
平成２３年度 長野県中学校新人体育大会 

中信地区 卓球の部 大会結果 
 

中信地区中学校体育連盟 

団体戦 
  【第１日目】平成２３年１１月１２日（土）：松本市総合体育館 

 

 男 子 

準決勝 
豊科南 ３－１ 高 綱 

三 郷 ３－０ 丸ノ内 

ランク決定戦 丸ノ内 ３－２ 高 綱 

決勝 豊科南 ３－２ 三 郷 

 

 女 子 

準決勝 
鎌 田 ３－１ 筑摩野 

豊科南 ３－１ 高 綱 

ランク決定戦 高 綱 ３－２ 筑摩野 

決勝 鎌 田 ３－２ 豊科南 
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団体戦出場決定校（上位６校） 

ランク 男子 女子 

第１位 豊科南 鎌 田 

第２位 三 郷 豊科南 

第３位 
3 丸ノ内 高 綱 

4 高 綱 筑摩野 

第５位 
5 穂高東 穂高西 

6 信 明 三 郷 



個人戦 
  【第２日目】平成２３年１１月１３日（日）：安曇野市 堀金総合体育館 
 

男 子 

準決勝 
上條 晃希 (菅野) ３－０ 手塚  真斗 (豊科南) 

中原 元気 (鉢盛) ３－１ 百瀬 里史 (鉢盛) 

ﾗﾝｸ決定戦 手塚  真斗 (豊科南) ３－１ 百瀬 里史 (鉢盛) 

決勝 上條 晃希 (菅野) ３－１ 中原 元気 (鉢盛) 
 

女 子 

準決勝 
河村有里可 (鎌田) ３－０ 太田まどか (豊科南) 

柳沢 茉歩 (鎌田) ３－１ 内田 彩花 (堀金) 

ﾗﾝｸ決定戦 内田 彩花 (堀金) ３－２ 太田まどか (豊科南) 

決勝 河村有里可 (鎌田) ３－２ 柳沢 茉歩 (鎌田) 
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個人戦出場予定者（上位２４名） 

No. 順位 男子 女子 

１ １位 上條 晃希 (菅野) 河村有里可 (鎌田) 

２ ２位 中原 元気 (鉢盛) 柳沢 茉歩 (鎌田) 

３ 
３位 

手塚  真斗 (豊科南) 内田 彩花 (堀金) 

４ 百瀬 里史 (鉢盛) 太田まどか (豊科南) 

５～８ 
５ 

位 

清澤  昂史 (穂高西) 丸山 彩夏 (豊科南) 

髙橋  成暉 (穂高西) 鎌崎 媛菜 (三郷) 

岡沢 賢也 (大町第一) 丸山 千陽 (梓川) 

清水口 修 (松島) 青木多恵子 (信明) 

9～16 
９ 

位 

福田  理矩 (豊科南) 大日向茉奈 (豊科南) 

望月  皓矢 (穂高西) 竹内 希 (豊科南) 

丸山  敦也 (三郷) 加藤 瑞紀 (穂高西) 

藤原 伊織 (生坂) 角谷 紗希 (堀金) 

小山 一樹 (広陵) 小林 千夏 (生坂) 

須賀 泰成 (松島) 柴田 春奈 (松川) 

上條 一晃 (丸ノ内) 奥原 美緒 (木祖) 

松林 慧樹 (丸ノ内) 萩原 沙奈 (高綱) 

17～24 

敗 

者 

復 

活 

17 

位 

藤原  直哉 (堀金) 浅川 望 (穂高西) 

田島  涼平 (三郷) 安達 葉子 (穂高西) 

植松 祐二 (広陵) 内山 真奈 (穂高西) 

西澤 広務 (大町第一) 加藤 優紀 (穂高西) 

中川 冬希 (開成) 中嶋明日香 (穂高東) 

伊藤 歩 (信明) 竹内 果緒 (広陵) 

長橋渓一郎 (女鳥羽) 平林 知佳 (松川) 

大澤 巧 (山辺) 飯村 亜美 (女鳥羽) 
 


