
男子A級シングルス 男子A級ダブルス
氏名 学校名 氏名 学校名

牧田　圭莞② (日大) 金子　峻① (長野南)
吉岡　真秀② (日大) 酒井　威綱① (長野南)
安保　滉太② (日大) 神林　優太② (長野南)
浅野　隆太朗② (日大) 小池　葵斗② (長野南)
増沢　一希② (日大) 西澤　優士② (長野南)
福本　雅弥② (日大) 安藤　充紀② (長野南)
谷前　太喜② (日大) 宮島　遥登② (長野南)
金子　峻① (長野南) 熊谷　光祐② (長野南)
酒井　威綱① (長野南) 山上　壱瑳② (長野西)
神林　優太② (長野南) 村田　拓真② (長野西)
小池　葵斗② (長野南) 星沢　礼人② (長工)
西澤　優士② (長野南) 赤松　紘一① (長工)
安藤　充紀② (長野南) 片桐　大智② (中野西)
若林　龍信② (長野南) 池田　和磨② (中野西)
宮下　和也② (長野南) 藍葉　真大② (中野西)
山上　壱瑳② (長野西) 豊田　英伸② (中野西)
村田　拓真② (長野西) 土屋　充学② (中野西)
飯田　渓太① (長工) 湯本　康介② (中野西)
星沢　礼人② (長工) 大谷　虹太② (須坂)
赤松　龍一② (長工) 向井　俊輝② (須坂)
赤松　紘一① (長工) 坂田　潤① (須坂)
片桐　大智② (中野西) 関　侑生① (須坂)
池田　和磨② (中野西) 伊藤　豪太① (須坂)
藍葉　真大② (中野西) 滝澤　昇弥① (須坂)
土屋　充学② (中野西) 堀内　拓海② (須坂)
豊田　英伸② (中野西) 長屋　友斗① (須坂)
湯本　康介② (中野西) 高野　慧② (高専)
大谷　虹太② (須坂) 竹樋　伊織② (高専)
向井　俊輝② (須坂) 塩入　康太② (屋代)
関　侑生① (須坂) 山越　智輝② (屋代)
滝澤　昇弥① (須坂) 小林　誠之助② (屋代)
坂田　潤① (須坂) 足立　龍翼① (屋代)
堀内　拓海② (須坂) 塩野﨑　壮太② (屋代)
伊藤　豪太① (須坂) 鹿住　雄大② (屋代)
長屋　友斗① (須坂) 三澤　拓実② (屋代)
高野　慧② (高専) 岩下　颯太② (屋代)
竹樋　伊織② (高専) 藤澤　貴寛② (立志館)
山越　智輝② (屋代) 五十嵐　零星② (立志館)
塩入　康太② (屋代) 町田　俊介② (立志館)
足立　龍翼① (屋代) 宇敷　勝幸② (立志館)
小林　誠之助② (屋代) 長澤　凜① (長野東)
菅井　雄斗② (屋代) 石井　大樹① (長野東)
寺島　悠吾② (屋代) 稲葉　雄一② (長野)
塩野﨑　壮太② (屋代) 渡邊　晴紀② (長野)
天野　大成② (屋代) 小田切　大樹② (長野)
五十嵐　零星② (立志館) 宮下　翔① (長野)
町田　俊介② (立志館) 高遠　峻② (長野)
藤澤　貴寛② (立志館) 赤松　良春② (長野)
長澤　凜① (長野東) 高山　望夢② (長野)
石井　大樹① (長野東) 湯本　晶大② (長野)
稲葉　雄一② (長野) 畦上　実祐① (市長野)
渡邊　晴紀② (長野) 丸山　聖司① (市長野)
小田切　大樹② (長野) 小林　周勢② (市長野)
高遠　峻② (長野) 小河原　涼② (市長野)
高山　望夢② (長野) 深瀬　祐真② (市長野)
赤松　良春② (長野) 会津　風良② (市長野)
宮下　翔① (長野) 土屋　希② (市長野)



湯本　晶大② (長野) 熊谷　友志② (市長野)
丸山　聖司① (市長野) 関谷　健太② (吉田)
小林　周勢② (市長野) 上杉　優介② (吉田)
畦上　実祐① (市長野) 金澤　竣之介① (吉田)
小河原　涼② (市長野) 小宮　大空① (吉田)
深瀬　祐真② (市長野) 髙島　亮平① (吉田)
会津　風良② (市長野) 竹内　颯良① (吉田)
熊谷　友志② (市長野) 平田　征麻② (吉田)
土屋　希② (市長野) 伊部　有飛① (吉田)
飯田　朔弥② (坂城) 原山　力斗② (創　成)
関谷　健太② (吉田) 難波　優飛② (創　成)
金澤　竣之介① (吉田) 藤沢　拓未② (創　成)
小宮　大空① (吉田) 三戸部　有麻② (創　成)
上杉　優介② (吉田) 中山　貴之② (創　成)
髙島　亮平① (吉田) 松尾　郁弥② (創　成)
伊部　有飛① (吉田) 白根　浩貴② (創　成)
平田　征麻② (吉田) 丸山　和馬② (創　成)
竹内　颯良① (吉田) 長岡　陸斗② (篠ノ井)
保科　真① (創　成) 徳武　峻也② (篠ノ井)
原山　力斗② (創　成) 千國　笙吾② (篠ノ井)
藤沢　拓未② (創　成) 高橋　友哉② (篠ノ井)
三戸部　有麻② (創　成)
中山　貴之② (創　成)
白根　浩貴② (創　成)
小日向　正輝② (創　成)
松尾　郁弥② (創　成)
長岡　陸斗② (篠ノ井)
千國　笙吾② (篠ノ井)
徳武　峻也② (篠ノ井)
高橋　友哉② (篠ノ井)



A級シングルス A級ダブルス
氏名 学校名 氏名 学校名

滝澤　莉奈② (長野西) 小林　玲璃② (日大)
関　春花② (長野西) 大澤　愛奈② (日大)
草川　妃莉① (長野) 塚田　悠佳② (日大)
青木　琉衣② (長野) 伊藤　花奈② (日大)
世古　鈴奈② (長野) 草間　綾香② (日大)
北島　葉純② (長野) 岡田　有紗② (日大)
松下　奈央② (長野) 滝澤　莉奈② (長野西)
佐藤　謡① (須坂) 関　春花② (長野西)
滝澤　友季音② (須坂) 青木　琉衣② (長野)
久保　朋夏② (須坂) 世古　鈴奈② (長野)
吉見　理花① (須坂) 北島　葉純② (長野)
三上　もみじ① (市長野) 松下　奈央② (長野)
龍野　千花② (市長野) 滝澤　友季音② (須坂)
田中　希② (市長野) 佐藤　謡① (須坂)
齋藤　瑠菜② (市長野) 久保　朋夏② (須坂)
五味沢　麻優② (市長野) 吉見　理花① (須坂)
浜田　明日菜① (市長野) 三上　もみじ① (市長野)
瀧澤　水稀② (松代) 浜田　明日菜① (市長野)
原田　真歩② (松代) 龍野　千花② (市長野)
武藤　瑞季② (松代) 田中　希② (市長野)
兒玉　ひなた② (松代) 齋藤　瑠菜② (市長野)
熊澤　明優華② (松代) 五味沢　麻優② (市長野)
赤塚　真菜② (松代) 瀧澤　水稀② (松代)
丸山　詩織② (飯山) 武藤　瑞季② (松代)
上松　莉奈② (吉田) 熊澤　明優華② (松代)
山岸　ナディーシャ② (吉田) 赤塚　真菜② (松代)
髙池　明日香② (吉田) 原田　真歩② (松代)
島﨑　友香① (吉田) 兒玉　ひなた② (松代)
加藤　美羽① (中野西) 上松　莉奈② (吉田)
寺島　紫乃② (中野西) 山岸　ナディーシャ② (吉田)
牧野　紅華② (中野西) 髙池　明日香② (吉田)
山田　理恵② (中野西) 島﨑　友香① (吉田)
徳竹　ちひろ② (中野西) 寺島　紫乃② (中野西)
中林　夏美② (中野西) 中林　夏美② (中野西)
星野　美紗希① (中野西) 山田　理恵② (中野西)
小林　ことみ② (中野西) 加藤　美羽① (中野西)
井出　わかな② (篠ノ井) 牧野　紅華② (中野西)
森澤　彩夏② (篠ノ井) 徳竹　ちひろ② (中野西)
小山　柚② (篠ノ井) 小林　ことみ② (中野西)
北村　実優② (篠ノ井) 星野　美紗希① (中野西)
内田　捺稀② (立志館) 井出　わかな② (篠ノ井)
丸山　珠璃② (立志館) 森澤　彩夏② (篠ノ井)
藤沢　捺希② (立志館) 小山　柚② (篠ノ井)
上野　萌心① (屋代) 北村　実優② (篠ノ井)
山﨑　美範② (屋代) 内田　捺稀② (立志館)
林部　響紀② (屋代) 丸山　珠璃② (立志館)
松尾　実咲② (屋代) 山﨑　美範② (屋代)
栁澤　玲那② (屋代) 松尾　実咲② (屋代)
小林　桜子② (屋代) 常田　瑞葉② (屋代)
松本　向日葵② (屋代) 林部　響紀② (屋代)
池田　璃穂② (屋代) 井出　綾香② (屋代)

栁澤　玲那② (屋代)
荒井　千尋② (屋代)
上野　萌心① (屋代)


