
No 店舗名 出場 高校名 地区 No 店舗名 出場 高校名 地区
1 男女 仙台育英 77 サンリッツひびき 男 大阪 坂下（入舟）

2 男女 伊那弥生ヶ丘 78 牛角 男 大垣日大 坂下（入舟）

3 越後屋肉店 女 秋田北鷹 山寺 79 萬里 男 出雲工業 坂下（入舟）

4 角八 男女 智辯学園奈良カレッジ 山寺 80 亀 男 西京 坂下（入舟）

5 ふじわらクリーニング 女 立命館 山寺 81 ともえ食堂 男 福岡第一 坂下（入舟）

6 尚美堂 男女 駒澤大学 山寺 82 出逢い 男 長野西 坂下（入舟）

7 女 篠山鳳鳴 83 花紋 男 上田千曲 坂下（入舟）

8 男 松川 84 たなごころ 男 岡谷南 坂下（入舟）

9 光印堂 男女 秦野 山寺 85 天壇 男女 飯田風越 坂下（入舟）

10 羅針盤 男 武蔵越生 山寺 86 酒とかふぇ　はしば 男 国学院久我山 坂下（入舟）

11 八幡寿司 男 拓殖大学第一 山寺 87 創作BAR　FLATT 男 四日市工業 坂下（入舟）

12 ｱﾙﾌﾟｽ中央信金伊那北支店 男女 奈良育英 山寺 88 菓子庵石川 女 大阪薫英女学院 荒井１丁目
13 唐木洋服店 男 鎌倉学園 山寺 89 かねせん 男 秋田工業 荒井１丁目
14 あららぎ歯科 男 高岡向陵 山寺 90 朝日スポーツ 女 市立船橋 荒井１丁目
15 みどり 男 浜松工 山寺 91 スーパー加藤 男 東京農業大学第二 荒井１丁目
16 養老の瀧 男 藤枝明誠 山寺 92 小林書店 男 富岡 荒井１丁目
17 昭和軒 男 名経大高蔵 山寺 93 伊那無線 女 高岡 荒井１丁目
18 男女 桂 94 クロネコ 男女 加藤学園 荒井１丁目
19 男女 長野日大 95 ﾆｼｻﾞﾜｼｮｯﾊﾟｰｽﾞ食彩館 男女 浜松商業 荒井１丁目
20 丸六尾崎洋服店 女 京都光華 山寺 96 オリュージュかぐや 女 上田東 荒井１丁目
21 中央商事 男 網野 山寺 97 みすず洋装店 男 相洋 荒井１丁目
22 あぶらや 男女 長野 山寺 98 やません・門 男 三条 荒井１丁目
23 あらやしき 男 関西創価 山寺 99 キャリアスクール・伊那 男女 県立岐阜商業 荒井１丁目
24 フランセ板屋 男 飾磨工業 山寺 100 カラオケＹＯＵ遊 男女 草津東 荒井１丁目
25 ラーメン金六 男 水島工業 山寺 101 テイル ヘアー デザイン 女 滋賀短期大学附属 荒井１丁目
26 国際ピーアール 男 徳島科学技術 山寺 102 男 倉敷
27 エルモールヤハタ 男 須坂 山寺 103 女 飯田女子
28 にんべん酒店 男女 島田 山寺 104 紙庄 男 益田清風 荒井１丁目
29 伊那石油 男 長野工業 山寺 105 男 長浜北
30 オリハシ時計店 男 札幌日大 山寺 106 男女 飯田
31 ビューティーフルール 男 岡谷工業 山寺 107 ﾜｲﾙﾄﾞﾂﾘー 男 水口東 荒井１丁目
32 ナック・ﾏｰｷﾝｸﾞ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 男 札幌山の手 山寺 108 まるきち呉服店 男 南丹 荒井１丁目
33 おぐら金物 男 綾部 山寺 109 西澤デパート 男 興國 荒井１丁目
34 小坂ガラス店 男女 成田 山寺 110 男 報徳学園
35 増田屋製菓所 男 松本国際 山寺 111 男女 伊那北
36 川井酒店 男 中央学院 山寺 112 マルトキ 男 広島国際学院 荒井１丁目
37 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｰｶﾞﾙジャパン 男 清風 山寺 113 セジュール 男 大牟田 荒井１丁目
38 原金物 男 市立岐阜商業 山寺 114 和　soba&café 女 北九州市立 荒井１丁目
39 キタノヤ電器 男女 埼玉栄 山寺 115 一富士精肉店 男 伊賀白鳳 荒井１丁目
40 長野銀行伊那支店 女 白鷗大足利 坂下（旭町） 116 吉田理容 男 花咲徳栄 荒井１丁目
41 伊那郵便局 女 坂戸西 坂下（旭町） 117 紋次郎 男 岡谷東 荒井１丁目
42 男 世羅 118 ﾍｱｰｱﾝﾄﾞﾒｲｸ　ラッシュ 男女 飯山 荒井１丁目
43 女 伊那西 119 アーバックル 女 諏訪二葉 荒井１丁目
44 花ぼうし 女 順天 坂下（旭町） 120 えん 男女 比叡山 荒井１丁目
45 此君酒店 男女 流経大柏 坂下（旭町） 121 地球屋レノン 男女 十日町 荒井１丁目
46 ホシ薬局 男 吾妻中央 坂下（旭町） 122 増又紙店 男女 長野吉田 荒井２丁目
47 上条書店 男 聖望学園 坂下（旭町） 123 いせや商店 男 松山商業 荒井２丁目
48 河合楽器 男女 高岡商業 坂下（旭町） 124 金鵄園 男女 市立柏 荒井２丁目
49 ダッヂ 男女 松本深志 坂下（旭町） 125 ミツワ無線 男 須磨学園 荒井３丁目
50 菊香堂 男 藤沢翔陵 坂下（旭町） 126 タナカ靴店 男 利府 荒井３丁目
51 藤澤 男 中越 坂下（旭町） 127 おかめ堂 男 佐久長聖 荒井３丁目
52 黒田ミシン 男 美方 坂下（旭町） 128 ライオン薬局 女 若葉総合 荒井３丁目
53 ＩＴＵＢＯ 男女 美濃加茂 坂下（旭町） 129 大住金物 男女 笛吹 荒井３丁目
54 理容モード 男女 滋賀学園 坂下（旭町） 130 いなテレショップ 男 長野高専 荒井３丁目
55 さくらんぼ 男女 長野商業 坂下（旭町） 131 ＮＡＧＡＲＥ 男 東京実業 荒井３丁目
56 丸越 男 玉川 坂下（旭町） 132 グライム 女 岡崎学園 荒井３丁目
57 アドニス 男 東大津 坂下（旭町） 133 ｺｰﾋｰとｻﾝﾄﾞｲｯﾁ　オカモト 女 長野東 荒井３丁目
58 大十呉服店 男 洛南 坂下（入舟） 134 メガネのヒロタ 男女 上田染谷丘 荒井３丁目
59 井口電気 女 立命館宇治 坂下（入舟） 135 越後屋菓子店 女 津商業 荒井３丁目
60 内津屋 男女 田村 坂下（入舟） 136 CONA 男 西脇工業 荒井３丁目
61 男女 高崎健康福祉大学高崎 137 かんてんぱぱｼｮｯﾌﾟ 男女 学法石川 いなっせ
62 男女 上伊那農業 138 ワンデイ 女 本庄第一 いなっせ
63 ご当地 男 東北 坂下（入舟） 139 しゃぶしゃぶ温野菜 女 錦城学園 いなっせ
64 富久寿司 女 都立上水 坂下（入舟） 140 とりあえず吾平 男 前橋育英 いなっせ
65 錦之助 女 三浦学苑 坂下（入舟） 141 松屋 男 更級農業 いなっせ
66 ハーデル 男 西武台千葉 坂下（入舟） 142 粒屋菜乃助 男女 敦賀気比 いなっせ
67 エドヤ 男 田無 坂下（入舟） 143 ロイヤルナンハウス 女 浜松開誠館 いなっせ
68 プリンス 男 光明学園相模原 坂下（入舟） 144 ニシザワいなっせ店 男女 上田西 いなっせ
69 入舟酒場さかいや商店 男女 愛知 坂下（入舟） 145 八十二銀行伊那市駅前支店 男 湘南工科大学附属 いなっせ
70 伊那・つばめタクシー 男女 岡崎城西 坂下（入舟） 146 ｴｰｽ資生堂美容室 男女 遊学館 西町
71 いりせん 男 浜松日体 坂下（入舟） 147 しろとり化粧品店 男 岩村田 西町
72 酒井理化学 男 中京大中京 坂下（入舟） 148 北村時計店 男 高崎 西町
73 桂 男 屋代 坂下（入舟） 149 マスダカメラ 男女 川崎市立橘 西町
74 ブラザーボート 男女 京都外大西 坂下（入舟） 150 ワコール・レイ 女 松本県ヶ丘 西町
75 ごおまる 男女 上田 坂下（入舟） 151 小池モーターズ 女 新潟第一 西町
76 はなの舞 男女 智辯和歌山 坂下（入舟） 152 新井印房 男 九州学院 西町

大澤屋自転車商会 山寺

夢家 山寺

「春の高校伊那駅伝２０１９」一店一校応援リスト

来々軒 山寺

はら美術 坂下（旭町）

伊藤園 坂下（入舟）

内山金物店 荒井１丁目

伊原商店 荒井１丁目

正藤 荒井１丁目


