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1 堀金ＪＴＣ 岡沢　賢也 1 JUPIC 上條晃希 1 信明中 青木多恵子 1 堀金ＪＴＣ 内田　彩花

2 鉢盛中 百瀬　里史 2 鉢盛中 中原　元気 2 豊科南中 太田まどか 2 鎌田中 柳沢　茉歩

3 穂高卓研 間藤　義博 3 豊科南中 手塚　真斗 3 豊科スポ少 関　　優花 3 三郷中 鎌崎　媛菜

4 三郷中 田島涼平 4 高綱中 古畑　篤志 4 穂高東中 中嶋明日香 4 鎌田中 河村有里可

5 JUPIC 須賀　泰成 5 大町一中 西澤　広務 5 豊科南中 大日向茉奈 5 堀金ＪＴＣ 角谷　紗希

5 JUPIC 井ノ口雅幸 5 穂高西中 清澤　昂史 5 JUPIC 板花美和 5 木祖中 奥原　美緒

5 豊科スポ少 手塚　崚馬 5 穂高西中 髙橋　成暉 5 JUPIC 岡野  莉奈 5 生坂中 小林　千夏

5 丸ノ内中 上條　一晃 5 穂高東中 吉山　翔太 5 穂高卓研 村瀬　紀香 5 豊科南中 丸山　彩夏

9 ＦＩＮＥ 村瀬　隆志 9 鉢盛中 岡嵜　維也 9 JUPIC 河村　典香 9 ＦＩＮＥ 竹内　果緒

9 ＦＩＮＥ 村瀬龍太郎 9 三郷中 丸山　敦也 9 JUPIC 山田　奈々 9 高綱中 中川紗也佳

9 JUPIC 岡野　光志 9 豊科南中　 福田　理矩 9 女鳥羽中 小林　唯 9 高綱中 萩原　沙奈

9 豊科南中 丸山　丈二 9 丸ノ内中 大橋　侑歩 9 高綱中 大久保幸乃 9 高綱中 西村　秋奈

9 鉢盛中 中村　康太 9 堀金中 藤原　直哉 9 豊科スポ少 竹内　七恵 9 穂高西中 安達　葉子

9 穂高卓研 川上　栞晴 9 塩尻中 草深　健一 9 豊科スポ少 丸山　萌瑛 9 三郷中 柴野　祐佳

9 穂高東中 勝野　将輝 9 JUPIC 清水口修 9 丸ノ内中 傳田　幸奈 9 梓川中 丸山　千陽

9 丸ノ内中 二甁　海里 9 ＦＩＮＥ 植松　祐二 9 高瀬中 平林　ゆり 9 波田中 熊井　真央

17 豊科南中 手塚　聖也 17 ＦＩＮＥ 原　　修哉 17 楢川スポ少 橋戸　未来 17 鎌田中 小原由希子

17 堀金中 北村　魁 17 JUPIC 福井　和貴 17 梓川中 小口　りえ 17 高綱中 赤羽　千尋

17 鉢盛中 高砂　正義 17 梓川中 宮下　文也 17 生坂中 中村　桃子 17 穂高西中 内山　真奈

17 穂高西中 平林　愛揮 17 木祖中 戸田　雅己 17 JUPIC 山田　莉子 17 穂高西中 加藤　瑞紀

17 高綱中 水野　翔月 17 高綱中 柳澤　刀麻 17 木祖中 渡辺あかり 17 穂高西中 加藤　優紀

17 丸ノ内中 加藤　駿 17 高綱中 栗山　瑛五 17 広陵中 下村　彩喜 17 穂高西中 赤沼　陽香

17 丸ノ内中 下沢　魁 17 高綱中 小野　俊哉 17 高瀬中 宮村　真依 17 穂高東中 青柳　美紀

17 大町一中 竹田　諒平 17 豊科南中 中澤　鉄也 17 高綱中 大池　愛奈 17 豊科南中 竹内　希

17 大町一中 松澤　晃也 17 豊科南中 藤澤　太朗 17 穂高東中 間藤　佳慧 17 信明中 廣瀬　瞳

17 塩尻中 百瀬　耀 17 波田中 藤木　響太 17 穂高東中 相馬　晴奈 17 信明中 花岡あずさ

17 穂高西中 岸川　哲也 17 波田中 細田　涼介 17 高瀬中 中島　遥菜 17 高瀬中 倉坂　悠子

17 高綱中 小口　直輝 17 波田中 島田　洸也 17 堀金ＪＴＣ 鎌﨑　もも 17 三郷中 柳澤　望紀

17 塩尻中 島立　巧 17 穂高東中 中村　美月 17 丸ノ内中 田口　七海 17 三郷中 田口　音緒

17 塩尻中 粟倉　夢大 17 穂高東中 相馬　淳 17 三郷中 羽山　舞 17 女鳥羽中 飯村　亜美

17 仁科台中 丸山　奏輝 17 三郷中 小林　龍成 17 三郷中 相澤　真衣 17 松川中 平林　知佳

17 明善中 山田　貴都 17 山辺中 大澤　巧 17 山辺中 小岩井真帆 17 丸ノ内中 古畑陽奈子

H23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


