
年度 優勝 ２位

2 井上　直紀　(JUPIC） 小林　卓臣　（伊那少） 宮坂　伸勝　（小県東部） 中村　健太郎　（三陽）

3 中村　光伸　（伊那少） 高橋　智也　（高陵） 小林　和義　（戸倉上山田） 池上　明彦　（伊那少）

4 中村　稔　（伊那少） 平林　一洋　（堀金ＪＴＣ） 百瀬　雅直　（堀金JTC） 峯村　卓志　（櫻ヶ岡）

5 中村　稔　（伊那東部） 三島　渚　（高森） 小野　寿史生　（穂高） 中村　洋一　（伊那少）

6 中村　洋一　（伊那少） 上島　悠　（伊那少） 近藤　哲　（上田五） 石井　裕也　（上田五）

7 上島　悠　（伊那少） 堀内　要祐　（犀陵） 沢谷　虹太郎　（ＪＵＰＩＣ） 酒井　規行　（上田五）

8 沢谷　虹太郎　(JUPIC） 佐々木　麦　（堀金ＪＴＣ） 沖村　祐也　（伊那少） 藤岡　健次　（穂高SS）

9 重田　直義　（望月） 佐々木　麦　（堀金ＪＴＣ） 沖村　純　（伊那少） 細萱　彰　（望月）

10 高木　和法　（長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ） 村松　智一　（犀陵） 小椋　浩樹　（松川） 松本　健太　（長野JTC）

11 高木　和法　（長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ） 矢野　達也　（伊那少） 林　祐麻　（JUPIC） 荒深　祐哉　（穂高）

12 高木　和法　（犀陵） 中島　千晶　（鎌田） 林　祐麻　（鎌田） 白木　光康　（上諏訪）

13 小林　湖希　（三陽） 菅沼　勇人　（下條JTC） 倉科　洋平　(JUPIC） 湯本　晃　（長野JTC）

14 湯本　晃　（柳町） 吉村　諒　（下條JTC） 桐生　希脩　（伊那少） 香川　雄介　（櫻ヶ岡）

15 森岡大樹　（下條ＪＴＣ） 三上佑樹　（松島） 小林玄太　（長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ） 武居恭二　（犀陵）

16 小林 　玄太(三陽 中) 竹前 　滋比古(須坂 東中) 吉村 　諒(下條 中) 高木 　信幸(長野 ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ)

17 森岡　大 樹(下 條 中) 沖村　貴 弘(伊那少年) 高木　信 幸(長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 藤原　康 明(若穂ｼﾞｭﾆｱ)

18 藤原康明 (若穂中) 高木信幸 (長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 大西直人 (JUPIC) 松島卓宏 (裾花中)

19 渡辺(楢川スポ少) 平石(わくわくク) 小林　(三陽中) 百瀬(JUPIC)

20 渡辺　裕介(楢川スポ少) 百瀬　卓哉(JUPIC) 加藤　薫(丸ノ内中) 高橋　大悟(若穂Ｊ卓球)

21 高橋　大悟(犀陵中) 百瀬　卓哉(JUPIC) 伊藤　力斗(南箕輪中) 青柳　遼(佐久穂ＪＴＣ)

22 太田　　輝(裾花卓研) 青柳　 遼(佐久中) 平倉　正幸(堀金ＪＴＣ) 上條　晃希(JUPIC)

23 太田 　輝 ( 裾 花 卓 研)  穴山 　慧 (長野 ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 緑川意織(長 野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 赤堀　樹 (相 森中)

24 鎌倉将 輝 (長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 間藤　 義博（穂高卓研） 近藤　 怜央(裾花卓研) 川上　 栞晴(穂高西中)

25 手塚 崚馬(JUPIC) 近藤 怜央(上田四中) 間藤 義博(穂高東中) 夏木 晟雄(上田三中)

26 手塚 崚馬（ＪＵＰＩＣ） 福澤 勇太（飯田卓球センター） 村松 凜音（相 森 中） 春日山達哉（若穂ジュニア）

27 福澤 勇太（下 條 中） 春日山達哉（三 陽 中） 岡野 光志（鎌 田 中） 西沢 祐太（若穂ジュニア卓球）

28 西沢 祐太（東 北 中） 田中 翔大（若穂ジュニア卓球） 田口 雅也（楢川スポーツ少年団） 田中 優也（長野ラージヒルズ）
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長野県卓球選手権 大会（カデットの部）　１３歳以下男子シングルス長野県卓球選手権 大会（カデットの部）　１３歳以下男子シングルス長野県卓球選手権 大会（カデットの部）　１３歳以下男子シングルス長野県卓球選手権 大会（カデットの部）　１３歳以下男子シングルス

３位



年度 優勝 ２位

2 宮下　京子　(JUPIC） 竹松　さやか　（伊那少） 斉藤　美枝　（堀金JTC） 本島　奈津美　（高森）

3 小林　亜子　（伊那少） 岩原　加津美　（堀金） 浅川　恵梨　（鎌田） 水野　礼子　（松川）

4 小林　泉　（伊那少） 遠藤　真由美　（堀金JTC） 永井　友子　（伊那少） 藤原　尚子　（堀金JTC）

5 永井　友子　（伊那東部） 小林　泉　（伊那少） 矢野　奈保子　（伊那少） 山口　芽久美　(YTS）

6 矢野　奈保子　（伊那少） 山口　芽久美　(YTS） 高木　佑里　（犀陵） 猿田　裕子　（堀金JTC）

7 唐木　麗　（伊那少） 猿田　智恵　（堀金JTC） 玉置　敦子　（長野JTC） 吉田　栄子　（長野JTC）

8 猿田　智恵　（堀金JTC） 平林　里美　（堀金JTC） 玉置　敦子　（長野JTC） 吉田　栄子　（長野JTC）

9 米望　亜利紗　（長野JTC） 上島　慶　（伊那少） 唐木　優　（伊那少） 玉置　智子　（長野JTC）

10 米望　亜利紗　（長野JTC） 萩原　計美　（穂高） 上島　慶　（伊那少） 玉置　智子　（長野JTC）

11 米望　亜利紗　（長野JTC） 上島　慶　（伊那少） 萩原　亜紀　（穂高） 鈴木　さやか　（上田JTC）

12 米望　亜利紗　（犀陵） 松島　加奈　（穂高卓研） 中澤　はるか　（小県東部） 玉井　里枝　（犀陵）

13 松島　加奈　（裾花） 高木　香織　（長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ） 唐木　妙　（伊那少） 高木　瞳　（長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ）

14 松澤茉里奈　（下條ＪＴＣ） 萩原　朱音　（堀金JTC） 高木　瞳　（長野ラージ） 金木　友花　（長野ラージ）

15 松澤茉里奈　（下條ＪＴＣ） 高木　瞳　（犀陵） 宮島早紀　（下條ＪＴＣ） 花木ひかり　（下條ＪＴＣ）

16 遠山 　清香下條 中 宮島 　早紀下條 中 大野 　順子堀金 ＪＴＣ 平倉 　瑞恵堀金 ＪＴＣ

17 大野　順子(堀金JTC) 小山　さき(相 森 中) 小山　みき(須坂JTC) 小林　真子(須坂JTC)

18 大野順子(堀金JTC)　 栗幅千晶(堀金中) 小山　みき(須坂JTC) 小林真子(須坂東中)

19 細川聖(堀金JTC)　 小山（相森中） 細川星(堀金JTC) 宮島（豊科スポ少）

20 細川　星    (堀金JTC) 竹前　裕美子(須坂JTC) 緑川　千喜(犀陵中) 松澤　帆乃果(下條クラブ)

21 竹前　裕美子(須坂東中) 松澤　帆乃果(飯田卓球センター) 内田　彩花(堀金JTC) 牧之内　菜央(長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ)

22 穂刈さくら(墨坂中) 青木多恵子(JUPIC) 鎌倉　由佳(犀陵中) 柳沢　茉歩(鎌田中)

23 牧之内菜央(長野ラージヒルズ) 青木多恵子(信明中) 大平　美樹(長野ラージヒルズ) 太田まどか(豊科南中)

24 神田　未夢( 高森中 ) 山﨑菜都(長 野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 河村　典香(JUPIC) 竹内七恵(豊 科ｽﾎﾟ少)

25 板花 美和(鎌田中) 河村 典香(鎌田中) 岡野 莉奈(鎌田中) 井岡 咲乃(JUPIC)

26 井岡 咲乃（ＪＵＰＩＣ） 小林 里緒（ 鼎 中 ） 大平 恵里（長野ラージヒルズ） 山﨑 琴音（長野ラージヒルズ）

27 山田 莉子（ＪＵＰＩＣ） 山口 冬果（ 相 森 中 ） 大平 恵里（長野ラージヒルズ） 左治木文香（若穂ジュニア卓球）

28 左治木文音（若穂ジュニア卓球） 井ノ口侑果（ＪＵＰＩＣ） 山﨑 琴音（長野ラージヒルズ） 山田 莉子（ＪＵＰＩＣ）
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長野県卓球選手権 大会（カデットの部）　１３歳以下女子シングルス長野県卓球選手権 大会（カデットの部）　１３歳以下女子シングルス長野県卓球選手権 大会（カデットの部）　１３歳以下女子シングルス長野県卓球選手権 大会（カデットの部）　１３歳以下女子シングルス
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年度 優勝 ２位

55 木ノ島　政広　（岡谷北部）川井　憲昭　（望月） 佐藤　栄二　（望月） 宮之本　昭二　（更北）

56 武田　幸夫　（栄） 片桐　民雄　（豊丘） 北原　功　（伊賀良） 永田　　（高綱）

57 井岡　雅彦　（辰野） 糸賀　孝一　（望月） 竹村　公志　（豊丘） 毛涯　康彦　（豊丘）

58 笠原　俊秀　（辰野） 有賀　隆寿　（辰野） 丸山　旬　（辰野） 小椋　豊　（豊丘）

59 芦沢　君雄　（鬼無里） 宮下　悟　（飯田卓セ） 田中　学　（穂高） 宮沢　輝　（飯山三）

60 岸田　忠士　（更北） 中村　信幸　（菅野） 志水　誠　（飯田卓セ） 中沢　孝明　（更北）

61 佐藤　拓哉　（東北） 志水　誠　（鼎） 矢吹　知之　（穂高） 細川　牧　（堀金）

62 草間　隆太　（櫻ヶ岡） 田中　千春　（鎌田） 久保敷　豊　（高森） 鎮西　秀樹　（飯田卓セ）

63 村上　篤　（ＪＵＰＩＣ） 市原　知郷　（上郷ク） 松下　浩之　（豊丘） 荒尾　芳則　（高森）

1 村上　直人　(JUPIC） 鎮西　武　（鼎） 荒尾　芳則　（高森） 土屋　充彦　（上郷Ｓ）

2 土屋　充彦　（上郷S） 村上　直人　(JUPIC） 根岸　晃　（望月） 倉見　勝　（望月）

3 井上　直紀　(JUPIC） 三島　忍　（高森） 塚田　英俊　（裾花） 小林　卓臣　（伊那少）

4 池上　明彦　（伊那少） 北原　央往　（鼎） 中村　光伸　（伊那少） 高橋　智也　（高陵）

5 平林　一洋　（堀金JTC） 内山　貴良　（穂高） 内河　洋　（信明） 百瀬　雅直　（堀金Ｊ）

6 中村　稔　（伊那東部） 小野　寿史生　（穂高） 時田　昌幸　（穂高） 中野　真吾　（波田）

7 近藤　哲　（上田五） 中村　洋一　（伊那少） 石井　裕也　（上田五） 鈴木　裕太　（旭町）

8 原　幸宏　（清内路） 熊谷　宏　（清内路） 堀内　要祐　（犀陵） 原　裕史　（清内路）

9 沢谷　虹太郎　(JUPIC） 小林　孝　（相森） 北沢　哲也　（相森） 齊藤　勇　（栄スポ少）

10 重田　直義　（望月） 細萱　彰　（望月） 秋山　雄太郎　（女鳥羽） 田見　陽平　（高陵）

11 小椋　浩樹　（松川） 沖村　純　（伊那少） 花木　連　（下條） 堀　千洋　（相森）

12 矢野　達也　（伊那少） 鎌倉　秀修　（上村） 中島　悠希　（鎌田） 松川　敏也　（鎌田）

13 高木　和法　（犀陵） 林　祐麻　(JUPIC） 中島　千晶　(JUPIC） 田原　弘太郎　（三陽）

14 小林　湖希　（三陽） 菅沼　勇人　（下條JTC） 倉科　洋平　(JUPIC） 伊久間　隆佑　（高陵）

15 湯本　晃　（柳町） 桐生貴脩　（伊那少年） 堀内重希　（中野平） 亀田純一　（犀陵）

16 三上 　佑樹(松島中) 森岡 　大樹(下條 JTC) 田原 　大貴(穂高 東中) 広瀬 　敬(小諸 東中)

17 竹前滋比古(須坂東中) 小林　玄太(三 陽中) 吉村　　諒(下 條 中) 高橋　翔太(犀 陵 中)

18 森岡大樹(下条中) 百瀬貴樹(JUPIC) 沖村貴弘(伊那少年卓) 小原和也(下伊那松川中)

19 藤原（若穂） 高木（犀陵） 大西（波田） 下平（わくわく）

20 滝澤　拓真(戸上中) 小林　拓矢(三陽中)  田中　裕貴(小諸東中) 太田　誠(南箕輪中)

21 加藤　薫(丸ノ内中) 平石　聖亜(南箕輪中) 板花　侑耶(鎌田中) 古田敦也(下条卓球クラブ)

22 高橋　大悟(犀陵中) 伊藤　力斗(南箕輪中) 大川　広夢(三陽中) 倉科　良規(波田中)

23 青柳　遼 ( 佐 久 中 ) 上條晃希(ＪＵＰＩＣ) 谷口友章(茅野東部中) 本島和希( 高 森 中 )

24 穴山 慧 (長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 緑川意織(長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 赤堀　 樹(相森中) 山岸　淳也(三陽中)

25  川上 栞晴(穂高西中)  鎌倉 将輝(長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ)  西沢 飛翼(高森中)  松田 魁人(上田三中)

26 近藤 怜央（上田第四中） 間藤 義博（穂 高 東 中） 山﨑  啓（相 森 中） 井ノ口雅幸（清 水 中）

27 村松 凜音（相 森 中） 谷垣内 颯（鎌 田 中） 谷口 来弥（茅野東部中） 上條 竜也（丸ノ内中）

28 福澤 勇太（下 條 中） 春日山達哉（三 陽 中） 古田 楓(下 條 中) 岡野 光志（鎌 田 中）
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年度 優勝 ２位

55 小林　幸子　（望月） 小林　美保　（川上） 今井　啓恵　（川上） 竹花　里恵　（望月）

56 笹井　えり子　（望月） 百瀬　ひろみ　（旭町） 中野　佐知子　（望月） 飯島　洋子　（望月）

57 三石　久江　（豊丘） 今井　美香　（望月） 市沢　美佳　（豊丘） 松田　佳子　（豊丘）

58 長田　美佐緒　（辰野） 春日　千秋　（辰野） 大沢　志那子　（豊丘） 池田　典子　（豊丘）

59 宮川　利奈　（豊丘） 中島　佳重子　（緑ヶ丘） 伊藤　真美　（川上） 原　りえ　（川上）

60 大沢　そのみ　（豊丘） 飯島　範子　（東北） 柳沢　園子　（中込） 徳嵩　尚子　（鬼無里）

61 鎮西　ひろみ　（鼎） 柳沢　美奈子　（中込） 猿田　弥栄子　（堀金） 由井千佳恵　（佐久市卓J）

62 鎮西　ひろみ　（飯田卓セ） 柳沢　美奈子　（中込） 樋口　容子　（飯田卓セ） 長岡　昌子　（飯田卓セ）

63 鎮西　みどり　（鼎） 樋口　容子　（鼎） 小松　かおり　（辰野） 板花　三枝子　（堀金）

1 鎮西　みどり　（鼎） 小松　かおり　（辰野JSC） 永森　千映　（小原Ｊ） 埋橋　増美　（伊那少）

2 高沢　宏佳　（相森） 黒岩　明美　（堀金JTC） 畑中　佳子　（松川） 樋口　恵理　（飯田卓セ）

3 小林　範子　（喬木） 宮下　京子　(JUPIC） 倉科　かおり　（大町） 黒岩　明子　（櫻ヶ岡）

4 小松　亜子　（伊那少） 浅川　恵梨　（鎌田） 岩原　加津美　（堀金JTC） 手塚　英梨子　（高綱）

5 内田　幸子　（堀金JTC） 遠藤　真由美（堀金JTC） 高山　昌水　（穂高） 吉田　智実　（堀金JTC）

6 永井　友子　（伊那東部） 小林　泉　（伊那少） 渡辺　綾子　（伊那少） 平沢　恵理　（伊那東部）

7 矢野　奈保子　（伊那少） 山口　芽久美　（信大松本） 高木　佑里　（犀陵） 小林　あずさ　（犀陵）

8 山崎　絵美　（女鳥羽） 宮田　真理　（女鳥羽） 黒岩　昌代　（女鳥羽） 藤本　知香　（浅間）

9 玉置　敦子　（犀陵） 猿田　智恵　（堀金JTC） 高柳　里美　（望月） 平林　里美　（堀金JTC）

10 高柳　理重　（望月） 唐木　優　（伊那少） 秋山　真弓　（浅間） 越山　あい　（丸ノ内）

11 萩原　計美　（穂高） 相河　美咲　（高綱） 高森　美可　（相森） 上条　美樹　（穂高）

12 上島　慶　（伊那少） 萩原　亜紀　（穂高） 山岸　由紀　（相森） 岡村　静　（犀陵）

13 米望　亜利紗　（犀陵） 中澤　はるか　（東部ク） 城取　明未香　（緑ヶ丘） 竹前　絵里子　（須坂東）

14 高木　香織　（長野ラージ） 唐木　妙　（伊那少） 松島　加奈　（裾花） 井口　穂奈美　（穂高東）

15 金木友花　（長野ﾗｰｼﾞ） 萩原朱音　（穂高東） 畠山裕圭　（穂高西） 川上紗也加　（下條ＪＴＣ）

16 萩原 　朱音穂高 東中 高木 　瞳犀陵中 森岡 　彩乃下條 中 花木 　ひかり下條 中

17 宮島　早紀(下 條 中) 丸山　裕美(浅 間 中) 遠山　清香(下 條 中) 棚田　裕美(下 條 中)

18 小山さき(相森中) 臼井貴子(堀金中) 平倉瑞恵(堀金中) 山岸央里恵(相森中)

19 栗幅（堀金ＪＴＣ） 小林（須坂東中） 臼井（堀金ＪＴＣ） 村松（犀陵中）

20 細川　聖（堀金中） 小山　みき(相森中) 矢島　茜 (三陽中) 遠藤　彩（穂高西中）

21 清水　茜（木祖中） 緑川　千喜(犀陵中) 宮島　愛美（豊科南中） 藤田　美優(常盤中)

22 竹前　裕美子(須坂東中) 佐藤未羽(須坂東中) 中村　詩穂(伊那少年卓球) 木下　希美(下條中)

23 穂刈さくら(墨坂中) 鎌倉由佳(長野ラージヒル ズ) 柳沢　茉歩(鎌田中) 柴本愛美(相森中)

24 牧之内菜央(長野ﾗｰｼﾞ) 大平美樹(長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 太田まどか(豊科ｽﾎﾟ少) 青木多恵子(JUPIC)

25 北澤 梓(長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ)　 関 優花(豊科ｽﾎﾟｰﾂ少年団) 神田 未夢(高森中) 山﨑 菜都(長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ)

26 板花 美和（ＪＵＰＩＣ） 岡野 莉奈（ＪＵＰＩＣ） 田中 静流（長野ラージヒルズ） 福澤 梨紗（下 條 中）

27 井岡 咲乃（ＪＵＰＩＣ） 小島知咲希（女鳥羽中） 小林 里緒（ 鼎 中） 森 みなみ（高陵中）

28 大平 恵里（長野ラージヒルズ） 宮本 日菜(須坂東中) 山口 冬果（相 森 中） 塚田 桜姫(若穂ジュニア卓球)
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３位



年度 優勝 ２位
井上　直紀　(JUPIC） 根岸　晃　（望月） 春日　直樹　（伊那少） 小岩井　祐司　（上田六）

村上　直人 倉見　勝 小林　卓臣 戸谷　博紀
井上　直紀　(JUPIC） 池上　明彦　（伊那少） 跡部　勇樹　（戸倉上山田） 藤木　茂人　（喬木）
塩原　義幸 中村　光伸 岩井　俊一 丸山　洋平
池上　明彦　（伊那少） 高橋　智也　（高陵） 高野　健一　（喬木） 平林　一洋　（堀金JTC）
中村　光伸 原　信夫 松島　浩 百瀬　雅直
平林　一洋　（堀金JTC） 三島　渚　（高森） 須沢　孝昭　（女鳥羽） 前田　優作　（伊那東部）

百瀬　雅直 宮原　祐徹 原　慎一郎 中村　稔
三島　渚　（高森） 中村　洋一　（伊那少） 石井　祐也　（上田五） 藤岡　健次　（穂高）
中村　稔　（伊那少） 上島　悠 近藤　哲 小野　寿史生
石井　祐也　（上田五） 中村　洋一　（伊那少） 原　寛彰　（高陵） 米倉　健一　（梓川）
近藤　哲 上島　悠 佐々木　勇 角田　洋昭
上島　悠　（伊那少） 原　裕史　（清内路） 永高　正人　（犀陵） 堀内　要佑　（犀陵）
沖村　祐也 熊谷　宏 根津　隆太 石田　裕一郎
大森　文仁　（望月） 齊藤　勇　（栄スポ少） 有賀　良介　（穂高SS） 沢谷　虹太郎　(JUPIC）
重田　直義 渡辺　重人 佐々木　麦　（堀金JTC） 齊藤　星一
細萱　彰　（望月） 宮下　祐一　（犀陵） 秋山　雄太朗　（女鳥羽） 加藤　成人　（望月）
伊藤　悠太郎 高木　和法　（長野ラージ） 有川　佑一 吉沢　正規
沖村　純　（伊那少） 小椋　浩樹　（松川） 西條　友教　（三陽） 中島　千晶　(JUPIC）
矢野　達也 伊久間　啓佑　（高陵） 中島　悠矢 林　祐麻
滝澤　俊　（若穂） 中島　悠希　（鎌田） 高木　和法　（犀陵） 土屋　洋平　（望月）
竹内　大貴 松川　敏也 中島　光弥 森下　遠
林　祐麻　(JUPIC） 北沢　悠司　（穂高西） 高橋　悟　（豊科南） 川上　拓哉　（下條JTC）
高木　和法　（長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ） 倉科　洋平　(JUPIC） 古川　暁雄 菅沼　勇人
小林　湖希　（三陽） 保田　崇行　（鎌田） 菅沼　勇人　（下條） 猪瀬　大晃　（若穂）
丸山　亮 倉科　洋平　（明科） 宮島　圭輔 湯本　晃　（柳町）
日向薫 宮原一也　 杉本裕平 田原僚人
井上和也　（浅間） 堀内重希　（中野平） 神林信平　（丸ノ内） 井原卓也　（三陽）
小林　玄太（三陽） 三上　佑樹（松島） 吉村　諒（下條） 幾島
高橋　翔太（犀陵） 武居　恭二（犀陵） 森岡　大樹（下條ＪＴＣ） 中嶋（下條）
小林　玄太（三陽） 吉村　諒 竹前滋比古（須坂東） 中島　敬吾
高橋　翔太（犀陵） 森岡　大樹（下條） 百瀬　貴樹（JUPIC） 幾島　祥（下條）
森岡　大樹（下條） 藤原　康明（若穂） 大西　直人 松島　祥晃（穂高西）
沖村　貴弘（伊那少年） 松島　卓宏（裾花） 百瀬　貴樹（JUPIC） 田原　祐希（穂高東）
藤原康明(若穂中） 諏訪　 宝(辰野JSC） 高木信幸(長野ＬＡ） 小林拓矢(三陽中）
松島卓宏（裾花中) 下平晋也（わくわくクラブ) 大西直人（JUPIC) 滝澤拓真（戸上中)
太田誠・ 小林拓也(三 陽中） 田中裕貴(小 諸東中） 奥原健
平石聖亜(南 箕輪中） 滝澤拓 真(戸 上中） 渡辺裕 介(楢 川ｽ ﾎﾟｰﾂ少年団） 奥原佑哉（木祖中）
加藤　薫(丸ノ内中） 平石聖亜 高橋 大悟(犀 陵中） 栁澤 昂希(上 田一中）
百瀬 卓哉（JUPIC) 伊藤 力斗( 南箕輪中) 平 倉正幸(堀金JTC) 滝沢陽平(上 田四中)
高橋 大悟（犀陵中） 大川広夢’（三陽中） 伊藤力斗(わ くわくクラブ) 千原 雅生(若 穂中)
太田輝(裾花卓研) 鎌倉 将輝(長野ラージヒルズ) 翁 大博(わ くわくクラブ) 玉川瑞己(若 穂中)
上條晃 (JUPIC) 青柳(佐久中) 金丸(三陽中) 桑沢(辰野JSC)
中原 (JUPIC) 谷口(茅野 東部中) 太田(裾花 卓研) 西井(辰野JSC)
山岸淳也(三陽中) 穴山　慧(長 野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 大島  涼(相森中) 赤堀 　樹(相 森中)
鎌倉 将輝(長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 緑川意織(長 野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 山﨑  周(相森中) 岡沢賢也(堀金JTC)
岡 野 光志(ＪＵＰＩＣ) 吉 澤 直樹(鎌田中) 川 上 栞晴(穂高西中) 鎌 倉 将輝(長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ)
手塚 崚馬(ＪＵＰＩＣ) 中村 竜也(鎌田中) 間藤 義博(穂高東中) 近藤 怜央(長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ)
近藤怜央(上田四中) 井ノ口雅幸(ＪＵＰＩＣ) 福澤勇太(飯田卓球センター) 山﨑 啓(相森中)
間藤義博(穂高東中) 手塚崚馬(ＪＵＰＩＣ) 古田 楓(飯田卓球センター) 村松凜音(相森中)
村松 凜音(相森中) 望月 良哉(ＪＵＰＩＣ) 森山 拓人(裾花中) 谷口 来弥(楢川スポーツ少年団)

春日山 達哉(三陽中) 岡野 光志(ＪＵＰＩＣ) 田中 翔大(若穂ジュニア卓球クラブ) 松原 健也(楢川スポーツ少年団)

福澤 勇太（下條中） 岡野 光志(ＪＵＰＩＣ) 佐藤 海翔（浅間中） 春日山 達哉(三陽中)
古田 楓（下條中） 松原 健也(楢川スポーツ少年団) 佐藤 航希（佐久卓振会Jr.NEO） 吉江 雅弘(長野ＪＴＣ)
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年度 優勝 ２位
永森　千映　(JUPIC） 花里　美穂子　（浅間） 高沢　宏佳　（相森） 竹松　さやか　（伊那少）
山田　薫　（伊那少） 植田　小巻 油科　真澄 中村　容子
黒岩　明子　（櫻ヶ岡） 岩原　加津美　（堀金） 小林　範子　（喬木） 金沢　めぐみ　（穂高）
草間　由香里 斎藤　美枝 福沢　亜希 矢口　恵子
小松　亜子　（伊那少） 小松　泉　（伊那少） 遠藤　真由美　（堀金JTC） 内田　幸子　（堀金JTC）
矢野　奈保子 永井　友子 藤原　尚子 吉田　智実
小林　泉　（伊那少） 永井　友子　（伊那東部） 藤原　尚子　（堀金JTC） 平林　涼子　（穂高）
矢野　奈保子 渡辺　綾子 吉田　智実 宮島　可奈
小林　泉　（伊那少） 永井　友子　（伊那東部） 竹内　涼子　（松川） 山口　芽久美　（信大松本）

矢野　奈保子 平林　優理 宮下　紗織 渡辺　綾子　（伊那少）
小林　あずさ　（犀陵） 遠山　有美子　（堀金JTC） 浅川　めぐみ　（穂高） 高木　佑里　（犀陵）
山崎　頌子 猿田　裕子 岩井　麻輝子 峯村　誉子　（卓愛会）
山崎　絵美　（女鳥羽） 今井　久仁子　（丸ノ内） 藤本　知香　（浅間） 柄澤　奈央子　（浅間）
黒岩　昌代 降旗　とも美 武井　寿里 井出　裕梨
猿田　智恵　（堀金JTC） 高柳　里美　（望月） 唐木　優　（伊那少） 玉置　敦子　（犀陵）
平林　里美 高柳　理重 上島　慶 倉島　佐知子
唐木　優　（伊那少） 秋山　真弓　（浅間） 米望　亜利紗　（長野JTC） 丸山　香代　（穂高）
上島　慶 秋山　由香里 玉置　智子　（犀陵） 石井　順子
萩原　計美　（穂高） 菊池　恵里香　（上田JTC） 井出　有香　（浅間） 井口　葉奈恵　（穂高）
萩原　亜紀 川上　博子 依田　梢 上條　美樹
米望　亜利紗　（犀陵） 田中　深雪　（犀陵） 萩原　亜紀　（堀金JTC） 竹岡　由貴奈　（堀金JTC）

玉井　里枝 岡村　静 竹内　沙織 青柳　綾香
松島　加奈　（裾花） 高木　瞳　（長野ラージ） 雨宮　由佳　（若穂） 丸山　幸恵　（堀金JTC）
東條　美佳　（穂高東） 萩原　朱音　（堀金JTC） 金木　友花　（長野ラージ） 竹内　亜紀
高木　瞳　（長野ラージ） 松島　加奈　（裾花） 高木　香織　（犀陵） 瀧澤　恵美　（三陽）
萩原　朱音　（堀金JTC） 上野　いずみ　（若穂） 武居　麻衣子 小林　由愛美
高木　瞳　（犀陵）　 川上紗也加 中嶋麻由 畠山裕圭　（穂高卓研）
萩原朱音　（穂高東） 松澤茉里奈　（下條JTC） 花木ひかり　（下條ＪＴＣ） 林香奈絵　（鎌田）
花木　ひかり 萩原　朱音（穂高東中） 森岡　彩乃 鵜野
宮島　早紀（下條中） 高木　瞳　（犀陵中） 遠山　清香（下條中） 小林（三陽）
宮島　早紀 都築　美貴 松島　沙希 小山　さき
遠山　清香（下條中） 棚田　裕美（下條中） 井口　優里（穂高西） 山岸央里恵（相森）
栗幅　千晶（堀金） 唐澤　由記 小林　真子（須坂東） 平倉　瑞恵
大野　順子（堀金JTC） 臼井　貴子（堀金） 小山　みき（須坂JTC） 大林さくら（堀金）
臼井貴子 栗幅千晶(堀金中) 小山みき(相森中） 長瀬綾香
唐澤由記(堀金中) 細川聖(堀金ＪＴＣ) 小林真子（須坂東中) 大林さくら(堀金中)
小山みき(相森中） 細川聖(堀金中) 竹前裕美子(須 坂ＪＴＣ） 原真由佳
矢島茜(三 陽中） 清水茜(木 祖中） 緑川千喜(長 野ﾗｰ ｼﾞﾋﾙｽﾞ） 丸山夏子（上郷JTC）
清水　茜(木祖中） 緑川千喜 内田彩花(堀金JTC） 宮島愛美(豊 科南中）
竹前裕美子(須坂東中) 牧之内菜央(長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 柳沢茉歩(JUPIC) 藤 田美優(常盤中)
竹前裕美子(須坂東中) 柳沢 茉歩(鎌田中) 小林芽以(須坂東中) 大平 理紗(犀陵中)
牧之内菜央(長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 内田彩花(堀金JTC) 穂刈さくら(墨坂中) 鎌倉 由佳(犀陵中)
牧之内(長野ラー ジ) 鎌倉(長野ラージ) 内田(堀金ＪＴＣ) 河村(JUPIC)
大平(長野ラー ジ) 穂刈(墨坂中) 柳沢(JUPIC) 青木(JUPIC)
牧之内菜央(長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 青木多恵子(JUPIC) 山﨑  菜 都(長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 大日向茉奈(豊科南中)
大平美樹(長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 太田まどか(豊科ｽﾎﾟ少) 北澤　 梓(長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 関  優 花(豊科南中)
板 花 美和(ＪＵＰＩＣ) 岡 野 莉奈(ＪＵＰＩＣ) 北 澤　梓(長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 関 　優花(豊科ｽﾎﾟｰﾂ少年団)
河村 典香(ＪＵＰＩＣ) 井岡 咲乃(ＪＵＰＩＣ) 山﨑 菜都(長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 丸山 若葉(豊科ｽﾎﾟｰﾂ少年団)
板花美和(ＪＵＰＩＣ) 岡野莉奈(ＪＵＰＩＣ) 田中静流(長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 岩月聖奈(豊科ｽﾎﾟｰﾂ少年団)
井岡咲乃(ＪＵＰＩＣ) 山田奈々(ＪＵＰＩＣ) 大平恵里(長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ) 丸山萌瑛(豊科ｽﾎﾟｰﾂ少年団)
大平 恵里(長野ラージヒルズ) 山口 冬果(相森中) 井岡 咲乃(ＪＵＰＩＣ) 左治木 文音(若穂ジュニア卓球クラブ)

山﨑 琴音(長野ラージヒルズ) 左治木 雪乃(若穂ジュニア卓球クラブ) 山田 莉子(ＪＵＰＩＣ) 塚田 桜姫(若穂ジュニア卓球クラブ)

山田 莉子(ＪＵＰＩＣ) 左治木 文音(若穂ジュニア卓球クラブ) 大平 恵里(長野ラージヒルズ) 山口 冬果(相森中)
井ノ口 侑果(ＪＵＰＩＣ) 塚田 桜姫(若穂ジュニア卓球クラブ) 山﨑 琴音(長野ラージヒルズ) 左治木 雪乃(豊野中)
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