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Ⅰ 大会概要及び本部役員

１ 大　会

　大会は、第76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　（30競技）

３ 日程と会場地

４ 開会式　　実施しない

５ 長野県選手団
　　(1) 本　部　役　員 22 名

　　(2) 監　　　　　督 76 名

　　(3) 選　　　　　手 572 名　（男子:322名　女子:250名）

　　(4) 医科学サポートスタッフ等 31 名　

　　(5) 支援コーチ等 63 名　

合　　計 764 名　

６ 本部役員

競技名 会　場　地 会場数

５月29日(土)～５月30日(日) カヌー（スラローム･ワイルドウォーター） 高森町

７月２日(金)～７月４日(日) 水泳（ＡＳ） 新潟県長岡市

７月３日(土)～７月４日(日) 体操（トランポリン） 松本市

７月９日(金)～７月11日(日) テニス、馬術 松本市、安曇野市

７月10日(土)～７月11日(日) スポーツクライミング 小谷村

７月15日(木)～７月16日(金) ゴルフ 長野市

７月16日(金)～７月17日(土) 体操（新体操） 長野市

７月16日(金)～７月18日(日) ボウリング 諏訪市

７月17日(土)～７月18日(日) 体操（競技）、カヌー（スプリント）、空手道、ボート 長野市、飯山市、佐久市、下諏訪町

７月30日(金)～８月１日(日) 水泳（水球） 長野市

８月６日(金)～８月８日(日) サッカー 松本市

８月７日(土)～８月８日(日) アーチェリー 佐久市

８月20日(金)～８月21日(土) 卓球 塩尻市

バスケットーボール、ソフトテニス、軟式野球 長野市

バレーボール、ウエイトリフティング 松本市

弓道、ソフトボール、バドミントン 飯田市、伊那市、千曲市

ハンドボール（成年男子）、ハンドボール（成年女子） 千曲市、東御市

ライフル射撃 富山県南砺市

８月21日(土)～８月22日（日） なぎなた、剣道、柔道、フェンシング 松本市、中野市、佐久市、箕輪町

　８月21日(土)～８月22日（日）
　８月22日(日)

ラグビーフットボール（女子）
ラグビーフットボール（少年男子）

上田市

ボクシング、ハンドボール（少年男子・少年女子） 上田市、千曲市

ホッケー 福井県越前町

８月28日(土)～８月29日(日) ラグビーフットボール（成年男子・少年男子） 上田市

長野県
13市
３町
1村

新潟県
１市

富山県
１市

福井県
１町

会　期

早
期

８月27日(金)～８月29日(日)

８月20日(金)～８月22日(日)中
心
会
期

後
期

役職名 氏　　名

団　長 小林　武広 (公財)長野県スポーツ協会副会長（長野県高等学校体育連盟会長）

副団長 尾島　信久 (公財)長野県スポーツ協会参与（長野県教育委員会事務局教育次長）

顧　問 茅野　繁巳 (公財)長野県スポーツ協会専務理事

〃 内山　了治 (公財)長野県スポーツ協会競技力向上専門委員長

〃 後藤　博久 長野県JSPO公認スポーツドクター協議会（篠ノ井総合病院）

総監督 北島　隆英 (公財)長野県スポーツ協会常務理事（県スポーツ課長）

総　務 伊東　一雄 (公財)長野県スポーツ協会事務局長

〃 峯村　高広 (公財)長野県スポーツ協会事務局次長（県スポーツ課課長補佐）

〃 滝沢　裕之 (公財)長野県スポーツ協会事務局次長（県スポーツ課国スポ準備室長）

〃 　　他13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10名（男10名）　計11名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属              

監督 堀　知幸 ほり　ともゆき 長野東高校教諭

海瀬　知春 かいせ　ちはる 長野東高校2年

丸山　陸 まるやま　りく 長野東高校1年

好田　大佑 よしだ　だいすけ 長野東高校2年

小林　仁成 こばやし　ひとなり 長野東高校2年

神山　大吉 かみやま　だいきち 長野東高校1年

中村　航太 なかむら　こうた 長野日大高校1年

樋口　慶 ひぐち　けい 須坂高校1年

松本　陵汰 まつもと　りょうた 長野東高校1年

市河　慶士 いちかわ　けいし 長野東高校1年

水上　光 みずかみ　ひかる 長野東高校1年

1-2　水泳競技（アーティスティックスイミング）

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 内山　まゆみ うちやま　まゆみ 長野ASC

和田　彩未 わだ　あみ 上田西高校3年

和田　京羽 わだ　きょう 上田染谷丘高校1年

古志野　日菜子 こしの　ひなこ 篠ノ井高校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 森川　達矢 もりかわ　たつや （株）アイカム

田中　慈瑛 たなか　じぇい （福）佐久平福祉会

木村　太貴 きむら　だいき （株）アイカム

工藤　貴大 くどう　たかひろ エフビー介護サービス（株）

鈴木　雄大 すずき　たかひろ （株）アイカム

森谷　実 もりや　みのる （株）ユダ

大槻　佳記 おおつき　よしき エフビー介護サービス（株）

岡本　裕樹 おかもと　ゆうき エフビー介護サービス（株）

中島　澪音 なかじま　れお （株）アイカム

少年
女子

選手

成年
男子

選手

デュエット

少年
男子

選手

役職名 氏　　名

団　長 小林　武広 (公財)長野県スポーツ協会副会長（長野県高等学校体育連盟会長）

副団長 尾島　信久 (公財)長野県スポーツ協会参与（長野県教育委員会事務局教育次長）

顧　問 茅野　繁巳 (公財)長野県スポーツ協会専務理事

〃 内山　了治 (公財)長野県スポーツ協会競技力向上専門委員長

〃 後藤　博久 長野県JSPO公認スポーツドクター協議会（篠ノ井総合病院）

総監督 北島　隆英 (公財)長野県スポーツ協会常務理事（県スポーツ課長）

総　務 伊東　一雄 (公財)長野県スポーツ協会事務局長

〃 峯村　高広 (公財)長野県スポーツ協会事務局次長（県スポーツ課課長補佐）

〃 滝沢　裕之 (公財)長野県スポーツ協会事務局次長（県スポーツ課国スポ準備室長）

〃 　　他13名 〃　 事務局

所　　　　　　　属



種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属              

髙貝　樹幹 たかがい　いつき （株）ミマキエンジニアリング

喜屋武　聖矢 きやたけ　せいや （株）シール片山

橋村　龍ジョセフ はしむら　りゅうじょせふ （株）ユダ

中村　魁世 なかむら　かいせい （株）アイカム

小林　一希 こばやし　かずき （株）アイカム

玉林　睦実 たまばやし　むつみ 東御電気（株）

小野関　龍成 おのぜき　りゅうせい エフビー介護サービス（株）

監督 百瀬　重成 ももせ　しげなり 松商学園高校教諭

伊藤　大地 いとう　だいち 松商学園高校1年

高木　頼雅 たかぎ　らいが 松商学園高校1年

永田　優輝 ながた　ゆうき 松商学園高校1年

堀米　岳斗 ほりごめ　たけと 松本深志高校2年

小林　直生 こばやし　なおき 東京都市大学塩尻高校2年

荻無里　斗望 おぎなさ　とも 松商学園高校1年

追川　飛羽 おいかわ　とわ 松商学園高校1年

高橋　圭太 たかはし　けいた 東京都市大学塩尻高校1年

北澤　凌介 きたざわ　りょうすけ 松商学園高校1年

洞澤　想 ほらさわ　こころ 松商学園高校2年

小松　颯眞 こまつ　そうま 松本県ヶ丘高校1年

河越　大 かわごえ　だい 東京都市大学塩尻高校1年

依田　愛翔 よだ　まなと 松商学園高校1年

牧野　陽充 まきの　はるみ 鎌田中学校3年

眞中　裕都 まなか　ひろと 松商学園高校1年

任 鐘成 いむ　じょんそん 東京都市大学塩尻高校1年

監督 佐野　佑樹 さの　ゆうき （株）長野パルセイロ・アスレチッククラブ

伊藤　有里彩 いとう　ゆりあ AC長野パルセイロ・レディース

國生　乃愛 こくしょう　のあ AC長野パルセイロ・レディース

藤田　理子 ふじた　りこ AC長野パルセイロ・レディース

大河内　友貴 おおこうち　ゆき AC長野パルセイロ・レディース

奥津　礼菜 おくつ　れな AC長野パルセイロ・レディース

岡本　祐花 おかもと　ゆうか AC長野パルセイロ・レディース

稲村　雪乃 いなむら　ゆきの AC長野パルセイロ・レディース

住永　楽夢 すみなが　らむ AC長野パルセイロ・レディース

小鍛冶　旭 こかじ　あさひ AC長野パルセイロ・レディース

中村　恵実 なかむら　めぐみ AC長野パルセイロ・レディース

中貝　夢 なかがい　ゆな AC長野パルセイロ・レディース

川船　暁海 かわふね　あきみ AC長野パルセイロ・シュヴェスター

大日方　夢奈 おびなた　ゆな AC長野パルセイロ・シュヴェスター

米澤　心花 よねざわ　みはな 松商学園高校3年

弦間　結月 げんま　ゆづき 松本山雅FCレディースU15

成年
男子

選手

少年
男子

選手

選手

女子



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 野村　智弘 のむら　ともひろ 新光電気工業（株）

石垣　秀悟 いしがき　しゅうご 日本大学1年

大久保　拓海 おおくぼ　たくみ 明治大学1年

渡邉　優夢 わたなべ　ゆむ 早稲田大学1年

渡邊　寧々 わたなべ　ねね 山梨学院大学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 諏訪総合設計(株)

佐藤　友哉 さとう　ともや (株)八十二銀行

進藤　大知 しんどう　だいち 法政大学3年

手塚　知丹 てづか　ちたん 法政大学4年

小林　駿人 こばやし　はやと 明治大学4年

樫尾　健 かしお　たけし 東京経済大学2年

藤森　翼 ふじもり　つばさ 東京経済大学3年

永坂　菖伍 ながさか　しょうご 岐阜協立大学1年

選手
シングル
スカル

小島　広大 こじま　こうだい RAKO華乃井ホテル

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 名取　大地 なとり　だいち 太陽工業(株)

秋山　真理沙 あきやま　まりさ (有)日歩未

原田　りお はらだ　りお (株)くろちく倭美坐

杠　咲良 ゆずりは　さくら 長野県職員

片山　早菜子 かたやま　さなこ (株)おびなた

渡辺　美結 わたなべ　みゆ 長野県看護大学1年

林 歩実 はやし　あゆみ 埼玉医科大学1年

吉池 咲里 よしいけ　ひかり 都留文科大学1年

中山　優衣 なかやま　ゆい 明治大学3年

石上　璃奈 いしがみ　りな 下諏訪町役場

予備
登録

後藤　愛也香 ごとう　あやか 諏訪清陵高校教員

選手
シングル
スカル

武井　愛奈 たけい　まな 早稲田大学2年

成年
男子

舵手つき
クォド
ルプル

成年
女子

予備
登録

選手

成年
女子

選手

選手

選手

舵手つき
フォア

選手

ダブル
スカル

成年
男子

予備
登録



舵手つきクォドルプ
ル 守屋　洋明 もりや　ひろあき 岡谷南高校教員

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 下諏訪向陽高校教員

小島　星也 こじま　せいや 岡谷南高校3年

山田 泰樹 やまだ たいき 諏訪清陵高校3年

杵淵 樹生 きねぶち たつき 諏訪清陵高校3年

山﨑 優輝 やまざき ゆうき 岡谷南高校2年

矢崎 快人 やざき　かいと 諏訪清陵高校2年

植松 心大 うえまつ しんた 諏訪清陵高校2年

小松 翔太 こまつ　しょうた 諏訪清陵高校2年

花岡 空之馬 はなおか そのま 下諏訪向陽高校2年

細川 了 ほそかわ さとる 岡谷南高校2年

予備
登録

前島 宏弥 まえしま　ひろや 下諏訪向陽高校3年

選手
シングル
スカル

星野  健太 ほしの　けんた 下諏訪向陽高校2年

舵手つきクォドルプ
ル 杉村　篤 すぎむら　あつし (株)信州タケエイ

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 セイコーエプソン(株)

前田 萌衣 まえだ　めい 諏訪清陵高校3年

宮坂 優里奈 みやさか ゆりな 岡谷南高校3年

武井 彩留 たけい はる 諏訪清陵高校3年

斉藤 梓 さいとう あずさ 諏訪清陵高校3年

小野 紗耶果 おの さやか 諏訪清陵高校2年

小林 礼実 こばやし れいみ 岡谷南高校3年

黒澤 美月 くろさわ　みづき 岡谷南高校2年

小澤 理久 おざわ りく 諏訪清陵高校3年

朝倉 ちひろ あさくら ちひろ 諏訪清陵高校2年

予備
登録

笠原 萌 かさはら　もえ 下諏訪向陽高校2年

選手
シングル
スカル

青木 ひなた あおき ひなた 諏訪清陵高校2年

選手

予備
登録

予備
登録

舵手つき
クォド
ルプル

選手
ダブル
スカル

監督

少年
男子

監督

選手

選手
ダブル
スカル

少年
女子

舵手つき
クォド
ルプル



5　ホッケー競技

監督２名（うち選手兼任１名）　選手33名（男17名　女16名）　計35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　すばる JA上伊那

白井　卓郎 しらい　たくろう 三井住友銀行

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㈱

若林　昂太 わかばやし　こうた ㈱下平工業

西沢　尚平 にしざわ　しょうへい 三菱重工業㈱

阿部　昌樹 あべ　まさき 自営

三浦　颯真 みうら　そうま 福井工業大学4年

佐藤　隆太 さとう　りゅうた 東海大学3年

小野　剛 おの　つよし 910-KUDO

滝沢　敏郎 たきざわ　としろう （有）松崎重機

工藤　由匡 くどう　よしまさ 910-KUDO

船戸　春幸 ふなと　はるゆき 小林電気工事商会

池上　昂佑 いけがみ　こうすけ 中部電力㈱

古川　哲多 ふるかわ　てった 自衛官

監督 柏木　健 かしわぎ　けん (有)庭吉

荻野　未帆 おぎの　みほ (公社)青年海外協力協会

中坪　悦子 なかつぼ　えつこ (株)キョウリツ

小松　史織 こまつ　しおり ルビコン(株)

坂間　真紀 さかま　まき (株)宮坂組

松崎　鼓 まつざき　つづみ (株)エコーシティー・駒ヶ岳

吉澤　未奈 よしざわ　みな 八十二リース(株)

宮澤　菜々 みやざわ　なな 三甲(株)

宮澤　香菜 みやざわ　かな 三甲(株)

新谷　円香 しんや　まどか (株)南信精機製作所

三澤　喜予 みさわ　きよ ロジテックINAソリューションズ(株)

中村　一美 なかむら　かずみ ザシティベルシティ川崎店

佐藤　楓 さとう　かえで ファミリーマートJA平出店

塩澤　典子 しおざわ　のりこ 駒ヶ根市立赤穂中学校（教）

村上　美和子 むらかみ　みわこ (株)キョウリツ

山本　心 やまもと　こころ 天竜精機㈱

鹿野　沙緒 しかの　さお 長野オリンパス㈱

成年
男子

選手

成年
女子

選手



6　ボクシング競技

監督３名　選手10名（男９名　女１名）　計13名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属              

監督 徳永 圭典 とくなが けいすけ 長野市立犀陵中学校（教）

バンダム級 清水 教法 しみず みつのり 株式会社公園通り

ライト級 二木 皐介 ふたぎ こうすけ 信州大学4年

ライト
ウエルター級 関 哲哉 せき てつや 千曲坂城消防本部

ウエルター級 尾沼 椋耶 おぬま りょうや 佐久郵便局

ミドル級 本井 宥人 もとい ひろと （有）堀口技研工業

監督 牧野 遼太 まきの りょうた 自営業

選手 フライ級 前坂 曜 まえさか あき

監督 中沢 剛 なかざわ たけし 更級農業高校（教）

ライトフライ級 平林 稜琉 ひらばやし りょうが 松本筑摩高校2年

フライ級 興梠 道成 こおろぎ みちなり 長野商業高校2年

バンダム級 成田 倫 なりた りん 佐久平総合技術高校3年

ライト
ウエルター級 高野 健太 たかの けんた 佐久平総合技術高校3年

成年
女子

少年
男子

選手

選手

成年
男子



7　バレーボール競技

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 野口　剛彦 のぐち　たけひこ 須坂東高校教員

夏目　真吾 なつめ　しんご 株式会社長野フルーツカンパニー

清水　一生 しみず　かずき ユートピア産業株式会社

松橋　拓也 まつはし　たくや 株式会社本久

小林　哲也 こばやし　てつや オリオン精工株式会社

杉戸　智 すぎと　さとる 株式会社徳永電機

瀧澤　壮 たきざわ　そう JAながの

倉嶋　皇平 くらしま　こうへい 有限会社日新

神田　達成 かんだ　たつなり 岩上鋼材株式会社

小林　之紘 こばやし　ゆきひろ 八十二銀行

栗木　勇 くりき　ゆう 岡谷市役所

町田　裕太 まちだ　ゆうた エムケー精工株式会社

塩山　啓太 しおやま　けいた 坂田工業株式会社

監督 松本　隆義 まつもと　たかよし ルートインジャパン(株)

水谷　真友 みずたに　まゆ ルートインジャパン(株)

佐々木　里菜 ささき　りな ルートインジャパン(株)

髙橋　愛未 たかはし　あみ ルートインジャパン(株)

平原　果歩 ひらはら　かほ ルートインジャパン(株)

村山　美佳 むらやま　みか ルートインジャパン(株)

横田　実穂 よこた　みほ ルートインジャパン(株)

小茂田　夏海 こもだ　なつみ ルートインジャパン(株)

岩本　周加 いわもと　しゅうか ルートインジャパン(株)

富澤　結花 とみざわ　ゆか ルートインジャパン(株)

野上　菜月 のがみ　なつき ルートインジャパン(株)

野嶋　華鈴 のじま　かりん ルートインジャパン(株)

田中　美紅 たなか　みく ルートインジャパン(株)

成年
男子

6人制
選手

6人制
成年
女子

選手



種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属              

監督 大日方　崇徳 おびなた　たかのり 岡谷工業高校教員

石坂　朋也 いしざか　ともや 岡谷工業高校3年

村田　翔太 むらた　しょうた 岡谷工業高校3年

宮島　大和 みやじま　やまと 岡谷工業高校3年

高坂　楓馬 こうさか　ふうま 岡谷工業高校3年

宮林　舞央 みやばやし　まお 岡谷工業高校2年

春日　虎太郎 かすが　こたろう 岡谷工業高校1年

宮澤　愛翔 みやざわ　まなと 岡谷工業高校3年

竹内　優汰 たけうち　ゆうた 岡谷工業高校1年

中山　壱汰 なかやま　いった 岡谷工業高校3年

大日方　優将 おびなた　まさゆき 岡谷工業高校1年

鷲頭　朋樹 わしず　ともき 岡谷工業高校1年

水野　永登 みずの　えいと 岡谷工業高校3年

監督 今井　一仁 いまい　かずひと 東京都市大学塩高校教員

伊藤　舞理凜 いとう　まりりん 東京都市大学塩尻高校3年

北村　莉来 きたむら　りこ 東京都市大学塩尻高校3年

宮下　晴名 みやした　はるな 東京都市大学塩尻高校3年

川田　詩織 かわだ　しおり 東京都市大学塩尻高校3年

藤澤　歩夢 ふじさわ　あゆむ 東京都市大学塩尻高校3年

上村　香苗 うえむら　かなえ 東京都市大学塩尻高校2年

伊藤　采音 いとう　あやね 東京都市大学塩尻高校2年

黒河内　美羽 くろごうち　みう 東京都市大学塩尻高校2年

北村　萌恵 きたむら　もえ 東京都市大学塩尻高校1年

飯島　茉優樹 いいじま　まゆき 東京都市大学塩尻高校1年

荒木　香帆 あらき　かほ 東京都市大学塩尻高校3年

清水　世奈 しみず　せな 東京都市大学塩尻高校1年

少年
男子

6人制
選手

6人制
少年
女子

選手



8　体操競技

監督６名　選手35名（男14名　女21名）計41名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属              

監督 中西　拓 なかにし　たく 長野ＮＡＴＳトランポリンクラブ

選手 川田　淳平 かわた　じゅんぺい 上田西高校3年

予備
登録

横澤　晴稀 よこざわ　はるき 田川高校3年

選手 青木　風海 あおき　ふうか 金沢学院大学3年

予備
登録

宮沢　海帆 みやざわ　みほ 白馬高校2年

監督 小林　大悟 こばやし　だいご アクシス体操教室

小林　風馬　 こばやし　ふうま 富山大学3年

月岡　知希 つきおか　ともき 新潟経営大学3年

柴田　大輔 しばた　だいすけ 静岡産業大学3年

宮沢　楓大 みやざわ　ふうた 明治大学2年

武田　浩輝 たけだ　ひろき 中京大学3年

予備
登録

峯村　隼斗 みねむら　はやと 中京大学4年

監督 澤根　友梨 さわね　ゆり ジムネット体操教室

坂口　彩夏 さかぐち　あやか 日本体育大学1年

原田　野乃花 はらだ　ののか 静岡産業大学1年

石川　乃々佳 いしかわ　ののか 東海大学１年

桂川　真衣 かつらがわ　まい 東京女子体育大学2年

梅澤 杏奈 うめざわ　あんな アクシス体操教室

予備
登録

西川　麗美 にしがわ　れいみ 東海大学3年

監督 関澤　健二 せきざわ　けんじ 長野東高校教諭

國府方 翔月 こくふがた かづき　 大町岳陽高校3年

越口　竣太 こしぐち　しゅんた 長野東高校3年

吉田　雷輝 よしだ　らいき 大町岳陽高校1年

待井　雄一 まちい　ゆういち 長野東高校2年

赤坂　洸斗 あかさか　ひろと 長野東高校2年

予備
登録

宮沢　優心 みやざわ　ゆうしん 須坂高校1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

國府方　杏月 こくふがた　あづき 大町岳陽高校3年

桐原　楓乃 きりはら　ふうの 大町岳陽高校3年

勝野　沙夏 かつの　さな 白馬高校１年

吉澤　萌々 よしざわ　もも 大町第一中学校3年

山田　陽葵 やまだ　ひまり 松川村立松川中学校3年

予備
登録

長谷川　愛 はせがわ　あゆみ 岡谷南高校2年

成年
男子

男子

体操競技選手

選手

女子

トラン
ポリン

体操競技選手

少年
女子

体操競技選手

少年
男子

成年
女子

体操競技



種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属              

監督 新体操 橋爪　みすず はしづめ みすず 伊那西高校教員

リボン 小林　真奈里 こばやし　まなり 伊那西高校3年

ボール 得能　澪 とくのう　みお 伊那西高校3年

クラブ 小池　萌愛 こいけ　もえ 伊那西高校3年

フープ 谷澤　月渚 たにさわ　るな 伊那西高校3年

団体 山岸　聖菜 やまぎし　せな 伊那西高校2年

永田　詩織 ながた　しおり 伊那西高校3年

生嶋　明 いくしま　めい 伊那西高校3年

9　バスケットボール競技

監督４名　選手71名（男35名　女36名）　計75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（株）

三澤　賢 みさわ　けん 長野市立長野高校教員

武井　弘明 たけい　ひろあき ＸＹＺ（株）

中川　知定真 なかがわ　ちでぃま 東海大学付属諏訪高校2年

務台  達之 むたい　たつゆき 鹿教湯三才山リハビリテーション

松本　陵雅 まつもと　りょうが 上田市立西小学校教員

園原　真樹 そのはら　まき 伊那市立西春近南小学校教員

佐藤　巧実 さとう　たくみ ウインテック（株）

久納　有清 くのう　ゆうせい 東日本旅客鉄道（株）

垂見　海舟 たるみ　かいしゅう ﾌｸﾀﾞﾗｲﾌﾃｯｸ北信越（株）

山中　寛幸 やまなか　ひろゆき 松本市立旭町中学校教員

岩垂　佑貴 いわだれ　ゆうき 岡谷市民病院

高山　鈴琉 たかやま　れいる 東海大学付属諏訪高校2年

林　竜之介 はやし　りゅうのすけ 諏訪中央病院

塩澤　和也 しおざわ　かずや 信州大学教育学部付属長野小学校教員

上原　元大 うえはら　もとひろ 松本養護学校教員

酒井　隆甲 さかい　りゅうき 伸和コントロールズ

小林　大祐 こばやし　だいすけ 松本広域消防局

監督 池内　侑里 いけうち　ゆり 金窓寺

三澤　美希 みさわ　みき 長野市役所

永澤　果歩 ながさわ　かほ 自営業

横井　美沙 よこい　みさ 自営業

加納　菜々子 かのう　ななこ (株)玉扇グローバル

大庭　六花 おおば　りつか 長野市立櫻ヶ岡中学校教員

普天間　未鈴 ふてんま　みすず (有)北信商事

山田　千寛 やまだ　ちひろ 長野オリンパス(株)

望月　楓華 もちつ゛き　ふうか (株)在宅介護やさしい手

田野　永里葉 たの　えりは 東京女子体育大学4年

少年
女子

選手

成年
男子

成年
女子

予備
登録

選手

予備
登録

選手



種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属              

佐藤　加奈 さとう　かな (株)ツルヤ

三ツ石　理乃 みついし　りの 東京女子体育大学3年

荻窪　美紅 おぎくぼ　みく 相馬商事(株)

黒岩　三奈 くろいわ　みな 金子会計事務所

桐原　唯 きりはら　ゆい 自営業

畠山　沙織 はたけやま　さおり 長野市役所

澤崎　奈緒美 さわさ゛き　なおみ 上田日本無線(株)

小山　萌波 こやま　もなみ 松本市立丸ノ内中学校教員

大井　智世 おおい　ともよ 長野県警察学校１年

監督 入野　貴幸 いりの　たかゆき 東海大学付属諏訪高校教員

石口　直 いしぐち　すぐる 東海大学付属諏訪高校2年

エンライト　ウィリアム聖滋 えんらいと　うぃりあむせいじ 東海大学付属諏訪高校1年

太田　凌雅 おおた　りょうが 東海大学付属諏訪高校1年

寺坂　優羽 てらさか　ゆうま 東海大学付属諏訪高校1年

板倉　伶弥 いたくら　れいや 東海大学付属諏訪高校1年

佐々木　颯太 ささき　そうた 東海大学付属諏訪高校1年

本多　一心 ほんだ　いっしん 東海大学付属諏訪高校1年

古畑　和晃 ふるはた　かずあき 東海大学付属諏訪高校1年

上野　拓哉 うえの　たくや 東海大学付属諏訪高校1年

高田　航太郎 たかだ　こうたろう 東海大学付属諏訪高校1年

佐藤　源太郎 さとう　げんたろう 松本深志高校1年

関　陸翔 せき　りくと 大町岳陽高校1年

五十嵐　湧希 いがらし　ゆうき 東海大学付属諏訪高校1年

綱島　佑太朗 つなしま　ゆうたろう 東海大学付属諏訪高校1年

倉田　大地 くらた　だいち 塩尻市立広陵中学校3年

森　悠人 もり　ゆうと 岡谷市立岡谷東部中学校3年

宮澤　遥人 みやざわ　はると 上田市立第六中学校3年

大脇　颯介 おおわき　そうすけ 松本市立女鳥羽中学校3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

早川　采那 はやかわ　あやな 東海大学付属諏訪高校2年

白須　玲奈 しらす　れな 東海大学付属諏訪高校2年

小口　愛理 おぐち　あいり 東海大学付属諏訪高校1年

春日 苺香 かすが　まいか 東海大学付属諏訪高校1年

小飼　来留美 こがい　くるみ 東海大学付属諏訪高校1年

柳澤　穂伽 やなぎさわ　ほのか 東海大学付属諏訪高校1年

細川　実鈴 ほそかわ　みすず 東海大学付属諏訪高校1年

中村　彩心 なかむら　あみ 東海大学付属諏訪高校1年

土屋　湖白 つちや　こはく 東海大学付属諏訪高校1年

赤羽　陽 あかはね　はるひ 東海大学付属諏訪高校1年

渡邉 渚 わたなべ　なぎさ 東海大学付属諏訪高校1年

小沢　美優 おざわ　みゆ 上伊那農業高校1年

選手

成年
女子

少年
男子

予備
登録

予備
登録

選手

選手

少年
女子



種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属              

池田　樹 いけだ　いつき 東海大学付属諏訪高校1年

小川　そら おがわ　そら 東海大学付属諏訪高校1年

北原　未彩 きたはら　みあ 東海大学付属諏訪高校1年

唐澤　美琴 からさわ　みこと 東海大学付属諏訪高校1年

佐藤　芽生 さとう　めい 東海大学付属諏訪高校1年

原田　咲彩 はらだ　さあや 長野市立長野高校1年

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 松商学園高校教員

55kg級 河尻　隆之介 かわじり　りゅうのすけ 長野県ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会

61kg級 稗田　琉玖 ひえだ　るき 金沢学院大学2年

67kg級 深澤　陽生 ふかさわ　ようせい 明治大学1年

73kg級 横山　幸次郎 よこやま　こうじろう 日本体育大学2年

81kg級 末継　悠河 すえつぐ　ゆうが 中京大学4年

89kg級 小松　幸佑 こまつ　こうすけ 夢広場庄内

96kg級 原　圭史郎 はら　けいしろう 日本大学4年

109kg級 良波　快陸 よしなみ　かいり 拓殖大学2年

＋109kg級 太田　至 おおた　いたる 九州国際大学4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 平林　一郎 ひらばやし　いちろう (株)更埴カ―センター

鴇澤　蓮 ときざわ　れん 有限会社山浦きのこサプライ

山本　将彰 やまもと　まさあき 大東建託パートナーズ(株)

市村　海斗 いちむら　かいと 高崎製作所

飯島　良太 いいじま　りょうた (株)ミスズコーポレーション

坂口　綾佑 さかぐち　りゅうすけ 株式会社カヤマ

神林　明未 かんばやし　あきら 高崎製作所

平林　秀斗 ひらばやし　ひでと ライフライン長野㈱

松澤　勇真 まつざわ　ゆうま 駿河台大学4年

村田　悠之介 むらた　ゆうのすけ 協友アグリ㈱

渋沢　樹 しぶさわ　たつき 同志社大学3年

土屋　潤喜 つちや　じゅんき 日本体育大学2年

小林　蒼空 こばやし　そら 長野調理製菓専門学校

成年
男子

選手

選手

成年
男子

少年
女子

予備
登録



種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属              

監督 石川　岳人 いしかわ　がくと 丸子修学館高校教員

田中　雪葉 たなか　ゆきは 千曲市立屋代中学校教員

朝倉　由貴 あさくら　ゆき 松本市立開成中学校教員

依田　理子 よだ　りこ 八十二銀行

小林　悠羅 こばやし　ゆら 国際武道大学4年

阿部　祐佳 あべ　ゆうか 筑波大学3年

山本　幸穂 やまもと　ゆきほ 信州大学3年

宮崎　史帆 みやざき　しほ 信州大学附属病院

畑　瑛美 はた　あきみ 松本市立会田中学校教員

五味　遥 ごみ　はるか 信州大学2年

中島　悠里 なかじま　ゆうり 上田市立武石小学校教員

宮島　恵子 みやじま　けいこ 長野市埋蔵文化財センター

朝倉　輝実 あさくら　てるみ 信州大学3年

監督 清水　卓実 しみず　たくみ 坂城高校教員

塚田　啓太 つかだ　けいた 坂城高校3年

北澤　亮大 きたざわ　りょうた 坂城高校3年

佐野　正栄 さの　まさよし 坂城高校3年

浦澤　颯馬 うらさわ　そうま 屋代高校3年

大熊　瑞希 おおくま　みずき 屋代高校3年

松林　陸斗 まつばやし　りくと 屋代高校3年

宮尾　拓夢 みやお　たくむ 長野南高校3年

伊熊　　晴 いくま　せい 長野南高校3年

北澤　天翔 きたざわ　たかと 長野南高校3年

吉田　　澪 よしだ　れい 東海大付属諏訪高校3年

笠原　淳平 かさはら　じゅんぺい 東海大付属諏訪高校3年

小林　健吾 こばやし　けんご 長野南高校3年

監督 若林　久人 わかばやし　ながひと 屋代高校教員

髙橋　彩乃 たかはし　あやの 長野南高校3年

北原　花映 きたはら　かえ 長野南高校3年

和田　　陽 わだ　ひな 長野南高校3年

内堀　夏希 うちぼり　なつき 長野南高校3年

五十嵐　優衣 いがらし　ゆい 長野南高校3年

堀内　　和 ほりうち　なごみ 屋代高校3年

中島　彩心 なかじま　あみ 屋代高校3年

六川　歩美 ろくがわ　あゆみ 屋代高校2年

両角　咲良 もろずみ　さくら 東海大学付属諏訪高校3年

藤原　奈那美 ふじわら　ななみ 東海大学付属諏訪高校3年

古河　はづき ふるかわ　はづき 東海大学付属諏訪高校3年

松尾　果南 まつお　かなみ 屋代高校3年

選手

少年
男子

少年
女子

選手

成年
女子

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 牧之瀬　和志 まきのせ　かずし 有限会社信州物産

一志　昂太 いっし　こうた 松本市役所

金子　凌 かねこ　りょう 東京経済大学4年

山口　耕平 やまぐち　こうへい 長野俊英高校教員

榛葉　淳之介 しんは　じゅんのすけ 四日市大学3年

香山　隼 かやま　しゅん 國學院大学2年

監督 八田　修 はった　おさむ 裾花中学校教員

木村　日恵 きむら　かえ 信州大学1年

倉科　愛加 くらしな　まなか 松本市役所

大和　ゆみ おおわ　ゆみ 松本市役所

山本　美羽 やまもと　みお 日本体育大学3年

桐山　三奈 きりやま　みな 東京女子体育大学4年

監督 北原　俊文 きたはら　としふみ 上伊那農業高校教員

宮下　優月 みやした　ゆづき 上伊那農業高校3年

唐澤　ののか からさわ　ののか 伊那弥生ケ丘高校3年

小林　まどか こばやし　まどか 長野俊英高校3年

唐澤　すみれ からさわ　すみれ 松商学園高校1年

関口　みれい せきぐち　みれい 松商学園高校1年

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

内村　英司 うちむら　えいじ 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

予備
登録

村松　凜音 むらまつ　りんと 明治大学2年

監督 井上　直紀 いのうえ　なおき 松本市役所

北澤　梓 きたざわ　あずさ 金城大学4年

坂本　直子 さかもと　なおこ 円山クラブ

石月　さくら いしづき　さくら 須坂卓翔会

予備
登録

森　みなみ もり　みなみ 龍谷大学2年

監督 佐藤　拓哉 さとう　たくや 中野西高校教員

塚田　桜姫 つかだ　さくら 中野西高校1年

増田　華 ますだ　はな 松商学園高校1年

北村　麦歩 きたむら　むぎほ 中野西高校3年

予備
登録

岡野　華奈 おかの　かな 松商学園高校2年

成年
男子

選手

成年
女子

選手

選手

成年
女子

選手

選手

成年
男子

選手

少年
女子

少年
女子



14　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              

監督
兼任

仮屋　将 かりや　まさし 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

坂本　光司 さかもと　こうじ ルビコン株式会社

園田　大己 そのた　ひろき ルビコン株式会社

青山　洸二 あおやま　こうじ セイコーエプソン株式会社

丸茂　将悟 まるも　しょうご セイコーエプソン株式会社

大和久　竣矢 おおわく　しゅんや ルビコン株式会社

倉石　政哉 くらいし　まさや しなの鉄道株式会社

山田　大生 やまだ　ひろき ルビコン株式会社

青柳　孝輝 あおやぎ　こうき セイコーエプソン株式会社

川上　克也 かわかみ　かつや 松本市役所

青柳　佑輔 あおやぎ　ゆうすけ ルビコン株式会社

黒岩　広夢 くろいわ　ひろむ 株式会社マルニシ

樋口　仁 ひぐち　じん 岡谷市役所

那須　淳太 なす　じゅんた ＪＡ松本ハイランド

堤　謙吾 つつみ　けんご セイコーエプソン株式会社

15　馬術競技

監督１名（うち選手兼任１名）　選手10名（男５名　女５名）　計11名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属              

小林　義彦 こばやし　よしひこ 飯綱高原乗馬倶楽部

柏木　耕平 かしわぎ　こうへい 株式会社グラティア

セントジョージ賞典
馬場馬術 永見　一平 ながみ　いっぺい ＥＳＪ

予備
登録

佐藤　賢希 さとう　けんき 明松寺馬事公苑

監督
兼選手

二段階障害飛越
標準障害飛越 佐藤　泰 さとう　たえ 明松寺馬事公苑

二段階障害飛越
標準障害飛越 佐々　ゆかり さっさ　ゆかり ＪＡ長野厚生連北信総合病院

二段階障害飛越
セントジョージ賞典

馬場馬術
衛藤　みのり えとう　みのり 明松寺馬事公苑

予備
登録

有吉　梓 ありよし　あずさ 明松寺馬事公苑

ｼﾞｭﾆｱﾗｲﾀﾞ
ｰ個人馬場

団体障害飛越
永見　牧人 ながみ　まきと 飯田高校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

ミヤトヴィッチ　美愛 みやとゔぃっち　みあ 横浜インターナショナルスクール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

兼任ホース
マネージャー

長野市立西部中学校３年

選手

選手

成年
男子

選手

少年

小林　咲心 こばやし　さこ

成年
男子

成年
女子

選手

スピードアンドハン
ディネス

標準障害飛越



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

山岸　亜澄 やまぎし　あずみ 箕輪町役場　沢保育園

田畑　歩花 たばた　ほたる NPO法人宅老所なの花

宮下　水稀 みやした　みずき 同志社大学2年

監督 木下　布美子 きのした　ふみこ 箕輪町教育委員会

保科　幸作 ほしな　こうさく 伊那北高校2年

中村　駿太 なかむら　しゅんた 箕輪進修高校2年

小池　悠太郎 こいけ　ゆうたろう 箕輪中学校3年

有賀　尚迪 あるか　なおみち 箕輪中学校3年

監督 唐澤　千夏 からさわ　ちなつ 箕輪町役場

小池　花佳 こいけ　はなか 伊那北高校3年

林　愛実 はやし　あいみ 箕輪中学校3年

五味　恋菜 ごみ　ここな 箕輪中学校3年

田中　すみれ たなか　すみれ 辰野高校１年

17　柔道競技

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 百瀬　渡 ももせ　わたる 駒ケ根工業高校教員

山口　駿輔 やまぐち　しゅんすけ 松本少年刑務所

大塚　翔斗 おおつか　しょうと 至学館大学3年

平林　直矢 ひらばやし　なおや 東芝プラントシステム（株）

五味　江貴 ごみ　こうき 東芝プラントシステム（株）

鳥羽　潤 とば　じゅん 株式会社ニップン

監督 手塚　裕司 てづか　ゆうじ 松商学園高校教員

白金　宏都 しらかね　ひろと 佐久長聖高校3年

大井　陸 おおい　りく 松本第一高校3年

菅原　翼 すがはら　つばさ 松本第一高校3年

柴垣　修斗 しばがき　しゅうと 佐久長聖高校3年

北原　楓大 きたはら　ふうた 松本第一高校3年

成年
男子

少年
男子

選手

選手

成年
女子

選手

選手

選手

少年
女子

少年
男子



18　ソフトボール競技

監督４名（うち１名選手兼任）　選手50名（男24名　女26名）計54名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属              

監督
兼任

野村　拓未 のむら　たくみ Y`s伊那クラブ

佐野　和貴 さの　かずき Y`s伊那クラブ

古幡　浩貴 ふるはた　ひろき Y`s伊那クラブ

北村　和也 きたむら　かずや オール信州

高橋　祐介 たかはし　ゆうすけ オール信州

西尾　新太郎 にしお　しんたろう Y`s伊那クラブ

浦野　陽平 うらの　ようへい Y`s伊那クラブ

唐澤　将司 からさわ　まさし Y`s伊那クラブ

入江　奎介 いりえ　けいすけ Y`s伊那クラブ

坂野　功祐 さかの　こうすけ Y`s伊那クラブ

金山　幸人 かなやま　ゆきと オール信州

兼子　　弦 かねこ　げん 桜美林大学3年

監督 杉野　公英 すぎの　きみひで 大和電機工業株式会社

清水　梓未 しみず　あずみ 大和電機工業株式会社

北山　柚花 きたやま　ゆか 大和電機工業株式会社

大串　都未希 おおぐし　つみき 大和電機工業株式会社

小柳　結 こやなぎ　ゆい 大和電機工業株式会社

新海　雪奈 しんかい　ゆきな 大和電機工業株式会社

古賀　藍奈 こが　あいな 大和電機工業株式会社

車　亜紀子 くるま　あきこ 大和電機工業株式会社

立川　可純 たてかわ　かすみ 大和電機工業株式会社

渡邊　佳世 わたなべ　かよ 大和電機工業株式会社

岡村　香織 おかむら　かおり 大和電機工業株式会社

堀　あかね ほり　あかね 大和電機工業株式会社

日比野　瑠々 ひびの　るる 松本大学4年

土屋　亜友未 つちや　あゆみ 松本大学3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

唐澤　蒼天 からさわ　そら 伊那弥生ケ丘高校3年

塚越　健介 つかこし　けんすけ 伊那弥生ケ丘高校3年

井原　良介 いはら　りょうすけ 伊那弥生ケ丘高校3年

松下　蒼天 まつした　そうてん 伊那弥生ケ丘高校3年

湊　皓也 みなと　こうや 伊那弥生ケ丘高校2年

竹内　蓮 たけうち　れん 飯山高校3年

大澤　浩太 おおさわ　こうた 伊那弥生ケ丘高校2年

久保田　星吾 くぼた　せいご 伊那弥生ケ丘高校3年

湯本　翔英 ゆもと　しょうえい 飯山高校3年

古澤　和士 ふるかわ　かずし 伊那弥生ケ丘高校1年

伊藤　航介 いとう　こうすけ 伊那弥生ケ丘高校1年

深谷　礎 ふかや　もと 伊那弥生ケ丘高校2年

御子柴　大雅 みこしば　たいが 伊那弥生ケ丘高校1年

監督 伊東　摩耶 いとう　まや 長野商業高校教員

中川　実久 なかがわ　みく 長野商業高校2年

小川　涼菜 おがわ　すずな 文化学園長野高校3年

東方　伽奈枝 とうぼう　かなえ 長野商業高校3年

久保田　恵美 くぼた　めぐみ 篠ノ井高校3年

鈴木　葵衣 すずき　あおい 長野商業高校3年

新開　汐喜 しんかい　ゆき 長野商業高校3年

中村　舞希 なかむら　まいき 長野商業高校3年

岡澤　美桜 おかざわ　みお 長野商業高校2年

入江　真帆 いりえ　まほろ 伊那西高校3年

浅井　明香里 あさい　あかり 篠ノ井高校2年

久保田　夏帆 くぼた　かほ 長野商業高校2年

石田　叶美 いしだ　かなみ 長野商業高校2年

米村　夢芽 よねむら　ゆめ 中野西高校3年

少年
女子

選手

少年
男子

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 株式会社オーバーテイク

樋渡　元志 ひわたり　もとし AC長野パルセイロBC

八岩　慎之介 やついわ　しんのすけ AC長野パルセイロBC

本田　光 ほんだ　ひかる 明治大学1年

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

須賀　紗樹 すが　さき 文化学園長野高校

佐藤　麗 さとう　うらら 日本体育大学4年

伊藤　千晶 いとう　ちあき 日本大学4年

監督 本道　由幸 ほんどう　よしゆき 松商学園高校(教)

小澤　梨恋 おざわ　りこ 蘇南高校3年

後藤　栞 ごとう　しおり 蘇南高校3年

小林　茉莉花 こばやし　まりか 文化学園長野高校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 永藤　聡 ながとう　あきら 永藤土地家屋調査士事務所

蟹澤　契太 かにさわ　けいた 長野オリンパス㈱

清水　北登 しみず　ほくと ㈱竹内製作所

藤森　千友貴 ふじもり　ちゆき 松山㈱

監督 亀岡　英司 かめおか　えいじ ㈱帝産ロッヂ

飯野　葵 いいの　あおい ㈱ライト光機製作所

馬場　絢音 ばば　あやね ㈱北澤電機製作所

藤澤　敏恵 ふじさわ　としえ 新光電気工業㈱

監督 伊藤  公二 いとう　こうじ セイコーエプソン㈱

倉本　泰地 くらもと　たいち 木曽青峰高校3年

田畑　光唯 たばた　ひかる 飯田風越高校3年

宮下　悦輝 みやした　えつき 飯田OIDE長姫高校3年

監督 大久保　雅揮 おおくぼ　まさき 松商学園高校（教）

松永　真衣 まつなが　まい 長野日大高校3年

石井　澪 いしい　みお 松本県ヶ丘高校3年

宮木　楓花 みやき　ふうか 松商学園高校3年

成年
女子

選手

選手

選手

少年
女子

成年
男子

少年
女子

選手

少年
男子

成年
女子

選手

選手

成年
男子

選手



21　ライフル射撃競技

監督２名　選手５名（男３名　女２名）　計７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

年少者
射撃監督 関川　孝雄 せきがわ　たかお エス技研

FR60PR 城口　保雄 しろぐち　やすお （有）城口商店

FR3*40 大山　和馬 おおやま　かずま 長野地方法務局木曽支局

R3*40 砥石　真衣 といし　まい （株）日立システムズ

AR60W 額賀　史子 ぬかが　ふみこ （株）寿製薬

少年
男子

AR60J 柳沢　充 やなぎさわ　みつる 長野工業高校3年

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

溝邊　いずみ みぞべ　いずみ 長野市嘱託職員

穂刈　真由子 ほかり　まゆこ 信州大学大学院

監督 大草　務 おおくさ　つとむ 長野日本大学高校教員

越山　薫 こしやま　かおる 長野日本大学高校3年

アダムソン コディ クリストファー あだむそん こでぃ くりすとふぁー 長野日本大学高校3年

宮本　幸貴 みやもと　こうき 長野日本大学高校3年

小島　大輝 おじま　だいき 長野日本大学高校2年

宮下　隼弥 みやした　としや 長野日本大学高校2年

監督 榛葉　亨 しんは　とおる 南安曇農業高校教員

倉田　芽依 くらた　めい 松商学園高校3年

山本　結奈 やまもと　ゆうな 松商学園高校1年

黒鳥　真央 くろとり　まお 松商学園高校3年

上島　華 かみじま　はな 松商学園高校2年

三浦　彩希 みうら　さき 松商学園高校3年

選手

選手

選手

少年
女子

選手

成年
女子

少年
男子

成年
男子

成年
女子



23　ラグビーフットボール競技

監督３名　選手54名（男43名　女11名）　計57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 箕輪進修高校（教）

小林　克 こばやし　すぐる 飯田高校（教）

桐山　大輝 きりやま　ひろき JA南信州

征矢野　勇海 そやの　いさみ JA南信州

平澤　繋 ひらさわ　けい 飯田信用金庫

矢澤　遼 やざわ　りょう JA南信州

小平　一輝 こだいら　かずき 夏目光学株式会社

瀧川　廉 たきがわ　れん 鳶　久保田組

吉川　晨 よしかわ　しん 天恵製菓株式会社

三村　章文 みむら　あきふみ JA南信州

横田　善 よこた　ぜん 新潟食料農業大学

湯澤　道人 ゆざわ　みちと 大塚刷毛製造株式会社

福沢　魁 ふくざわ　かい 天恵製菓株式会社

矢澤　信悟 やざわ　しんご 小林製袋産業株式会社

小林　歩 こばやし　あゆむ 飯田市役所

西　雄三 にし　ゆうぞう 株式会社 平田商会

市岡　哲也 いちおか　てつや 勝間田建設株式会社

監督 白鳥　憲之 しろとり　のりゆき 長野工業高校教員

林　健斗 はやし　けんと 飯田高校2年

嶋田　貫太 しまだ　かんた 飯田高校3年

吉沢　幸多郎 よしざわ　こうたろう 飯田高校3年

鈴木　唯仁 すずき　ゆいと 飯田高校1年

矢嶋　陽彦 やじま　はるひこ 飯田高校2年

遠山　達朗 とおやま　たつろう 飯田高校3年

湯澤　昂 ゆざわ　こう 飯田OIDE長姫高校3年

村松　紗颯 むらまつ　さりゅう 飯田高校3年

小林　倭士 こばやし　やまと 飯田高校3年

新井　晟仁 あらい　まこと 飯田高校3年

市瀬　幸太郎 いちのせ　こうたろう 飯田高校2年

棚田　祥乃介 たなだ　しょうのすけ 飯田高校3年

中村　友海 なかむら　ゆう 飯田OIDE長姫高校3年

根津　望嵩 ねつ　ほたか 岡谷工業高校3年

羽毛田　剛志 はけた　つよし 岡谷工業高校3年

大澤　真叶 おおさわ　まさと 岡谷工業高校3年

堀内　友太 ほりうち　ゆうた 岡谷工業高校2年

和久田　漸 わくだ　ぜん 岡谷工業高校2年

選手

予備
登録

成年
男子

少年
男子

選手



種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属              

丸茂　圭太 まるも　けいた 岡谷工業高校3年

平沢　良介 ひらさわ　りょうすけ 岡谷工業高校3年

戸倉　ヒデキ とぐら　ひでき 岡谷工業高校3年

ラコマイソソ　イマニエル らこまいそそ　いまにえる 岡谷工業高校2年

高林　裕 たかばやし　ゆう 飯田OIDE長姫高校2年

河合　晴太 かわい　はるた 飯田高校2年

五味　侑也 ごみ　ゆうや 岡谷工業高校2年

竹内　一汰 たけうち　いった 岡谷工業高校3年

松島　大器 まつしま　だいき 飯田OIDE長姫高校3年

監督 長﨑　逸人 ながさき　はやと 東京都市大学塩尻高校教員

藤本　麻依子 ふじもと　まいこ ARUKAS KUMAGAYA

大久保　未夢 おおくぼ　みゆ 長野保健医療大学2年

尾上　アスマ おのうえ　あすま 東京都市大学塩尻高校3年

中村　羽奏 なかむら　わかな 下伊那農業高校1年

塩野入　千咲 しおのいり　ちさき 東京都市大学塩尻高校1年

木間　葵巴 きま　あおば 東京都市大学塩尻高校2年

河野　菜月 こうの　なつき 東京都市大学塩尻高校2年

丸山　里淑 まるやま　りずむ 飯田高校2年

丸山　萌仁果 まるやま　もにか 飯田高校2年

後藤　心美 ごとう　ここみ 飯田風越高校2年

予備
登録

羽毛田　莉奈 はけた　りな 長野保健医療大学4年

予備
登録

選手

女子 選手

少年
男子



24　スポーツクライミング競技

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              

監督 橋詰　正興 はしづめ　まさおき 有限会社　鳥喜代

三森　里子 みつもり　さとこ エッジアンドソファ

塩入　奈津希 しおいり　なつき 近畿大学1年

監督 早石　利枝 はやいし　りえ

山田　登輝 やまだ　とき 松本第一高校2年

野本　晃多 のもと　こうた 芦原中学校3年

監督 川嶋　一暢 かわしま　かずのぶ 白馬村地域包括支援センター

中嶋　諒 なかじま　りょう 松商学園高校3年

川嶋　すず菜 かわしま　すずな 大町岳陽高校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２名（男２名）　計３名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属              

監督 篠原　武文 しのはら　たけふみ 日精樹脂工業株式会社

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

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

25-2　カヌー競技（スプリント）

監督１名　　選手７名（男５名　女２名）　計８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 池田工業高校教員

成男 選手 カヤック
シングル 唐木田　充己 からきだ　みつき 日本体育大学2年

カヤック
シングル 唐木田　進人 からきだ　みちと 篠ノ井高校犀峡校2年

カヤック
ペア 石田　博駆 いしだ　はく 篠ノ井高校犀峡校3年

カヤック
ペア 春日　秀宣 かすが　ひでのり 篠ノ井高校犀峡校3年

カナディアン
シングル 髙沼　莉玖 こうぬま　りく 篠ノ井高校犀峡校3年

カヤック
ペア 武田　莉央 たけだ　りお 篠ノ井高校犀峡校1年

カヤック
ペア 内山　瑞樹 うちやま　みずき 篠ノ井高校1年

少年
女子

少年
男子

選手

少年
女子

選手

成年
男子

選手

選手

選手

少年
男子

選手

成年
女子



26　アーチェリー競技

監督４名　選手15名（男８名　女７名）　計19名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属              

監督 井原　一厳 いはら　かずよし ナルスポーツ

宮原　雅 みやはら　まさし 株式会社ライト光機製作所

丸山　貴之 まるやま　たかゆき フランスベッド株式会社

長澤　宏平 ながさわ　こうへい 東京特殊電線株式会社

予備
登録

大日方　海 おびなた　かい 有限会社カトーモーター

監督 増田　宣良 ますだ　のぶよし ホワイトヒルはまゆう

永濵　澪来 ながはま　みく 長野大学4年

戸谷　恵理奈 とや　えりな 学校法人MGL学園高崎動物専門学校2年

滝澤　由麻 たきざわ　ゆま 学校法人四徳学園長野保健医療大学2年

監督 村上　正之 むらかみ　まさゆき シェルアーチェリー

白井　航惺 しらい　こうせい 上田市立塩田中学校3年

堀内　研佑 ほりうち　けんすけ 上田市立塩田中学校3年

上原　颯起 うえはら　そうた 上田西高校1年

予備
登録

柳橋　克哉 やなぎばし　かつや 上田西高校2年

監督 中島　明弘 なかじま　あきひろ 有限会社中島製作所

梅原　優佳 うめはら　ゆうか 上田西高校3年

小林　結月 こばやし　ゆづき 上田染谷丘高校3年

藤森　夢華 ふじもり　ゆめか 上田東高校3年

予備
登録

金井　由莉香 かない　ゆりか 上田染谷丘高校3年

27　空手道競技

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 中村　宣之 ナカムラ　ノブユキ 誠拳会道場

杉野　拓海 スギノ　タクミ ㈱ライジングトラスト

畔上　快 アゼガミ　カイ 帝京大学4年

宇海　水稀 ウガイ　ミズキ シモハナ物流㈱

平林　沙織 ヒラバヤシ　サオリ 長谷川空手スクール

少男 選手 形 相川　透輝 アイカワ　トウキ 松本第一高校3年

宇海　友里加 ウガイ　ユリカ 松本第一高校3年

相川　流璃 アイカワ　ルリ 松本第一高校1年

少年
男子

選手

形

選手 形

選手

成年
男子

少年
女子

選手

成年
女子

選手

選手 形

選手

少年
女子

成年
女子

成年
男子



28　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 戸田　千惠 とだ　ちえ 塩尻市立吉田小学校（教）

井藤　圭都 いとう　けいと 松商学園高校2年

柳本　凜華 やなぎもと　りんか 松本県ケ丘高校2年

鈴木　唯花 すずき　ゆいか 松商学園高校1年

29　ボウリング競技

監督３名　選手10名（男６名　女４名）　計13名

種別
監督
選手

種　目 氏　名 ふりがな 所　　属              

監督 川上　秀樹 かわかみ　ひでき 長野県ボウリング連盟

村石　智康 むらいし　ともやす （有）興和商工

中村　祐紀 なかむら　ゆうき ハシバテクノス（株）

竹下　将弘 たけした　まさひろ （株）長野汎用計器製作所

関　陽一 せき　よういち 昭和電機産業(株)

監督 片倉　光子 かたくら　みつこ 長野県ボウリング連盟

内藤　ひろみ ないとう　ひろみ ヤマト運輸(株)

西澤　恭子 にしざわ　きょうこ セイコーエプソン(株)広丘事業所

加納　葵 かのう　あおい 松本大学4年

浦野　朝子 うらの　ともこ 上伊那生協病院

監督 小林　克 こばやし　すぐる （有）ＫＩＮＧ工務店

小林　和真 こばやし　かずま 長野工業高校2年

神田　伶葵那 かんだ　れおな 篠ノ井西中学3年

30　ゴルフ競技

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              

監督 宮川　剛 みやがわ　つよし 河東土地改良区

黒田 幸太郎 くろだ　こうたろう 佐久長聖高校２年

三橋 颯太朗 みつはし　そうたろう 佐久長聖高校２年

犬飼 泰我 いぬかい　たいが 佐久長聖高校１年

選手

選手

成年
男子

少年
男子

選手

成年
女子

少年
男子

選手

少年
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31名

氏　名 ふりがな              

水泳（AS） 渡辺　葵 わたなべ　あおい 長野ASC

サッカー（少男） 杉山　俊樹 すぎやま　としき 相澤病院

サッカー（女子） 小林　秀樹 こばやし　ひでき こばひで接骨院

バレーボール（成男） 杉戸　恵里加 すぎと　えりか くまき整形外科・リウマチ科クリニック

体操（新体操少女） 鈴木　健大 すずき　たけひろ (株)BCF

体操（新体操少女） 上條　治子 かみじょう　はるこ 株式会社魚国

体操（トランポリン全） 川田　和人 かわた　かずひと 長野ＮＡＴＳトランポリンクラブ

体操（トランポリン全） 青木　妙子 あおき　たえこ 長野ＮＡＴＳトランポリンクラブ

バスケット（成男） 降旗　一樹 ふりはた　かずき 軽井沢病院

バスケット（成女） 渡辺　華帆 わたなべ　かほ 医療法人雨宮病院

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 ＡＴＣ

ハンドボール（成女） 中澤　卓美 なかざわ　たくみ 県立総合リハビリテーションセンター

ソフトテニス（成男） 丸山　主税 まるやま　ちから 株式会社ZERO

ソフトテニス（成女） 滝川　渉 たきがわ　わたる 株式会社ZERO

空手道（全） 小島　庸稔 コジマ　ノブトシ 須坂郵便局

空手道（全） 大峡　正臣 オオバ　マサオミ 有限会社　仲店

空手道（全） 矢野　宏治 ヤノ　コウジ 中京学院大学職員

空手道（全） 真島　和城 マシマ　カズキ ましま整骨院

軟式野球（成男） 坂本　義峰 さかもと　よしみね うすいクリニック

フェンシング（全） 岩崎　健太郎 いわさき　けんたろう 伊那中央病院

ソフトボール（成男） 秋山　純也 あきやま　じゅんや (株)BCF

ソフトボール（成女） 岩谷　友倫 いわや　ともみち 相澤病院

バドミントン（全） 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

弓道（全） 藤田　正樹 ふじた　まさき FujitaHomeService

四方　佑紀 しかた　ゆうき 松本市城山介護老人保健施設

小河内　博貴 おごうち　ひろき 伊那中央病院

服部　徹 はっとり　とおる 北アルプス医療センター白馬診療所

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員

工藤　哲也 くどう　てつや 長野アドバンスコンディショナーズ株式会社

ボウリング（全） 原　和正 はら　かずまさ 原整骨院

ゴルフ（少男）

スポーツクライミング（少女）

競　技

スポーツクライミング（成女）

スポーツクライミング（少男）

ゴルフ（全）

所　　属

氏　名 ふりがな 所属団体 備　　　考

後藤　博久 ごとう　ひろひさ
長野県JSPO公認
スポーツドクター協議会

　南長野医療センター篠ノ井総合病院



Ⅳ 支援コーチ（競技団体派遣トレーナー含む） 　計63名

氏　名 ふりがな              

サッカー（成男） 川邊　裕紀 かわべ　ゆうき アルティスタ浅間

サッカー（成男） 薮　健太朗 やぶ　けんたろう アルティスタ浅間

サッカー（成男） 谷崎　瑞季 たにざき　みずき （株）アイカム

サッカー（少男） 芳賀　敦 はが　あつし 松本山雅FC

サッカー（少男） 天野　達也 あまの　たつや 駒ヶ根工業高校教諭

サッカー（少男） 森田　卓 もりた　たかし 池田工業高校教諭

サッカー（少男） 當銀　拓也 とうぎん　たくや 筑摩野中学校教諭

サッカー（少男） 大羽　亮平 おおば　りょうへい 田川高校教諭

サッカー（少男） 平林　隼光 ひらばやし　はやみつ 東海大学付属諏訪高校

サッカー（女子） 堤　喬也 つつみ　たかや （株）長野パルセイロ・アスレチッククラブ

サッカー（女子） 池ヶ谷　夏美 いけがや　なつみ （株）長野パルセイロ・アスレチッククラブ

サッカー（女子） 前田　ふらの まえだ　ふらの （株）長野パルセイロ・アスレチッククラブ

サッカー（女子） 湯本　仁志 ゆもと　ひとし （株）長野パルセイロ・アスレチッククラブ

サッカー（女子） 町田　善行 まちだ　よしゆき （株）長野パルセイロ・アスレチッククラブ

サッカー（女子） 平出　遥夏 ひらいで　はるか （株）長野パルセイロ・アスレチッククラブ

サッカー（女子） 坂田　駿 さかた　しゅん （株）長野パルセイロ・アスレチッククラブ

テニス（成年男女） 濱　尭二 はま　たかし (有)電算オフィスオートメーション

ボート（全） 野田　郁真 のだ　いくま 井口エネルギー（株）

バレーボール（成男） 山﨑　幸一郎 やまざき　こういちろう 株式会社本久

バレーボール（成女） 小坂　亜未 こさか　あみ ルートインジャパン(株)

バレーボール（少男） 宮坂　俊樹 みやさか　としき 岡谷工業高校 教諭

体操（新体操） 﨑濱　かすみ さきはま　かすみ ポーラ☆スターRG

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（成男） 高橋　健太 たかはし　けんた 佐久平総合リハビリセンター

バスケット（成女） 中村　聖美 なかむら　さとみ ホクト産業(株)

バスケット（成女） 辻　希美 つじ　のぞみ 中野市役所

バスケット（成女） 藤澤　真優 ふじさわ　まゆ 清泉女学院短期大学1年

バスケット（少男） 名取 駿 なとり　しゅん 上田染谷丘高校教員

バスケット（少男） 荒木　志勇人 あらき　しゅうと 長野吉田高校教員

バスケット（少男） 養田　達也 ようだ　たつや 佐久長聖高校教員

バスケット（少男） 佐藤　信也 さとう　しんや 小諸東中学校教員

バスケット（少男） 依田好平 よだ　こうへい 佐久平整形外科クリニック

バスケット（少女） 江取　大介 えとり　だいすけ 長野県上伊那農業高校教員

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

バスケット（少女） 笠原　信行 かさはら　のぶゆき 長野市立信州新町中学校教員

競　技 所　　属



氏　名 ふりがな              

ハンドボール（成男） 宮島　俊介 みやじま　しゅんすけ ㈱日商印刷

ハンドボール（成男） 根石　涼平 ねいし　りょうへい 長野松代総合病院

ハンドボール（成女） 清水　浩子 しみず　ひろこ 上田高校教員

ハンドボール（成女） 赤地　仁絵 あかち　ひとえ 長野西高校教員

ハンドボール（成女） 伴野　惇也 ともの　じゅんや 茅野高校教員

ハンドボール（少男） 牛丸　敦貴 うしまる　あつき 東海大学付属諏訪高校教員

ハンドボール（少男女） 鳥谷越　洋 とりやこし　ひろし 長野南高校教員

ハンドボール（少女） 行田　潤 ぎょうだ　じゅん 東海大学付属諏訪高校教員

ソフトテニス（成男） 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

ソフトテニス（成女） 川村　尚子 かわむら　なおこ 茅野東部中学校教員

ソフトテニス（少女） 塩本　真崇 しおもと　まさたか 上田東高校教員

ソフトテニス（少女） 中山　賢二 なかやま　けんじ 伊那北高校教諭

バドミントン（少女） 須賀　健太郎 すが　けんたろう 文化学園長野高等学校教員

空手道（全） 竹内　宗彦 タケウチ　ムネヒコ 竹内歯科医院

弓道（成男） 平澤　敏弘 ひらさわ　としひろ 日本電産㈱

弓道（成女） 志村　仁 しむら　ひとし 山二発條㈱

弓道（少男） 矢部　誠一 やべ　せいいち 高遠高校

弓道（少女） 原　周一郎 はら　しゅういちろう 小諸商業高校

剣道（成女） 南都　美香子 なんと　みかこ 中野市嘱託職員

剣道（少男） 矢野　博之 やの　ひろゆき 文化学園長野高校教員

剣道（少女） 後藤　將史 ごとう　まさふみ 学校法人松商学園教員

ラグビー（少年男子） 湯澤　一道 ゆざわ　かずみち 飯田高校教員

ラグビー（少年男子） 勝野　大 かつの　だい 岡谷工業高校教員

ラグビー（少年男子） 中村　光希 なかむら　ひろき 飯田ＯＩＤＥ長姫高校教員

ラグビー（少年男子） 笠井　道也 かさい　みちなり 長野高校教員

ラグビー（女） 槇原　健太 まきはら　けんた 上田千曲高校教員

ラグビー（女） 箕浦　夕太 みのうら　ゆうた 下伊那農業高校教員

ラグビー（女） 伊藤　彰朗 いとう　あきろう 飯田高校教員

競　技 所　　属


