
少年男子
国体長野県北信地区予選

令和2年7月5日

南長野運動公園テニスコート

1 坂口　晴空 (中野西) 宮入　浩勇 (松代) 57

58

3 丸田　陽希 (屋代) 仲野　豪 (中野西) 59

2 篠崎　泰成 (長野) 牧野　龍之介 (日大)

60

Ａ Ｅ
5 岡本　隆汰 (須坂) 増澤　竜也 (篠ノ井) 61

4 山口　朝陽 (長野東) 中村　琉汰 (屋附中)

62

7 中村　ゆうた (中野西) 岡本　隆吾 (長野東) 63

6 北沢　平 (日大) 桑原　和希 (屋代)

64

9 岩下　健人 (三陽中) 高野　拓未 (日大) 65

8 松本　昂大 (屋代) 松浦　丈 (信附中)

66

11 伯耆原　亘 (長野) 湯本　喜成 (須坂) 67

10 樋口　翔太 (屋代) 小島　悠太 (中野西)

68

Ｂ Ｆ
矢口　蕉 (立志館) 69

14 (須坂) 池川　智哉 (長野南)

13 高橋　勇輔 (長野南)

70

12 中村　優希 (日大) 西部　竜太朗 (篠ノ井)

71

16 内田　瑛二 (中野西) 徳永　弦晟 (屋代) 72

15 小宮山　博紀 (屋附中) 片山　敦紀 (長野)

73

18 関　温人 (屋代) 内山　将吾 (長野南) 74

17 新井　暖人 (松代中) 金子　哲平 (長野)

75

20 大窪　連 (中野西) 山口　尚吾 (立志館) 76

Ｃ Ｇ
21 小林　遥輝 (長野東) 尾関　紫電 (長野工) 77

19 石﨑　響 (屋附中) 鈴木　達也 (中野西)

78

23 鶴田　悠斗 (長野) 倉嶋　勇太 (日大) 79

22 田中　諒 (長野南) 北澤　善 (屋代)

80

25 保科　真 (創成) 黒岩　重成 (長野) 81

24 上野　凱志 (吉田) 茂木　武蔵 (屋代)

82

27 西澤　大空 (屋代) 中澤　孝介 (屋附中) 83

26 小林　大悟 (須坂) 成田　心 (中野西)

84

Ｄ Ｈ
29 小林　大起 (日大) 萩野　湧貴 (市長野) 85

28 小林　壮真 (長野南) 小林　想楽 (吉田)

86

31 遠山　聖矢 (立志館) 田中　海里 (篠ノ井) 87

30 池田　大誠 (中野西) 塚田　修造 (屋代)

8832 丸山　海璃 (屋代) 石川　拓武 (屋代)

小林　陸人
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田村　祥大

33 西窪　叶 (長野) 義家　充樹 (若穂中) 89

90

35 高相　光輝 (中野西) 寺嶋　稀星 (長野南) 91

34 楠　彩都 (屋附中) 近藤　葵 (屋代)

92

Ｉ Ｌ
眞島　英仁 (屋附中) 93

38 下條　明日真 (屋代) (須坂)

37 奥村　優生 (吉田)

94

36 徳永　広準 (須坂) 相場　陽友 (長野)

95

40 菅原　優斗 (屋代) 大沢　一貴 (篠ノ井) 96

39 滝　知紘 (日大) 山岸　亮太 (中野西)

97

42 板橋　孝樹 (屋代) 河西　凌羽 (長野) 98

41 中村　晃世 (高専) 唐澤　佳右 (日大)

99

44 柴本　駿哉 (中野西) 和田　大輝 (長野東) 100

Ｊ Ｍ
45 塚田　真斗 (長野) 池田　海 (戸上中) 101

43 篠原　優次郎 (日大) 青柳　壮真 (中野西)

102

47 廣瀬　麻尋 (中野西) 岩﨑　陸 (吉田) 103

46 荻原　巧巳 (創成) 宮崎　雅也 (屋代)

104

49 平林　佑樹 (屋代)

48 村岡　嶺 (屋代) 割田　朔矢 (屋附中)

51 堀川　敦世 (長野)

50 小林　朋樹 (中野西)

Ｋ
53 竹内　利文 (創成)

52 藤重　源倖 (屋代)

55 渡辺　聖也 (須坂)

56 宮島　祐希 (屋附中)

54 廣兼　勝信 (立志館)


