競技の内、ブロック予選のある競技種目を行う。

２ 実施競技　（32競技）

３ 日程と会場地

４ 開会式　　平成29年8月25日（金）　午後5時～

福井県営体育館

〒918-8027　　福井市福町3-20　  TEL 0776-34-2719

５ 長野県選手団
　　(1) 本　部　役　員 26 名

　　(2) 監　　　　　督 80 名

　　(3) 選　　　　　手 597 名　（男子:326名　女子:261名）

　　(4) 医科学サポートスタッフ 21 名　

　　(5) 支援コーチ等 61 名　

合　　計 785 名　

６ 旗　手　　　三澤　賢（みさわ　けん）　　〔バスケットボール競技成年男子　市立長野高校教諭〕

７ 本部役員

（監督兼選手６名、馬術ホースマネージャー１名含む）

（予備登録55名除く）

競技名 会　場　地 会場数

4月29日(土)～4月30日(日) カヌー（スラローム･ワイルドウォーター） 大野市

6月30日(金)～7月２日(日) 馬術 福井市

7月７日(金)～7月９日(日) 水泳（シンクロナイズドスイミング） 石川県金沢市

7月８日(土)～7月９日(日) ビーチバレー 小浜市

7月12日(水)～7月13日(木) ゴルフ あわら市

7月14日(金)～7月16日(日) テニス 福井市 福井県

7月15日(土)～7月16日(日) ボート、カヌー（スプリント） 美浜市、あわら市 ９市

7月21日(金)～7月23日(日) ボウリング、弓道 福井市、敦賀市 ３町

7月22日(土)～7月23日(日) 空手道 福井市

7月28日(金)～7月30日(日) 水泳（水球） 敦賀市 石川県

7月29日(土)～7月30日(日) 山岳 福井市 １市

8月11日(金)～8月12日(土) 卓球 勝山市

8月11日(金)～8月13日(日) サッカー 坂井市

8月18日(金)～8月20日(日) バドミントン、ハンドボール 勝山市、永平寺町

剣道、ソフトテニス 福井市、越前市

ラグビーフットボール（成年女子）、銃剣道 小浜市、福井市

8月20日(日)            ラグビーフットボール（少年１回戦） 小浜市

ホッケー、バレーボール 越前市、坂井市、あわら市

バスケットボール、ライフル射撃 福井市

ボクシング、体操、ウエイトリフティング 越前市、鯖江市、小浜市

フェンシング、軟式野球、アーチェリー 越前市、敦賀市、福井市

ソフトボール、ラグビーフットボール 越前市、小浜市

8月27日(日)　　　　　　 クレー射撃、なぎなた、柔道 勝山市、鯖江市、福井市

会　期

中
心
会
期

8月25日(金)～8月27日(日)

8月26日(土)・8月27日(日)

早
期

8月19日(土)～8月20日(日)

役職名 氏　　名

団　長 矢島　富士雄 (公財)長野県体育協会副会長

副団長 角田　道夫 長野県教育委員会事務局教育次長

顧　問 丸山　隆義 (公財)長野県体育協会専務理事

〃 古澤　栄一 (公財)長野県体育協会理事・競技力向上専門委員長

〃 土屋　篤嗣 県スポーツドクター協議会(佐久平整形外科クリニック)

総監督 内山　充栄 (公財)長野県体育協会常務理事

総　務 小林　和彦 (公財)長野県体育協会事務局長

〃 他19名 　　　　〃　　　　　事務局

所　　　　　　　属



Ⅱ 競技別　監督・選手

1-1　水泳競技（水球）

監督１名　選手８名（男８名）　計９名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 伊藤　真人 いとう　まひと 小池印刷

小平　龍太郎 こだいら　りゅうたろう 上田東高校3年

原　悠太 はら　ゆうた 上田東高校3年

岩淵　航大 いわぶち　こうだい 上田東高校3年

鈴木　颯太 すずき　そうた 上田東高校3年

堀内　匠 ほりうち　たくみ 上田東高校3年

石和　歩 いさわ　あゆむ 上田東高校2年

小平　涼矢 こだいら　りょうや 上田東高校1年

腰越　一真 こしごえ　かずま 上田東高校1年

1-2　水泳競技（シンクロナイズドスイミング）

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

監督 野村　佳菜 のむら　かな 東京海上日動

成宮　世渚 なりみや　せな 長野市立長野高等学校3年

小林　　唄 こばやし　うた 文化学園長野高等学校1年

早川　結子 はやかわ　ゆいこ 長野清泉女学院高等学校1年

2　サッカー競技

監督３名　選手46名（男31名　女15名）　計49名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 小林　慎二 こばやし　しんじ 松本山雅フットボールクラブ

土屋　雅人 つちや　まさと 株式会社アイカム

吉田　和生 よしだ　かずお 株式会社ヒューマンインデックス

工藤　直人 くどう　なおと ルートインホテルズ

加地　玄季 かち　げんき 株式会社アイカム

田中　僚 たなか　つかさ 株式会社ヒューマンインデックス

安藤　太一 あんどう　たいち 株式会社アイカム

半田　武嗣 はんだ　たけし 株式会社アイカム

佐藤　啓志郎 さとう　けいしろう ケアポートみまき

成年
男子

選手

少年
女子

デュエット
選手

少年
男子

選手



種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

岡田　孝徳 おかだ　たかのり 株式会社アイカム

喜屋武　聖矢 きやたけ　せいや 株式会社シール片山

鈴木　雄大 すずき　たかひろ 株式会社アイカム

関　秀太 せき　しゅうた 吉田工業株式会社

宮本　恭兵 みやもと　きょうへい 株式会社アイカム

笹平　虹 ささだいら　にじ 株式会社ヒューマンインデックス

竹内　良成 たけうち　りょうせい 株式会社ヒューマンインデックス

監督 真田　浩平 さなだ　こうへい 小諸商業高校教員

清水　大誠 しみず　たいせい 東海大諏訪高校2年

齋藤　航世 さいとう　こうせい 創造学園高校2年

永原　史将 ながはら　ふみまさ 創造学園高校2年

冨山　聖悟 とみやま　せいご 松商学園高校2年

本多　涼祐 ほんだ　りょうすけ 松本美須々ヶ丘1年

木間　皓太郎 きま　こうたろう 創造学園高校1年

樋口　大輝 ひぐち　だいき 松商学園高校1年

小林　昂生 こばやし　こうせい 屋代高校1年

小西　陽向 こにし　ひなた 須坂東高校1年

山﨑　快 やまざき　かい 松商学園高校1年

竹内　瑛亮 たけうち　えいすけ 松本工業高校1年

山田　友輝 やまだ　ゆうき 松商学園高校1年

千野　温史 ちの　あつし 須坂東高校1年

武藤　壮輝 むとう　そうき　 松商学園高校1年

中村　海斗 なかむら　かいと 松商学園高校1年

真島　遥 ましま　はるか 松本蟻ヶ崎高校

監督 大坪　梓 おおつぼ　あずさ 信州大学職員

唐木　あかね からき　あかね 飯山養護学校職員

野口　美也 のぐち　みや ホクト株式会社

松尾　彩香 まつお　あやか 信州大学4年

廣井　雪乃 ひろい　ゆきの 松本大学1年

三澤　琴音 みさわ　ことね 長野県短期大学1年

村社　汐理 むらこそ　しおり ホクト株式会社

奥平　千咲稀 おくひら　ちさき 名古屋経済大学1年

選手

成年
男子

選手

少年
男子

女子
選手



種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

牧井　毬音 まきい　かさね 泉州工業株式会社

鈴木　陽 すずき　はるひ 丸山産婦人科

藤村　茉由 ふじむら　まゆ 株式会社みすずコーポレーション

佐藤　舞悠 さとう　まゆ 信州大学2年

相場　もあ あいば　もあ 松本市立明善中学校3年

鈴木　みのり すずき　みのり 同志社大学1年

黒岩　奈緒 くろいわ　なお 長野東高等学校1年

内堀　美空 うちぼり　みくう 上田市立丸子北中学校3年

3　テニス競技

監督１名　選手４名（男２名　女２名）　計５名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 三村　功 みむら　いさお 長野県テニス協会

市川　雄大 いちかわ　ゆうだい 明治大学2年

諱　五貴 いみな　いつき 三井住友海上火災保険株式会社

朝倉　菜月 あさくら　なつき 亜細亜大学1年

中村　礼 なかむら　あや 慶應義塾大学2年

4　ボート競技

監督６名　選手41名（男19名　女22名）　計47名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 舵手付フォア・シン
グルスカル 牛山　英俊 うしやま　ひでとし （株）細川商店

佐藤　宏行 さとう　ひろゆき 日本大学4年

鎌原　康陽 かんばら　こうよう 明治大学1年

藤森　佐夢 ふじもり　さむ トヨタ自動車（株）

名取　公甫 なとり　こうすけ 日本体育大学3年

両角　仁矢 もろずみ　じんや 日本体育大学4年

田中　敏彦 たなか　としひこ （福）この街福祉会この街学園

予備
登録

坂本　大智 さかもと　だいち 日本体育大学3年

選手
シングルス

カル
中村　智哉 なかむら　ともや 明治大学2年

選手

選手
成年
女子

成年
男子

選手
舵手つき
フォア

女子 選手

成年
男子



種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 舵手つきクォドルプル、ダブ

ルスカル、シングルスカル 杉村　篤 すぎむら　あつし （株）信州タケエイ

秋山　真理沙 あきやま　まりさ （株）日歩未

石上　璃奈 いしがみ　りな 早稲田大学4年

原田　りお はらだ　りお 岐阜経済大学2年

杠　咲良 ゆずりは　さくら 東北大学2年

小松　怜子 こまつ　れいこ 下諏訪町役場

後藤　愛也香 ごとう　あやか 丸子修学館高校教員

予備
登録

中村　朋実 なかむら　ともみ 山梨県立大学1年

辛島　瑞加 からしま　みか サントリー酒類（株）

片桐　綾香 かたぎり　あやか （株）システムエグゼ

予備
登録

勝木　ちあき かつき　ちあき 主婦

選手
シングルス

カル
名取　万璃 なとり　まり アルバイト

舵手つきクォドルプ
ル 濱　勝彦 はま　かつひこ 岡谷南高校教員

ダブルスカル、シン
グルスカル 守屋　洋明 もりや　ひろあき 岡谷南高校教員

小林　怜矢 こばやし　れいや 岡谷南高校3年

手塚　知丹 てづか　ちたん 岡谷南高校3年

小林　駿斗 こばやし　はやと 岡谷南高校3年

牛山　啓 うしやま　あきら 岡谷南高校3年

伏見　京悟 ふしみ　きょうご 岡谷南高校3年

藤森　翼 ふじもり　つばさ 下諏訪向陽高校2年

予備
登録

進藤　大知 しんどう　だいち 東海大付属諏訪高校2年

石倉　嵩大 いしくら　たかひろ 下諏訪向陽高校3年

天野　太郎 あまの　たろう 下諏訪向陽高校3年

予備
登録

丸山　裕生 まるやま　ゆう 下諏訪向陽高校2年

選手
シングルス

カル
内田　智也 うちだ　ともや 岡谷南高校3年

舵手つきクォドルプ
ル 天野　修一 あまの　しゅういち 下諏訪向陽高校教員

ダブルスカル、シン
グルスカル 小林 　淳司 こばやし　じゅんじ （株）セイコーエプソン

村山　香菜恵 むらやま　かなえ 岡谷南高校2年

丸茂　ななみ まるも　ななみ 岡谷南高校3年

千葉　万里菜 ちば　まりな 岡谷南高校3年

中山　優衣 なかやま　ゆい 岡谷南高校2年

海野　優奈 うみの　ゆうな 岡谷南高校3年

成年
女子

少年
女子

監督

選手

選手 舵手つき
クオド
ルプル

選手
ダブル
スカル

選手 舵手つき
クオド
ルプル

選手
ダブル
スカル

少年
男子

舵手つき
クオド
ルプル

監督



種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

選手 山﨑　彩加 やまざき　あやか 岡谷南高校2年

予備
登録

伊藤　梨奈 いとう　りな 諏訪清陵高校2年

松本　萌 まつもと　もえ 岡谷南高校2年

武居　柚花 たけい　ゆうか 岡谷南高校3年

予備
登録

久保田　芽衣 くぼた　めい 岡谷南高校3年

選手
シングルス

カル
小松　瑠維子 こまつ　るいこ 下諏訪向陽高校2年

5　ホッケー競技

監督４名（うち選手兼任１名）　選手51名（男26名　女25名）　計55名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督
兼任

中島　智紀 なかじま　とものり ㈱ｻﾝﾎﾟｰｱﾊﾟﾏﾝｼｮｯﾌﾟ駒ヶ根店

宮沢　伸浩 みやざわ　のぶひろ ㈱ＴＢＭ

山本　昴 やまもと　すまる JA上伊那

春上　昌行 はるかみ　まさゆき 若葉運送

笠原　延仁 かさはら　のぶひと トーハツマリーン㈱

河野　豪 こうの　ごう タカノ㈱

雨宮　嘉宏 あめみや　よしひろ 天竜精機㈱

小野　剛 おの　つよし 松本大学4年

佐藤　幸宏 さとう　ゆきひろ ㈱エコーシティー・駒ヶ岳

工藤　由匡 くどう　よしまさ 910-KODO

白井　卓郎 しらい　たくろう 三井住友銀行

阿部　昌樹 あべ　まさき 自営

池上　昂佑 いけがみ　こうすけ 中部電力㈱

西沢　尚平 にしざわ　しょうへい 三菱重工業㈱

少年
女子

舵手つき
クオド
ルプル

選手
ダブル
スカル

成年
男子

選手



種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 柴田　稔 しばた　みのる セイコーエプソン生活協同組合

吉川　伊代 よしかわ　いよ 自営業

中坪　悦子 なかつぼ　えつこ ㈱キョウリツ

三澤　喜予 みさわ　きよ ロジテックINAソリューションズ㈱

田村　貴子 たむら　たかこ ㈱丸滝

中村　美緒 なかむら　みお 伊那中央病院

佐野　睦月 さの　むつき ㈱THINKフィットネス

佐野　琳 さの　りん 伊那食品工業㈱

松崎　鼓 まつざき　つづみ ㈱エコーシティー・駒ヶ岳

小松　史織 こまつ　しおり ルビコン㈱

山本　心 やまもと　こころ 天竜精機㈱

吉澤　未奈 よしざわ　みな 横浜市立大学4年

小田　嶺依 おだ　ねい 日本ホテルスクール

塩澤　典子 しおざわ　のりこ 赤穂中学校

中原　佑花里 なかはら　ゆかり 諏訪中央病院看護専門学校

監督 柏木　健 かしわぎ　けん ㈲庭吉

古川　蓮多 ふるかわ　れんた 駒ケ根工業高校3年

三浦　颯真 みうら　そうま 駒ケ根工業高校3年

嵐　泰雅 あらし　たいが 辰野高校3年

北原　蓮 きたはら　れん 駒ケ根工業高校3年

吉瀬　匠 きせ　たくみ 駒ケ根工業高校3年

古川　哲多 ふるかわ　てった 駒ケ根工業高校1年

湯田　拓馬 ゆだ　たくま 伊那弥生ケ丘高校1年

竹村　優真 たけむら　ゆうしん 伊那弥生ケ丘高校1年

奥村　晃太 おくむら　こうた 駒ケ根工業高校3年

佐藤　隆太 さとう　りゅうた 伊那弥生ケ丘高校2年

中越 地宏 なかこし　ちひろ 伊那弥生ケ丘高校2年

木下　祥太 きのした　しょうた 辰野高校3年

少年
男子

選手

成年
女子

選手



種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 倉嶋　勇 くらしま　いさむ 宮田村役場

宮澤　菜々 みやざわ　なな 赤穂高校2年

中村　一美 なかむら　かずみ 赤穂高校2年

網野　舞優 あみの　まゆ 赤穂高校2年

北澤　朱李 きたざわ　しゅり 赤穂高校2年

深沼　美桜 ふかぬま　みお 赤穂高校1年

中島　美紗 なかじま　みさ 赤穂高校2年

溝上　夢菜 みぞがみ　ゆめな 赤穂高校2年

浦野　玲維奈 うらの　れいな 赤穂高校2年

三澤　未希 みさわ　みき 赤穂高校2年

三枝　千夏 さいぐさ　ちか 松川高校3年

佐藤　菜穂 さとう　なほ 上伊那農業高校2年

佐野　茉里奈 さの　まりな 上伊那農業高校2年

6　ボクシング競技
監督２名　選手10名（男10名）　計12名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 徳永　佳典 とくなが　けいすけ 犀陵中学校教員

フライ級 縄井　愁 なわい　しゅう 飯田ボクシングジム

バンダム級 寺澤　徹 てらさわ　とおる 大東文化大学

ライトウエル
ター級 佐藤　拓生 さとう　ひろき (株）鈴木

ライト級 宮原　康輔 みやばら　こうすけ 小浜興業

ライトウエル
ター級 氷熊　良平 ひぐま　りょうへい （株）パナソニックエイジフリー

監督 牧野　遼大 まきの　りょうた 森のようちえんちいろば職員

ライトフライ
級 佐々木　英介 ささき　えいすけ 佐久平総合技術高校３年

フライ級 関　要介 せき　ようすけ 佐久平総合技術高校2年

バンダム級 山浦　力也 やまうら　りきや 佐久平総合技術高校2年

ライト級 原　輝人 はら　かがと 松川高校2年

ウエルター級 成田　優太郎 なりた　ゆうたろう 小諸商業高校2年

選手

成年
男子

少年
女子

選手

少年
男子

選手



7　バレーボール競技

監督６名　選手52名（男26名　女26名）計58名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 笹川　星哉 ささがわ　せいや （一社）VC長野クリエイトスポーツ

長田　翼 おさだ　つばさ 南箕輪村役場

矢澤　宗之 やざわ　むねゆき 明治大学3年

田上　佑作 たがみ　ゆうさく (株)泉翔

小林　哲也 こばやし　てつや オリオン精工（株）

片桐　成基 かたぎり　しげき 日本無線(株)

峯村　幸太 みねむら　こうた 長野工業高校教員

栗木　勇 くりき　ゆう 岡谷市役所

森崎　健史 もりさき　けんし 伊那養護学校教員

池田　浩基 いけだ　ひろき 平和産業(株)

椿　芽久 つばき　めぐる (株)ベネフィット

小河原　拓磨 おがわら　たくま (株)折勝

峰尾　拓 みねお　たく (株)泉翔

監督 野口　京子 のぐち　きょうこ 長野大学教員

北澤　理帆 きたざわ　りほ 長野大学4年

中條　美月 なかじょう　みづき 中京大学3年

仲村　優希奈 なかむら　ゆきな セイコーエプソン(株)

小宮山　彩未 こみやま　さいみ セイコーエプソン(株)

青嶋　玲夏 あおしま　れいか 長野大学4年

前田　萌 まえだ　もえ 長野大学4年

平原　果歩 ひらはら　かほ 長野大学3年

島倉　可奈 しまくら　かな 長野大学4年

古俣　桃香 こまた　ももか 長野大学3年

白石　もえ香 しらいし　もえか 長野大学2年

鈴木　美憂 すずき　みゆ 長野大学3年

金子　夏生 かねこ　なつき 長野大学2年

成年
女子

成年
男子

6人制
選手

選手
6人制



種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 壬生　義文 みぶ　よしふみ 創造学園高等学校職員

堀　夏央哉 ほり　なおや 創造学園高等学校3年

エバデーダン　ラリー
アイケー

えばでーだん　らりー
あいけー 創造学園高等学校2年

宮川　郁真 みやがわ　いくま 松本県ケ丘高校3年

瀧　直理 たき　すぐり 創造学園高等学校2年

中條　立樹 なかじょう　りつき 創造学園高等学校2年

神宮　拓海 じんぐう　たくみ 創造学園高等学校2年

米山　大智 よねやま　だいち 創造学園高等学校3年

赤羽　龍光 あかはね　たつみ 創造学園高等学校2年

柳田　歩輝 やなぎた　いぶき 創造学園高等学校1年

山田　広大 やまだ　こうだい 創造学園高等学校3年

武田　大周 たけだ　たいしゅう 創造学園高等学校1年

板井　慎之介 いたい　しんのすけ 創造学園高等学校1年

監督 中野　敬太 なかの　けいた (株)三光技術

吉沢　菜月 よしざわ　なつき 都市大塩尻高校3年

狩野　亜衣 かのう　あい 都市大塩尻高校1年

伊藤　七望 いとう　ななみ 都市大塩尻高校1年

古田　怜美奈 ふるた　れみな 都市大塩尻高校3年

北堀　春奈 きたほり　はるな 都市大塩尻高校3年

佐藤　優華 さとう　ゆうか 都市大塩尻高校3年

板垣　麻衣 いたがき　まい 都市大塩尻高校3年

宮本　華乃 みやもと　はなの 都市大塩尻高校3年

原　優香 はら　ゆうか 都市大塩尻高校3年

小林　祥子 こばやし　しょうこ 都市大塩尻高校2年

田所　美優 たどころ　みゆう 都市大塩尻高校3年

田中　李苑 たなか　りおん 都市大塩尻高校3年

監督 古平　知佳 こだいら　ちか 長野菅公学生服（株）松本営業所

三島　英徳 みしま　ひでのり 花村産業株式会社

平林　康裕 ひらばやし　やすひろ 警視庁板橋警察署

監督 齋藤　善治 さいとう　よしはる 南安曇農業高校教員

伊藤　華乃 いとう　はなの 株式会社玉扇グローバルカーブス松本浅間

吉岡　真苗 よしおか　まなえ トーハツマリーン株式会社

6人制

ビーチ
バレー

ビーチ
バレー

少年
男子

6人制
選手

少年
女子

選手

選手

成年
女子

選手

成年
男子



8　体操競技

監督５名　選手30名（男12名　女18名）計35名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 小林　大悟 こばやし　だいご アクシス体操教室

黒岩　滉河 くろいわ　こうが 昭和電気産業

押田　篤志 おしだ　あつし 大阪体育大学4年

五十嵐　太一 いがらし　たいち 静岡産業大学1年

中山　将 なかやま　しょう 国際武道大学2年

岩穴口　智彬 いわあなぐち ともあき 信州大学2年

予備
登録

小林　将樹 こばやし　まさき 下伊那農業高校講師

監督 鈴木　昌 すずき　あき NPO法人ジムナスティック・ネットワーク

岡村　和美 おかむら　かずみ 日本体育大学1年

小林　花帆 こばやし　かほ 東京女子体育大学1年

澤根　友梨 さわね　ゆり ジムネット体操教室

江守　あかね　 えもり　あかね 株式会社　WINNERS

田中　慈 たなか　めぐみ RIZE　体操クラブ

監督 関澤　健二 せきざわ　けんじ 塩尻志学館高校教員

峯村　隼斗 みねむら　はやと 長野吉田高校3年

小林　風馬 こばやし　ふうま 塩尻志学館高校2年

佐治木　拓人 さじき　たくと 長野東高校2年

小口　晃斗 おぐち　あきと 岡谷工業高校2年

成田　陽樹 なりた　はるき 長野東高校1年

予備
登録

武田　浩輝 たけだ　ひろき 塩尻志学館高校2年

監督 國府方　伸也 こくふがた　しんや ジムネット体操教室

松村　朱里 まつむら　あかり 大町岳陽高校2年

上原　真美 うえはら　まみ 下諏訪向陽高校1年

金子　恵里花 かねこ　えりか 東海大付属諏訪高校1年

坂口　彩夏 さかぐち　あやか 大町第一中学校3年

原田　野乃花 はらだ　ののか 大町第一中学校3年

予備
登録

桂川　真衣 かつらがわ　まい 東海大付属諏訪高校1年

監督 新体操 橋爪　みすず はしづめ　 みすず 伊那西高校教員

フープ 池上　優菜 いけがみ　ゆうな 伊那西高校2年

ボール 伊澤　夢伽 いざわ　ゆめか 伊那西高校2年

クラブ 二木　萌 ふたつぎ　もえ 伊那西高校3年

リボン 塚原　青 つかはら　あおい 伊那西高校3年

団体 岡島　小夏 おかじま　こなつ 伊那西高校3年

小畠　愛梨 こばたけ　あいり 伊那西高校2年

伊藤　羽那 いとう　はな 松商学園3年

体操競技

予備
登録

少年
女子

選手

成年
女子

成年
男子

体操競技選手

選手

少年
男子

体操競技選手

少年
女子

体操競技選手



9　バスケットボール競技

監督３名　選手49名（男34名　女15名）　計52名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 原田　将史 はらだ　まさし 大日本法令印刷

三澤　賢 みさわ　けん 長野市立長野高校教員

荒木　志勇人 あらき　しゅうと 阿智高校教員

池田　哲也 いけだ　てつや （株）池田建設

務台　達之 むたい　たつゆき 佐久大学4年

養田　達也 ようだ　たつや 佐久長聖高校教員

上田　広輝 うえだ　ひろき 長野県信用保証協会

宇都宮　正 うつのみや　ただし そば信

白井　周平 しらい　しゅうへい （有）北信商事

垂見　海舟 たるみ　かいしゅう (株)電弘

林　瑛司 はやし　えいじ 中京大学2年

岩垂　佑貴 いわだれ　ゆうき 岡谷市民病院

五十嵐　鷹 いがらし　たか オリオン機械(株)

石井　聖大 いしい　きよひろ 富山大学2年

塩澤　和也 しおざわ　かずや 三郷小学校教員

宮下　平 みやした　たいら 先馬精密工業（株）

中村　健太 なかむら　けんた 栗ケ丘小学校教員

監督 奥原　貴彦 おくはら　たかひこ 長野県松本深志高校教員

武原　諒汰 たけはら　りょうた 東海大学付属諏訪高校3年

加藤　穂高 かとう　ほたか 東海大学付属諏訪高校3年

糸瀬　公平 いとせ　こうへい 東海大学付属諏訪高校2年

小林　大祐 こばやし　だいすけ 東海大学付属諏訪高校3年

寺澤　大夢 てらさわ　ひろむ 東海大学付属諏訪高校3年

北村　孝太 きたむら　こうた 東海大学付属諏訪高校2年

張　正亮 ちょう　せいりょう 東海大学付属諏訪高校2年

名倉　慎之助 なぐら　しんのすけ 東海大学付属諏訪高校2年

黒川　虎徹 くろかわ　こてつ 東海大学付属諏訪高校1年

高原　伊吹 たかはら　いぶき 東海大学付属諏訪高校1年

成年
男子

選手

予備
登録

少年
男子

選手



種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

林　竜之介 はやし　りゅうのすけ 長野県岡谷南高校3年

米沢　仁志 よねざわ　ひとし 東海大学付属諏訪高校3年

山城　一希 やましろ　かずき 東海大学付属諏訪高校1年

渡辺　大佑 わたなべ　だいすけ 東海大学付属諏訪高校1年

米山　ジャバ偉生 よねやま　じゃばいお 東海大学付属諏訪高校1年

星野　颯太 ほしの　そうた 東海大学付属諏訪高校2年

今井　一真 いまい　かずま 東海大学付属諏訪高校2年

森田　蒼一郎 もりた　そういちろう 東海大学付属諏訪高校1年

監督 有賀　正秋 あるが　まさあき 東海大学付属諏訪高校教員

北原　千絵 きたはら　ちえ 東海大学付属諏訪高校3年

田野　永里葉 たの　えりは 東海大学付属諏訪高校3年

吉江　舞 よしえ　まい 東海大学付属諏訪高校3年

松岡　沙良 まつおか　さら 東海大学付属諏訪高校3年

杉浦　萌香 すぎうら　もえか 東海大学付属諏訪高校3年

竹内　優香 たけうち　ゆうか 東海大学付属諏訪高校3年

熊谷　幸美 くまがい　ゆきみ 長野県飯田風越高校3年

御子柴百香 みこしば　ももか 東海大学付属諏訪高校2年

竹内　愛海 たけうち　あみ 東海大学付属諏訪高校2年

三ツ石　理乃 みついし　りの 東海大学付属諏訪高校2年

三ツ石　乃愛　 みついし　のあ 長野県飯田風越高校2年

野上　真友花 のがみ　まゆか 長野市立長野高校2年

矢野　晴菜 やの　はるな 東海大学付属諏訪高校1年

古畑　瑞枝 ふるはた　みずえ 東海大学付属諏訪高校1年

下畝地　七夕 しもせち　なゆ 東海大学付属諏訪高校1年

予備
登録

少年
男子

選手

予備
登録

選手

少年
女子



10　ウエイトリフティング競技

監督１名　選手９名（男９名）　計10名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 金井　洋貴 かない　ひろき 松商学園高等学校教員

53kg級 丸山　翔大 まるやま　かける 帝京高等看護学院2年

56kg級 河尻　隆之介 かわじり　りゅうのすけ 法政大学2年

62kg級 和田　遼 わだ　りょう 松本大学3年

69kg級 小澤　日向 おざわ　ひゅうが 東京フィルムセンター専門学校

77kg級 根岸　航輝 ねぎし　こうき 帝京科学大学1年

85kg級 小松　幸佑 こまつ　こうすけ 松本大学2年

94kg級 吉田　佑基 よしだ　ゆうき 平成国際大学4年

105kg級 二木　真碧 ふたつぎ　まお 大原簿記専門学校

＋105kg級 河西　勇介 かさい　ゆうすけ 平成国際大学2年

11　ハンドボール競技

監督４名　選手48名（男24名　女24名）　計52名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 山本　臣也 やまもと　しんや 屋代高校教員

鴇沢　蓮 ときざわ　れん 駿河台大学4年

山本　慶 やまもと　けい 早稲田大学1年

市村　海斗 いちむら　かいと 高崎製作所

小林　春慶 こばやし　はるのり 早稲田大学2年

飯島　良太 いいじま　りょうた 大同大学4年

坂口　綾佑 さかぐち　りゅうすけ 株式会社カヤマ

横山　匠 よこやま　たくみ 大同大学3年

小岩　空 こいわ　そら 東京大学医学部附属病院

竹内　貴裕 たけうち　たかひろ （株）仙台銘板

石井　龍之介 いしい　りゅうのすけ 鹿島建設（株）

神林　明未 かんばやし　あきら 駿河台大学2年

宮田　俊太朗 みやた　しゅんたろう 同志社大学2年

監督 清水　浩子 しみず　ひろこ 上田高校教員

荻原　佑菜 おぎわら　ゆうな 長野県庁

今井　美早紀 いまい　みさき 安曇野総合病院

菅野　彩 かんの　あや 長野県警察

成年
男子

選手

成年
女子

成年
男子

選手

選手



種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

堀内　仁絵 ほりうち　ひとえ 富士見高校教員

朝倉　由貴 あさくら　ゆき 茅野東部中学校教員

田中　雪葉 たなか　ゆきは 常盤小学校教員

櫻井　菜々 さくらい　なな 城南小学校教員

土屋　理子 つちや　りこ 早稲田大学4年

小林　千花子 こばやし　ちかこ 上田幼稚園教諭

瀬在　麻美 せざい　あさみ 長野県警察

林　奈南 はやし　なな 日本大学2年

宮島　恵子 みやじま　けいこ

監督 若林　久人 わかばやし　ながひと 坂城高校教員

佐藤　法俊 さとう　ほうしゅん 屋代高校3年

長尾　健吾 ながお　けんご 屋代高校3年

堀内　晧斗 ほりうち　ひろと 屋代高校3年

西澤　慶一 にしざわ　けいいち 屋代高校3年

中島　虹輝 なかじま　こうき 屋代高校3年

村田　恭平 むらた　きょうへい 屋代高校3年

加藤　亮純 かとう　りょうじゅん 屋代高校3年

北原　悠至 きたはら　ゆうじ 屋代高校3年

松澤　勇真 まつざわ　ゆうま 長野南高校3年

荒井　龍之介 あらい　りゅうのすけ 長野南高校3年

戸谷　拓海 とや　たくみ 長野南高校2年

松嶋　徹 まつしま　とおる 長野南高校3年

監督 鳥谷越　洋 とりやこし　ひろし 長野南高校教員

宮澤　文香 みやざわ　ふみか 屋代高校3年

堀内　美希 ほりうち　みき 屋代高校3年

水出　優華 みずいで　ゆうか 屋代高校3年

小野塚　紫苑 おのづか　しおん 屋代高校3年

山﨑　萌可 やまざき　もえか 屋代高校3年

厳　恵佳 げん　けいか 屋代高校2年

山本　幸穂 やまもと　ゆきほ 屋代高校2年

北澤　栞 きたざわ　しおり 長野南高校3年

中嶋　菜南子 なかじま　ななこ 長野南高校3年

宮坂　明佳 みやさか　はるか 長野南高校3年

上原　由菜 うえはら　ゆな 長野南高校3年

佐藤　美紅 さとう　みく 長野南高校3年

少年
女子

選手

少年
女子

選手

少年
男子

成年
女子

選手

選手



12　ソフトテニス競技

監督３名　選手15名（男５名　女10名）　計18名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 黒岩　邦博 くろいわ　くにひろ セイコーエプソン株式会社

平林　祐輝 ひらばやし　ゆうき 株式会社堀内電機製作所

長屋　淳史 ながや　あつし 信州大学4年

中田　瑛 なかた　あきら 望月高等学校教員

朴　相俊 ぱく　さんじゅん 公益財団法人身体教育医学研究所

中島　和志 なかじま　かずし 多摩川ロジスティクス株式会社

監督 阿部　光則 あべ　みつのり スポーツショップハマ

大島　成未 おおしま　なるみ 東京女子体育大学1年

名取　里夏 なとり　りか 文教大学3年

細川　椋香 ほそかわ　きょうか 株式会社ジーユー

川村　尚子 かわむら　なおこ 篠ノ井西中学校教員

城鳥　友里 しとろり　ゆり 日本女子体育大学4年

監督 三井　伸一 みつい　しんいち 田川高等学校教員

池井　菜々子 いけい　ななこ 田川高等学校3年

大和　ゆみ おおわ　ゆみ 田川高等学校3年

桐山　三奈 きりやま　みな 松商学園高等学校3年

林　菜津実 はやし　なつみ 上伊那農業高等学校2年

森脇　葵 もりわき　あおい 上伊那農業高等学校2年

成年
女子

少年
女子

選手

選手

成年
男子

選手



13　卓球競技

監督３名　選手12名（男４名　女８名）　計15名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 宮澤　輝 みやざわ　あきら 岡谷市役所

滝澤　拓真 たきざわ　たくま 岡谷市役所

岡田　崚 おかだ　りょう 岡谷市役所

伊積　健太 いづみ　けんた 岡谷市役所

予備
登録

上條　晃希 かみじょう　こうき 立命館大学2年

監督 井上　直紀 いのうえ　なおき 松本市役所

竹前　裕美子 たけまえ　ゆみこ 日本体育大学3年

弓取　夏貴 ゆみとり　なつき 長野松代総合病院

坂本　直子 さかもと　なおこ 岡谷スワンクラブ

予備
登録

細川　星 ほそかわ　あかり 愛知工業大学2年

監督 佐藤　拓哉 さとう　たくや 須坂創成高校（教）

北澤　梓 きたざわ　あずさ 須坂創成高校3年

田中　静流 たなか　しずる 須坂創成高校2年

関　優花 せき　ゆうか 松商学園高校2年

予備
登録

福澤　梨紗 ふくざわ　りさ 松商学園高校2年

14　軟式野球競技

監督１名　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

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

勝山　裕之 かつやま　ひろゆき JA長野厚生連佐久総合病院

園田　大己 そのた　だいき ルビコン株式会社

丸山　泰裕 まるやま　やすひろ ルビコン株式会社

平間　強 ひらま　つよし キッセイ薬品工業株式会社

安保　晃介 あんぼ　こうすけ JA長野厚生連長野松代総合病院

中村　賢哉 なかむら　けんや キッセイ薬品工業株式会社

坂巻　智大 さかまき　ともひろ JA長野厚生連佐久総合病院

少年
女子

選手

成年
男子

選手

成年
女子

選手

成年
男子

選手



種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

池田　秀弥 いけだ　ひでや JA長野厚生連長野松代総合病院

横澤　成治郎 よこさわ　せいじろう JA長野厚生連佐久総合病院

島田　翔吾 しまだ　しょうご JA長野厚生連佐久総合病院

秋山　遼 あきやま　りょう ルビコン株式会社

佐藤　慎太朗 さとう　しんたろう ルビコン株式会社

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

堤　謙吾 つつみ　けんご セイコーエプソン株式会社

長門　志樹 ながと　もとき JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院

15　馬術競技

監督２名（うち選手兼任１名、ホースマネージャー１名）　選手９名（男３名　女６名）　計11名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督
兼選手

小林　義彦 こばやし　よしひこ 飯綱高原乗馬倶楽部

佐藤　賢希 さとう　けんき 明松寺馬事公苑

セントジョージ賞典
馬場馬術 北村　裕之 きたむら　ひろゆき 飯綱高原乗馬倶楽部

セントジョージ賞典
馬場馬術 有吉　梓 ありよし　あずさ 明松寺馬事公苑

佐藤　泰 さとう　たえ 明松寺馬事公苑

増田　真七海 ますだ　まなみ 上田乗馬倶楽部

衛藤　みのり えとう　みのり 法政大学2年

ｼﾞｭﾆｱﾗｲﾀﾞ
ｰ個人馬場 飯田　琉王 いいだ　るみ 長野清泉女学院高等学校1年

スピードアンドハン
ディネス

標準障害飛越
団体障害飛越

小林　章人 こばやし　あきと 長野市立西部中学校3年

スピードアンドハン
ディネス

標準障害飛越
団体障害飛越

羽毛田　ひなの はけた　ひなの 上田市立第一中学校3年

選手兼ホース
マネージャー

団体障害飛越 五十嵐　大斗 いがらし　だいと 長野日本大学高等学校1年

選手
標準障害飛越

二段階障害飛越

少年

選手

成年
女子

成年
男子

選手

成年
男子

スピードアンドハン
ディネス

標準障害飛越

選手



16　フェンシング競技

監督３名(うち選手兼任１名)　選手10名（男４名　女６名）　計13名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督
兼選手

坂口　夏佳 さかぐち　なつか 長野クラブ

三澤　杏奈 みさわ　あんな 長野クラブ

白鳥　和美 しろとり　かずみ 長野クラブ

監督 大野　寛務 おおの　ひろむ 箕輪進修高校教員

根橋　大空 ねばし　たかあき 箕輪進修高校3年

福島　大和 ふくしま　やまと 箕輪進修高校3年

遠藤　虎太郎 えんどう　こたろう 箕輪進修高校1年

中村　健人 なかむら　けんと 箕輪中学校3年

監督 大槻　智哉 おおつき　ともや 伊那北高校教員

塩澤　歩花 しおざわ　ほたる 箕輪進修高校3年

篠原　春花 しのはら　はるか 箕輪進修高校3年

宮下　水稀 みやした　みずき 伊那北高校1年

林　菜々海 はやし　ななみ 伊那北高校1年

17　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

監督 津金　武寿 つがね　たけとし 松本第一高等学校教員

巣山　太智 すやま　たいち 日本体育大学3年

茂木　才跡 もてき　としみち 中央大学1年

吉川　糧 よしかわ　りょう 長野県警察

橋爪　謙 はしづめ　けん 長野県警察

堀川　政之 ほりかわ　まさゆき 長野県警察

監督 手塚　明日香 てづか　あすか 平沢接骨院

柳　華空 やなぎ　かぐら 松商学園高等学校1年

熊谷　日加里 くまがい　ひかり 創価大学4年

中村　苑美 なかむら　そのみ 松商学園高等学校1年

山田　瑞希 やまだ　みずき 丸子修学館高等学校3年

小野　華菜恵 おの　かなえ 早稲田大学3年

成年
男子

選手

少年
女子

選手

女子
選手

少年
男子

選手

成年
女子

選手



18　ソフトボール競技

監督4名　選手51名（男25名　女26名）計55名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 荒井　政弘 あらい　まさひろ 飯山簡易裁判所

森下　航希 もりした　こうき 信州大学3年

坂野　功祐 さかの　こうすけ 東信鋼鉄株式会社

大津　崇臣 おおつ　たかおみ 株式会社水建

古幡　浩貴 ふるはた　ひろき 伊那食品工業株式会社

筆脇　伸紘 ふでわき　のぶひろ 八十二銀行

春日　健太郎 かすが　けんたろう 日産部品長野販売株式会社

星野　英雄 ほしの　ひでお 愛知学院大学3年

勝山　雄喜 かつやま　ゆうき 東京理科大学4年

芳川　祐輔 よしかわ　ゆうすけ 小諸養護学校（教）

宮下　正敏 みやした　まさとし 菅公学生服株式会社

矢野口　功司 やのくち　こうじ 日本体育大学3年

大日向　桂作 おおひなた　けいさく 信州大学大学院1年

監督 本田　美穂 ほんだ　みほ 大和電機工業㈱

中嶋　瞳 なかじま　ひとみ 大和電機工業㈱

小西　あかり こにし　あかり 大和電機工業㈱

平木　綾佳 ひらき　あやか 大和電機工業㈱

岡村　香織 おかむら　かおり 大和電機工業㈱

田中　智佐世 たなか　ちさよ 大和電機工業㈱

角山　瞳 かくやま　ひとみ 大和電機工業㈱

望月　朱里 もちづき　あかり 大和電機工業㈱

近藤　紗帆 こんどう　さほ 大和電機工業㈱

新田　和音 にった　かずね 大和電機工業㈱

後藤　菜緒子 ごとう　なおこ 大和電機工業㈱

上原　涼花 うえはら　すずか 大和電機工業㈱

水沢　陽香 みずさわ　はるか 松本大学4年

酒井　絢加 さかい　あやか 松本大学2年

成年
女子

選手

成年
男子

選手



種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 宮崎　修 みやざき　おさむ

伊藤　陸 いとう　りく 伊那弥生ケ丘高校2年

岩本　拓巳 いわもと　たくみ 飯山高校2年

望月　哲平 もちづき　てっぺい 飯山高校2年

三井　裕貴 みつい　ゆうき 飯山高校2年

兼子　弦 かねこ　げん 飯山高校2年

林　直弥 はやし　なおや 飯山高校2年

木村　慶己 きむら　よしき 飯山高校2年

森本　侑生 もりもと　ゆうき 伊那弥生ケ丘高校2年

松川　裕俊 まつかわ　ゆうと 飯山高校2年

今井　裕都 いまい　ゆうと 伊那弥生ケ丘高校2年

横山　雄大 よこやま　ゆうだい 飯山高校2年

唐澤　伸次 からさわ　しんじ 伊那弥生ケ丘高校1年

伊東　駿佑 いとう　しゅんすけ 伊那弥生ケ丘高校1年

監督 新井　藍 あらい　あい 長野商業高校教員

林　華穂 はやし　かほ 篠ノ井高校3年

宮崎　綾美 みやざき　あやみ 篠ノ井高校3年

小林　南美 こばやし　みなみ 篠ノ井高校3年

飯島　沙耶香 いいじま　さやか 長野商業高校3年

佐々内　奈央 ささうち　なお 下諏訪向陽高校3年

関　聖香理 せき　ひかり 長野市立長野高校3年

久保田　彩加 くぼた　さやか 篠ノ井高校3年

小林　真緒 こばやし　まお 篠ノ井高校3年

滝沢　花梨 たきざわ　かりん 篠ノ井高校3年

竹内　莉菜 たけうち　りな 長野商業高校3年

富田　亜里珠 とみた　ありす 長野市立長野高校3年

岸　美由香 きし　みゆか 文化学園長野高等学校3年

原　優花 はら　ゆうか 飯田風越高校3年

少年
男子

選手

少年
女子

選手



19　バドミントン競技

監督３名　選手９名（男３名　女６名）　計12名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 山﨑　広一 やまざき　こういち 高山村役場

早川　竣 はやかわ　しゅん 法政大学４年

的場　友宏 まとば　ともひろ ホクト株式会社

立川　純平 たちかわ　じゅんぺい テヅカ設備有限会社

監督 増田　　昭 ますだ　あきら 有限会社エムテック

山川　莉歩 やまかわ　りほ みすずコーポレーション

小平安佳里 おだいら　あかり 日本大学４年

高橋　侑希 たかはし　ゆうき みすずコーポレーション

監督 本道　由幸 ほんどう　よしゆき 須坂創成高校教員

伊藤　千晶 いとう　ちあき 文化学園長野高校3年

松井あかり まつい　あかり 蘇南高校2年

小椋　梨生 おぐら　りお 蘇南高校2年

20　弓道競技

監督４名　選手12名（男６名　女６名）　計16名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 大口　晴男 おおぐち　はるお 木島平村役場

清水　北登 しみず　ほくと （株）竹内製作所

小田切　祐典 おだぎり　ゆうすけ 信州味噌（株）

平澤　敏弘 ひらさわ　としひろ 日本電産㈱長野技術開発センター

監督 北嶋　晋 きたじま　すすむ 箕輪進修高校教員

川村　綾美 かわむら　あやみ ㈱キッツ

藤澤　敏恵 ふじさわ　としえ 新光電気興業（株）

井原　寿恵 いはら　としえ 豊丘村中央保育園

監督 伊藤　公二 いとう　こうじ セイコーエプソン（株）

小口　琉矢 おぐち　りゅうや 岡谷工業高校3年

熊谷　駿佑 くまがい　しゅんすけ 飯田風越高校3年

川島　陸人 かわしま　りくと 飯田風越高校3年

監督 永藤　聡 ながとう　あきら 永藤聡土地家屋調査士事務所

松下　瑞季 まつした　みずき 飯田風越高校3年

井堀　希唯 いぼり　けい 長野日大高校3年

春原　か乃 すのはわ　かの 長野吉田高校3年

少年
男子

選手

少年
女子

選手

成年
男子

選手

成年
女子

選手

少年
女子

選手

成年
男子

選手

成年
女子

選手



21　ライフル射撃競技

監督１名　選手７名（男３名　女４名）　計８名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 赤羽　靖夫 あかはね　やすお 法務省有明高原寮

５０ｍＰ６
０Ｍ

割田　好則 わりた　よしのり シナノケンシ（株）

５０ｍ３＊
４０Ｍ

滝澤　憲仁 たきざわ　のりひと ケン・テック

１０ｍＡＰ
６０Ｍ

丸山　裕也 まるやま　ひろや 須坂警察署

５０ｍ３＊
２０Ｗ

砥石　真衣 といし　まい ブレーメン

１０ｍＳ４
０Ｗ

前橋　典子 まえはし　のりこ （株）みすずコーポレーション

１０ｍＡＰ
４０Ｗ

有賀　花奈 あるが　かな 長野中央警察署吉田交番

少年
女子

選手
ＢＲＳ４０
ＪＷ

柳澤　萌映 やなぎさわ　もえ 長野県長野西高等学校

22　剣道競技

監督３名（うち選手兼任１名）　選手12名（男５名　女７名）　計15名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督
兼選手

須坂　喜江 すざか　よしえ NTT東日本

溝辺　いずみ みぞべ　いずみ 松代文化施設等管理事務所

有賀　麻依 あるが　まい 大阪体育大学4年

監督 榛葉　亨 しんは　とおる 南安曇農業高校教員

鈴木　応 すずき　かず 長野日大高校3年

塩崎　大道 しおざき　ひろみち 長野日大高校3年

横田　寛大 よこた　ひろと 長野日大高校2年

北澤　龍之介 きたざわ　りゅうのすけ 長野日大高校2年

中野　晃太郎 なかの　こうたろう 松商学園高校2年

監督 丹羽　貴 にわ　たかし 上田西高校教員

池上　菜央 いけがみ　なお 長野日大高校3年

竹入　未紗 たけいり　みさ 佐久長聖高校3年

笠井　誉乃香 かさい　ほのか 佐久長聖高校3年

橋場　萌 はしば　もえ 佐久長聖高校3年

小林　千夏 こばやし　ちなつ 上田染谷丘高校3年

少年
男子

選手

少年
女子

選手

成年
男子

選手

成年
女子

選手

成年
女子

選手



23　ラグビーフットボール競技

監督３名　選手66名（男54名　女12名）　計69名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 河野　則夫 こうの　のりお 上伊那農業高校教員

三村　章文 みむら　あきふみ JA南信州

西　雄三 にし　ゆうぞう 株式会社　平田商会

小平　一輝 こだいら　かずき 夏目光学株式会社

下平　篤 しもだいら　あつし 株式会社　シノダ

篠田祥光 しのだ　よしあき パナソニック株式会社

佐藤聡太 さとうそうた 東武トップツアーズ株式会社

小平　智貴 こだいら　としたか 河井精機製作所

平澤　繋 ひらさわ　けい 飯田信用金庫

小林　克 こばやし　すぐる 長野県飯田高等学校（教）

福沢　遼 ふくざわ　りょう JA南信州

佐藤　大樹 さとう　だいき 八十二銀行

三條　海 さんじょう　かい 長野市役所

和田　勝光 わだ　まさみつ 八十二銀行

和田　博之 わだ　ひろゆき 小川村役場

松村　源貴 まつむら　げんき 長野県伊那北高等学校（教）

児玉　一輝 こだま　かずき ヤマザキアクティブ

宮島　和也 みやじま　かずや 地球環境高校（教）

成年
男子

選手

予備
登録



種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 白鳥　憲之 しろとり　のりゆき 長野工業高校教員

吉池　風知 よしいけ　ふうち 岡谷工業高校2年

荒道　大輝 あらみち　だいき 岡谷工業高校3年

小林　三斗夢 こばやし　さとむ 岡谷工業高校2年

西田　歩賢 にしだ　ほたか 岡谷工業高校3年

岩田　陸 いわた　りく 長野工業高校3年

河西　亮哉 かさい　りょうや 岡谷工業高校3年

北川　文也 きたがわ　ふみや 岡谷工業高校2年

荻原　大海 おぎはら　ひろみ 岡谷工業高校3年

瀬戸　涼太 せと　りょうた 岡谷工業高校3年

宮作　慶誠 みやさく　よしのぶ 岡谷工業高校3年

柴田　奨太 しばた　しょうた 飯田OIDE長姫高校3年

徳永　裕太 とくなが　ゆうた 岡谷工業高校3年

岩崎　泰士 いわさき　たいし 飯田高校3年

溝口　和輝 みぞぐち　かずき 飯田高校2年

土屋　満樹 つちや　みつき 岡谷工業高校3年

塩澤　仁 しおざわ　じん 飯田高校3年

安永　幸太 やすなが　こうた 飯田高校3年

棚田　純之介 たなだ　じゅんのすけ 飯田高校2年

下平　奈祐 しもだいら　だいすけ 飯田高校3年

岡島　和輝 おかじま　かずき 飯田高校3年

井原　啓太 いはら　けいた 飯田高校1年

平沢　篤 ひらさわ　あつし 飯田高校3年

矢澤　信悟 やざわ　しんご 飯田OIDE長姫高校3年

高橋　蓮 たかはし　れん 飯田OIDE長姫高校3年

勝又　光貴 かつまた　こうき 飯田高校3年

藤森　暖生 ふじもり　はるき 岡谷工業高校2年

小池　柊人 こいけ　しゅうと 岡谷工業高校3年

望月　和真 もちづき　かずま 岡谷工業高校3年

少年
男子

選手

予備
登録



種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

熊谷　洸一 くまがい　こういち 飯田高等学校3年

福沢　虎太郎 ふくざわ　こたろう 飯田OIDE長姫高校3年

籾山　太一 もみやま　たいち 飯田OIDE長姫高校2年

吉川　朋輝 よしかわ　ともき 飯田OIDE長姫高校3年

中田　飛加留 なかた　ひかる 飯田OIDE長姫高校定時制3年

柴原　一茂 しばはら　かずしげ 下伊那農業高等学校3年

西村　歩 にしむら　あゆむ 下伊那農業高等学校3年

田多井　悠斗 たたい　ゆうと 東京都市大学塩尻高校3年

磯尾　猛 いそお　たける 東京都市大学塩尻高校3年

監督 長崎　逸人 ながさき　はやと 東京都市大塩尻高校教員

内堀　陽日 うちぼり　はるひ 上田染谷丘高校2年

大久保　未夢 おおくぼ　みゆ 東京都市大塩尻高校1年

関口　遥菜 せきぐち　はるな 飯田女子高3年

伊藤　みのり いとう　みのり 飯田女子高3年

深澤　蛍 ふかさわ　ほたる 飯田女子高1年

児玉　沙葵 こだま　さき 法政大学1年

白鳥　里菜子 しろとり　りなこ 宇都宮大学1年

廣田　美弥 ひろた　みや ＴＫＭ

藤本 麻依子 ふじもと　まいこ ＴＫＭ

井原　愛望 いはら　まなみ 山梨県立大2年

佐藤　美瑠 さとう　みる 飯田OIDE長姫高校1年

守屋　茜 もりや　あかね 下伊那農業高校1年

少年
男子

予備
登録

女子
選手

予備
登録



24　山岳競技

監督３名　選手６名（男２名　女４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 橋詰　正興 はしづめ　まさおき （有）鳥喜代

戸谷　諭美 とや　さとみ 長野県山岳協会

小宮山　弘子 こみやま　ひろこ 長野県山岳協会

監督 西田　均 にしだ　ひとし 大町市教育委員会

丹羽　優希 にわ　ゆうき 松本深志高校2年

尾﨑　麟太郎 おざき　りんたろう 屋代高校2年

監督 小沼　拓也 おぬま　たくや 豊科高校教員

田中　ひかる たなか　ひかる 上田西高校1年

山崎　泉琴 やまざき　みこと 文化学園長野中学3年

25-1　カヌー競技（スラローム・ワイルドウォーター）

監督１名　選手４名（男３名、女１名）　計５名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 北澤　啓二 きたざわ　けいじ 坂城高校教員

カヤック
シングル

篠原　武文 しのはら　たけふみ 日精樹脂工業株式会社

カナディアン
シングル 櫻井　忍 さくらい　しのぶ 株式会社ノースウェスト

ワイルド
ウォーター

内山　岳佳 うちやま　たけよし 広田産業株式会社

成年
女子

選手
カヤック
シングル 神田　志保 かんだ　しほ 長野カヌークラブあどむ

25-2　カヌー競技（スプリント）

監督１名　　選手12名（男10名　女２名）　計13名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

全 監督 武江　一 たけえ　はじめ 長野県長野工業高等学校教員

カヤック
シングル 吉澤　淳 よしざわ　じゅん 長野県篠ノ井高等学校犀峡校教員

カナディアン
シングル 吉澤　雄一 よしざわ　ゆういち 長野県カヌー協会

成年
女子

選手
カヤック
シングル 細井　悠希江 ほそい　ゆきえ 上田女子短期大学1年

カヤック
シングル 宮尾　亮輔 みやお　りょうすけ 長野県篠ノ井高等学校犀峡校3年

カナディアン
シングル

髙橋　達哉 たかはし　たつや 長野県篠ノ井高等学校犀峡校3年

カヤック
ペア 笠原　凌 かさはら　りょう 長野県篠ノ井高等学校犀峡校3年

カヤック
ペア 久保　遥希 くぼ　はるき 長野県篠ノ井高等学校犀峡校2年

カヤックフォ
ア 青木　比呂 あおき　ひろ 長野県篠ノ井高等学校犀峡校2年

カヤックフォ
ア 北澤　裕仁 きたざわ　ひろひと 長野県篠ノ井高等学校犀峡校2年

カヤックフォ
ア

上垣　拓 うえがき　たく 長野県篠ノ井高等学校犀峡校3年

カヤックフォ
ア 倉澤　遥希 くらさわ　はるき 長野県長野工業高等学校3年

少年
女子

選手
カヤック
シングル 尾澤　さやか おざわ　さやか 長野県篠ノ井高等学校犀峡校2年

成年
男子

選手

成年
男子

選手

少年
男子

選手

選手

少年
男子

選手

少年
女子

選手

成年
女子



26　アーチェリー競技

監督４名　選手16名（男８名　女８名）　計20名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 宮原　雅 みやはら　まさし シブヤアーチェリー株式会社

丸山　貴之 まるやま　たかゆき フランスベッド株式会社

柳澤　直杜 やなぎさわ　なおと 株式会社ツルヤ

金子　健紀 かねこ　たけのり 大正大学3年

予備
登録

大日方　海 おびなた　かい 拓殖大学3年

監督 村上　正之 むらかみ　まさゆき シェルアーチェリー

増田　容子 ますだ　ようこ 新潟大学3年

宮尾　名津美 みやお　なつみ ハイブリッド・ジャパン株式会社

神林　かなえ かんばやし　かなえ 日鋳商事株式会社

予備
登録

小林　渚彩 こばやし　なぎさ 立教大学1年

監督 中島　明弘 なかじま　あきひろ 有限会社中島製作所

南澤　諒真 みなみさわ　りょうま 長野県上田高等学校2年

藤川　晴之介 ふじかわ　はるのすけ 長野県上田高等学校2年

藤井　健太朗 ふじい　けんたろう 長野県上田高等学校2年

予備
登録

下村　勇仁 しもむら　ゆうと 上田西高等学校2年

監督 菅原　正幸 すがわら　まさゆき アネックスインフォメーション株式会社

永濵　澪来 ながはま　みく 佐久長聖高等学校　3年

濱田　寿々菜 はまだ　すずな 長野県上田東高等学校2年

齊藤　舞 さいとう　まい 長野県上田東高等学校2年

予備
登録

樋澤　佳音 ひざわ　かのん 上田西高等学校2年

少年
男子

選手

少年
女子

選手

成年
男子

選手

成年
女子

選手



27　空手道競技

監督１名　選手８名（男４名　女４名）　計９名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 中村　宣之 なかむら　のぶゆき 誠拳会空手道場

杉野　拓海 すぎの　たくみ (株)皆思

松澤　成基 まつざわ　なるき 東京医療専門学校

宇海　水稀 うがい　みずき 帝京大学1年

平林　沙織 ひらばやし　さおり げんきキッズクリニック 

北澤　以進 きたざわ　いしん 松商学園高校2年

前多　晟那 まえだ　せいな 松本第一高校3年

相川　夏凜 あいかわ　かりん 松本第一高校1年

木原　帆乃 きはら　ほの 長野東高校2年

28　クレー射撃競技

監督１名（うち選手兼任１名）　選手４名（男４名）　計４名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督
兼選手

塚田　政光 つかだ　まさみつ （株）REAL

布野　兼一 ふの　かねいち （株）布野恵だるま店

清水　裕樹 しみず　ゆうき 飯田警察署

奥原　隆志 おくはら　たかし （株）奥原建材

29　なぎなた競技

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

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

山口　乃愛 やまぐち　のえ 松商学園高等学校3年

山中　明日香 やまなか　あすか 長野県伊那北高校2年

髙澤　萌愛 たかさわ　もあ 松商学園高等学校1年

成年
男子

スキート

選手

少年
女子

選手

少年
男子

選手 形

少年
女子

選手 形

成年
男子

選手 形

成年
女子

選手 形



30　ボウリング競技

監督４名　選手12名（男６名　女６名）　計16名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属

監督 小林　克 こばやし　すぐる （有）ＫＩＮＧ工務店

関　陽一 せき　よういち 昭和電機産業（株）

竹下　将弘 たけした　まさひろ （株）長野汎用計器製作所

石嶺　尚 いしみね　なおし （株）スポルト岡谷店

矢花　秀征 やばな　ひでゆき （株）上條器械店

監督 川上　秀樹 かわかみ　ひでき 長野県ボウリング連盟

小林　瑞恵 こばやし　みずえ わかば保育園

片倉　光子 かたくら　みつこ （株）明和電機

石川　君子 いしかわ　きみこ 石川内装

池谷　小枝子 いけや　さえこ 長野県ボウリング連盟

監督 加藤　勇雄 かとう　いさお 金井建設（株）

寺島　大治 てらしま　たいち 立科中学校3年

原山　尋斗 はらやま　ひろと 須坂創成学園高校1年

監督 池田　正幸 いけだ　まさゆき 池田商会

小口　優葉 おぐち　ゆうは 甲陵高校3年

加納　葵 かのう　あおい 下諏訪向陽高校3年

31　ゴルフ競技

監督４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

監督 吉川　博 よしかわ　ひろし 長野県ゴルフ協会

古橋　諒大 ふるはし　りょうた 佐久長聖高校3年

新村　駿 にいむら　しゅん 佐久長聖高校2年

白井　陸 しらい　りく 佐久長聖高校2年

少年
男子

選手

少年
男子

選手

少年
女子

選手

成年
男子

選手

成年
女子

選手



Ⅲ 医科学サポートスタッフ（ドクター・トレーナー）

1 派遣医療スタッフ（ドクター・トレーナー） 　計１名

2 派遣トレーナー 　計20名

氏　名 ふりがな

サッカー（成男） 作原　友信 さはら　とものぶ

サッカー（少男） 石井　卓也 いしい　たくや

サッカー（女子） 柿沼　昭宏 かきぬま　あきひろ

テニス（成男女） 竹内　泰二 たけうち　やすじ 竹内整骨院

バレーボール（成男） 服部　哲也 はっとり　てつや

体操（新体操少女） 鈴木　健大 すずき　たけひろ

バスケット（成男） 降旗　一樹 ふりはた　かずき

バスケット（少男） 兼子　昌幸 かねこ　まさゆき 佐久平整形外科クリニック

バスケット（少女） 児玉　雄二 こだま　ゆうじ

中澤　拓美 なかざわ　たくみ 長野県総合リハビリセンター

ソフトテニス（成男） 横関　康寿 よこぜき　やすひさ 横関整骨院

ソフトテニス（全） 阿部　佳世子 あべ　かよこ

軟式野球（成男） 坂本　義峰 さかもと　よしみね 相澤病院

剣道（全） 荻原　誠 おぎわら　まこと 小島整骨院

ソフトボール（成女） 岩谷　友倫 いわや　ともみち 理学療法士会

バドミントン（全） 武田　和宜 たけだ　かずのぶ 安曇野赤十字病院附属白馬診療所

山岳（成女、少男女） 牛越　浩二 うしこし　こうじ 安曇野赤十字病院

山岳（成女、少男女） 山田　淳二 やまだ　じゅんじ

アーチェリー（全） 井原　一厳 いはら　かずよし ナルスポーツ

ボウリング（全） 原　和正 はら　かずまさ 原整骨院

相澤病院

佐久穂町立千曲病院

株式会社 長野パルセイロ・アスレチッククラブ

一般社団法人Second Effort Fitness

長野整形外科クリニック

軽井沢病院

ＡＴＣ

競　技 所　　属

カイロプラクティック　イーズ

ハンドボール（成女）

氏　名 ふりがな 所属団体 備　　　考

土屋　篤嗣 つちや　あつし
長野県日体協公認
スポーツドクター協議会

佐久平整形外科クリニック



Ⅳ 支援コーチ（競技団体派遣トレーナー含む） 　計62名

氏　名 ふりがな

柿本　倫明 かきもと　みちあき

加賀谷　渉 かがや　わたる

一之瀬　菜奈 いちのせ　なな

堀内　和彦 ほりうちかずひこ

天野　達也 あまの　たつや

大羽　亮平 おおば　りょうへい

中島　拓磨 なかじま　たくま

平林　隼光 ひらばやし　はやみつ

今井　健輔 いまい　けんすけ

サッカー（女子） 大島　駿 おおしま　しゅん

サッカー（女子） 中三川　哲治 なかみかわ　てつじ

サッカー（女子） 堤　喬也 つつみ　たかや

サッカー（女子） 樋口　創太郎 ひぐち　そうたろう

テニス（成男女） 野村　智弘 のむら　ともひろ 新光電気工業(株)

テニス（成男女） 濱　尭二 はま　たかし (有)アクティ

テニス（成男女） 辻田　康太郎 つじた　こうたろう 上田市役所

テニス（成男女） 渡辺　竣 わたなべ　しゅん 長野県テニス協会

テニス（成男女） 加藤　真帆 かとう　まほ 信州大学3年

体操（少男） 佐治木　範行 さじき　のりゆき 長野東高校教員

体操（少女） 峯村　裕 みねむら　ゆたか SWAN.G.A

新体操（少女） 崎浜　かすみ さきはま　かすみ 伊那西高校教員

バスケット（成男） 清水　信行 しみず　のぶゆき （株）北信ポンプ

バスケット（少男） 飯島　廣樹 いいじま　ひろき 長野市立三陽中学校教員

上條　駿 かみじょう　しゅん

入野　貴幸 いりの　たかゆき

バスケット（少女） 立川　正 たちかわ　ただし 長野南高校教員

バスケット（少女） 江取　大介 えとり　だいすけ 上伊那農業高校教員

バスケット（少女） 髙橋　依子 たかはし　よりこ 長野市立川中島中学校教員

バスケット（少女） 神澤　徳 かんざわ　のぼる 東海大学付属諏訪高校教員

サッカー（少男）

サッカー（少男）

サッカー（少男）

株式会社 長野パルセイロ・アスレチッククラブ

株式会社 長野パルセイロ・アスレチッククラブ

サッカー（少男） 明科高校教員

東海大学付属諏訪高校教員

東海大学付属諏訪高校教員

バスケット（少男）

バスケット（少男）

須坂東高校教員

墨坂中学校教員

小諸商業高校教員

須坂東高校教員

サッカー（成男） 株式会社ヒューマンインデックス

サッカー（成男） 株式会社ヒューマンインデックス

佐久長聖中学校・高等学校

株式会社 長野パルセイロ・アスレチッククラブ

競　技 所　　属

サッカー（成男） 株式会社松本山雅

サッカー（成男） 株式会社ヒューマンインデックス

サッカー（少男）



氏　名 ふりがな

ハンドボール（成男） 小岩井　浩明 こいわい　ひろあき 屋代高校附属中学校教員

ハンドボール（成男） 平林　一郎 ひらばやし　いちろう 更埴カーセンター

ハンドボール（成男） 石川　岳人 いしかわ　がくと 丸子修学館高校教員

行田　潤 ぎょうだ　じゅん

ハンドボール（成女） 唐沢　まゆみ からさわ　まゆみ

清水　卓実 しみず　たくみ 佐久平総合技術高校教員

ハンドボール（少男） 鳥谷越　洋 とりやこし　ひろし

ハンドボール（少男） 山村　倫太郎 やまむら　りんたろう 屋代高校3年

山本　臣也 やまもと　しんや

ハンドボール（少女） 上原　一人 うえはら　かずと 野沢北高校教員

ハンドボール（少女） 池田　侑加里 いけだ　ゆかり 長野南高校3年

ソフトテニス（成男） 牧之瀬　和志 まきのせ　かずし 有限会社信州物産

ソフトテニス（少男） 細谷　聖一 ほそや　せいいち 長野吉田高校教員

ソフトテニス（少女） 塩本　真崇 しおもと　まさたか 上田染谷丘高校教員

ソフトテニス（少女） 天田　裕一 あまた　ゆういち 小諸商業高校教員

卓球（全） 塚田　博文 つかだ　ひろふみ 長野工業高校教員

弓道（副会長） 山浦　博 やまうら　ひろし

弓道（成男女・少男女） 郷道　隆志 ごうどう　たかし

弓道（成男女・少男女） 志村　仁 しむら　ひとし

弓道（成男女・少男女） 大久保　雅揮 おおくぼ　まさき

関川　孝雄 せきがわ　たかお

剣道（少男） 西澤　佳志 にしざわ　よしゆき 松本深志高校教員

剣道（少男） 中島　和成 なかじま　かずなり 上伊那農業高校教員

剣道（少女） 藤原　慎吾 ふじわら　しんご 蓼科高校教員

剣道（少女） 駒込　咲季 こまごめ　さき 東御清翔高校教員

ラグビー（少男） 湯澤　一道 ゆざわ　かずみち 飯田高校教員

ラグビー（少男） 勝野　大 かつの　だい 岡谷工業高校教員

ラグビー（少男） 伊藤　彰朗 いとう　あきろう 飯田OIDE長姫高校教員

ラグビー（少男） 橋詰　正克 はしづめ　まさかつ 岡谷工業高校教員

ラグビー（女）
カドワース
アントニー

かどわーす　あんとにー 飯田女子高教員

ラグビー（女） 依田　和成 よだ　かずなり 創造学園高校教員

ラグビー（女） 小出　茂樹 こいで　しげき 伊那北高校教員

アーチェリー（全） 井原　一厳 いはら　かずよし ナルスポーツ

赤羽　祐史 あかはね　ゆうじゴルフ（少男） 蓼科高校教員

―

―

山二発條（株）

松商学園高校教員

ライフル射撃
（成男女・少男）

エス技研

ハンドボール（成女） 長峰中学校教員

中沢内科医院

ハンドボール（少男）

長野南高校教員

ハンドボール（少女） 屋代高校教員

競　技 所　　属


