
所属 選手名 所属 選手名 所属 選手名 所属 選手名

1 楢川スポ少 渡辺裕介 1 女鳥羽中 池田慎悟 1 堀金JTC 細川　星 1 堀金中 細川　聖

2 JUPIC 百瀬卓哉 2 木祖中 奥原　健 2 木祖中 清水　茜 2 穂高西中 遠藤　彩

3 丸ノ内中 加藤　薫 3 高綱中 勝山翔太 3 豊科南中 宮島愛美 3 松川中 吉田智穂

4 鎌田中 板花侑耶 4 穂高西中 三澤和弥 4 堀金JTC 内田彩花 4 穂高西中 中村ゆか

5 JUPIC 青木大亮 5 穂高東中 原　哲人 5 高綱中 古畑歩美 5 穂高西中 中島詩乃

5 堀金JTC 平倉正幸 5 木祖中 奥原佑哉 5 信明中 櫻井麻美子 5 穂高東中 勝野美輝

5 大町一中 岡沢優也 5 高綱中 森下礼智 5 JUPIC 柳沢茉歩 5 穂高東中 名和由利恵

5 JUPIC 倉科良規 5 穂高西中 内山鉄平 5 堀金JTC 鎌崎媛菜 5 穂高東中 市ノ瀬佳奈

9 高綱中 小林　駿 9 旭町中卓球ク 五明和佳 9 堀金JTC 下沢亜美 9 穂高東中 雄山光莉

9 丸ノ内中 太田　丞 9 旭町中卓球ク 唐沢倫洋 9 堀金JTC 望月那里亜 9 波田中 百瀬美由希

9 三郷中 大澤佑基　 9 高綱中 上條　将 9 堀金JTC 河村有里可 9 波田中 田中　純

9 三郷中 桑原　健 9 高綱中 横山　岳 9 堀金JTC 角谷紗希 9 波田中 足立　梓

9 清水中 栗林　梓 9 穂高西中 松井佑起 9 穂高西中 畠山舞菜 9 波田中 牛丸晃帆

9 鎌田中 小原慎太朗 9 女鳥羽中 久保田大樹 9 JUPIC 青木多恵子 9 大町一中 鎌倉未奈

9 JUPIC 清水口　修 9 鉢盛中 清澤尚幸 9 大町一中 竹村　悠 9 豊科南中 大澤瑠里

9 JUPIC 上條泰希 9 三郷中 中村光貴 9 山辺中 桜井奈緒 9 清水中 折井美香

17 三郷中 関根功人 17 穂高東中 勝野智樹 17 高瀬中 大蔦美樹 17 穂高西中 松井由紀

17 丸ノ内中 渡辺　心 17 丸ノ内中 今井清弘 17 高瀬中 山岡美咲 17 穂高西中 平林りん

17 丸ノ内中 関口巧真 17 丸ノ内中 北澤　稜 17 穂高西中 三沢美季 17 高瀬中 石川　藍

17 大町一中 下川祐樹 17 堀金中 増田純司 17 穂高西中 北脇まりん 17 高瀬中 相澤芙美佳

17 信明中 藤田拡志 17 堀金中 竹内卓也 17 穂高西中 中村留奈 17 穂高東中 飯島千尋

17 木祖中 西野貴幸 17 鉢盛中 矢崎拓也 17 穂高東中 望月里菜 17 穂高東中 山田七彩

17 堀金中 高山裕貴 17 鉢盛中 塩原　直 17 豊科南中 山本瑠美 17 穂高東中 久保田亜子

17 堀金中 片桐　徹 17 山辺中 丸山崇彦 17 高綱中 山田智帆 17 豊科南中 伊澤まどか

17 堀金中 下沢勇太 17 高瀬中 吉澤伊吹 17 高綱中 古畑里穂 17 明善中 林　季里

17 仁科台中 北原将希 17 女鳥羽中 宮田　匠 17 白馬中 北沢雪衣 17 明善中 山岸明日香

17 仁科台中 丸山幸一 17 女鳥羽中 大月　渉 17 白馬中 篠崎千穂 17 三郷中 武田尚子

17 高綱中 腰原　輝 17 仁科台中 松澤勇平 17 三郷中 稲葉侑紀子 17 波田中 小林明日香

17 山辺中 大和克洋 17 豊科南中 和田真樹 17 筑摩野中 宮坂みなみ 17 山辺中 久根下凪沙

17 松本南PPC 宮坂凌芽 17 開成中 井桁慎太郎 17 堀金JTC 臼井雪花 17 女鳥羽中 犬飼陽子

17 松本南PPC 丸山聖太 17 筑摩野中 清水祐哉 17 大町一中 荒井多英 17 梓川中 小澤このみ

17 清水中 池澤徹哉 17 大町一中 伊藤大智 17 穂高卓研 中島明日香 17 筑摩野中 宮嶋雛子

H20全日本卓球選手権大会(ｶﾃﾞｯﾄの部)中信地区予選上位結果（長野県予選出場予定者）

１３歳以下男子 １４歳以下男子 １３歳以下女子 １４歳以下女子


