
平成１７年７月１日（金）～７月２日（土）

会場：長野運動公園総合体育館（東和田）

少年の部

１位 小平 徹也 中嶋 辰徳 (小諸商業) １位 加藤 千鶴 櫻井 優子 (蘇南)

２位 藤巻 寛久 坂本 匠 (大町北) ２位 両角 香奈杏 米沢 智佳 (松代)

３位 佐藤 正樹 高橋 宏士 (大町北) ３位 小原 奈美子 下村 彩乃 (赤穂)

３位 穂谷 圭祐 竹内 慶太郎 (長野商業) ３位 小林 静佳 足立 由衣 (文化女大長野)

５位 矢神 謙介 山田 詩歩 (長野商業) ５位 片井 玲来 小林 麻美 (須坂)

５位 傳田 邦之 重野 利彰 (長野商業) ５位 竹田 美咲 松島 悦子 (大町北)

５位 宮下 新也 清水 洋志 (長野日本大学) ５位 平林 佳織 安藤 法美 (文化女大長野)

５位 和田 裕樹 田島 孝稔 (蓼科) ５位 田中 沙織 井口 香 (長野商業)

１位 中嶋 辰徳 (小諸商業) １位 片井 玲来 (須坂)

２位 竹内 慶太郎 (長野商業) ２位 宮本 明子 (篠ノ井)

３位 白金 健豪 (蘇南) ３位 竹田 美咲 (大町北)

３位 藤巻 寛久 (大町北) ３位 奥原 未来 (大町)

５位 田崎 一真 (長野商業) ５位 下村 彩乃 (赤穂)

５位 井出 達也 (小諸商業) ５位 小原 奈美子 (赤穂)

５位 石川 卓人 (下諏訪向陽) ５位 北澤 由香 (上田染谷丘)

５位 小平 徹也 (小諸商業) ５位 佐藤 恵莉奈 (上田染谷丘

成年の部

１位 小町谷 輝･伊東 健治 (駒ヶ根市) １位 布目 沙矢香･味岡 真由美 住友信託東女体大

２位 山﨑  広一･中村 祐介 (高山体協･信陽食品) ２位 黒河内 恵子･荻原 直子 ﾌｪﾆｯｸｽﾗﾌﾞｵｰﾙ

３位 土屋 渡･五味 昭一 (シバウラ) ３位 中村 一美･武田 絢子 美羽ク信大ク

３位 滝澤 忍･吉原 光一 (長野市) ３位 柳澤 千織･込山 拡美 (臥龍会)

５位 堀 重文･吉澤 茂喜 さつきク臥龍会 ５位 中村 真希･鶴田 知恵子 (臥龍会)

５位 柏原 孝志･加藤 崇 ｵﾘﾝﾊﾟｽ塩尻体協 ５位 西澤 佳美･折井 雅美 (更北バド)

５位 菅沼 雄一･上村 太介 喜久盛信大ク ５位 斉藤 亜希･中島 里絵 (臥龍会)

５位 吉野 泰正･岩垂 潤 シバウラ塩尻体協 ５位 原 直美･竹内 佐愉里 (臥龍会)

１位 小町谷　輝 駒ヶ根市 １位 布目 沙矢香 (住友信託銀行)

２位 山崎　広一 高山体協 ２位 中村 真希 (臥龍会)

３位 篠原　研司 オール佐久 ３位 荻原 直子 (ラブオール)

３位 阿部　直樹 オール佐久 ３位 倉嶋 紗綾子 (信州大学)

５位 五味　昭一 シバウラ ５位 武田 絢子 (信大クラブ)

５位 龍野　友太 ダイバリー ５位 清水 絵美 (フェニックス)

５位 小山　智之 臥龍会 ５位 柳澤 千織 (臥龍会)

５位 吉野　泰正 シバウラ ５位 矢部 舞 (上田市)
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