
優勝 ２位 優勝 ２位

8 犀陵 清内路 丸ノ内 三陽 浅間 女鳥羽 丸ノ内 三陽

9 望月 三郷 女鳥羽 中野平 堀金 望月 犀陵 豊科南

10 望月 女鳥羽 犀陵 相森 穂高 浅間 犀陵 相森

11 下條 三郷 三陽 小諸東 穂高 浅間 三陽 軽井沢

12

13 三陽 下條 若穂 櫻ヶ岡 犀陵 緑ヶ丘 三郷 浅間

14 三陽 下條 鎌田 高瀬 三陽 三郷 犀陵 浅間

15 三陽 高綱 豊科南 犀陵 下條 喬木 浅間 三陽

16 三陽 犀陵 下條 高綱 下條 飯山第二 高森 浅間

17 下條 三陽 豊科南 犀陵 下條 穂高西 浅間 相森

18 若穂 茅野東部 伊那東部 三陽 堀金 相森 犀陵 穂高西

19 三陽 裾花 伊那東部 緑ｹ丘 相森 犀陵 遠山 浅間

20 高綱 三陽 坂城 南箕輪 三陽 高陵 穂高東 穂高西

21 三陽 波田 伊那東部 南箕輪 須坂東 高森 中条 東御東部

22 三陽 若穂 穂高西 豊科南 須坂東 鎌田 犀陵 丸ノ内

23 三陽 高陵 相森 高森 須坂東 鎌田 豊科南 犀陵

24 相森 高陵 丸ノ内 穂高西 犀陵 豊科南 裾花 高陵

25 相森 須坂東 穂高西 鉢盛 鎌田 豊科南 穂高西 女鳥羽

26 三郷 若穂 鼎 墨坂 須坂東 緑ヶ丘 梓川 鎌田

27 東北 相森 高社 丸ノ内 高陵 緑ヶ丘 相森 墨坂

28

29

30

31

32

長野県中学校新人選抜卓球大会　団体戦長野県中学校新人選抜卓球大会　団体戦長野県中学校新人選抜卓球大会　団体戦長野県中学校新人選抜卓球大会　団体戦
年度

男子 女子
３位 ３位



優勝 ２位
13 小林　英成　（伊那） 倉科　洋平　（明科） 増沢　孝司　（松島） 遠山　康太　（上村）
14 湯本　晃　（柳町） 倉科　洋平　（明科） 小林　英成　（伊那） 猪瀬　大晃　（若穂）
15 三上　佑樹　（松島） 鎌倉　宏兼　（上村） 実原　洋幸　（下條） 吉村　俊貴　（下條）
16 三上　佑樹　（松島） 藤原　平三郎（波田） 清水　孝貴　（木祖） 小林　功平　（三郷）
17 都合により開催できず
18 大西　直人（波田） 百瀬　貴樹（菅野) 渡辺　大介（木祖） 古川　将吏（下条）
19 藤原康明（若穂中） 高木信幸（犀陵中） 諏訪　宝（辰野中） 下平晋也（南箕輪中）
20 中川弘毅（松川中） 山田将晶（墨坂中） 奥原　健（木祖中） 古田敦也（下條中）
21 高橋　大悟（犀陵中） 板花　郁耶（鎌田中） 滝沢　陽平（上田四中） 古田　敦也（下條中）
22 高橋　大悟(犀陵中) 青柳　遼　(佐久中) 谷口　友章(茅野東部 倉科　良規(波田中)
23 上條　晃希(菅野中） 青栁　遼　(佐久中) 谷口　友章(茅野東部 中原　元気(鉢盛中）
24 穴山　慧(長野東部中) 緑川意織(犀陵中) 浅川将志(佐久中) 岡沢賢也(大町第一中)
25
26 間藤義博 (穂高東) 井ノ口雅幸 (清 水) 村瀬隆志 (塩 尻) 城田佳祐 (緑ヶ丘)
27 福澤 勇太 (下 篠) 古田 楓 (高 森) 岡野 光志 (鎌 田) 谷垣内 颯 (鎌 田)
28
29
30
31

優勝 ２位
13 松島　加奈　（裾花） 木下　多美子　（下條） 唐木　妙　（春富） 雨宮　由佳　（若穂）
14 松島　加奈　（裾花） 畠山　裕圭　（穂高西） 唐木　妙　（春富） 金木　友花　（広徳）
15 高木　瞳　（犀陵） 畠山　裕圭　（穂高西） 村松千奈津（篠ノ井西） 赤羽美穂子　（辰野）
16 高木　瞳　（犀陵） 鵜野　沙由美（三陽） 増澤　恵子　（松島） 大西　友紀　（波田）
17 都合により開催できず
18 笹川　悦子（木祖） 大山　奈緒（山辺） 百瀬　綾乃（波田） 小林　真子（須坂東）
19 古川聖奈（下條中） 中嶋康乃（下條中） 柏木千明（小諸東中） 小林優夏（若穂中）
20 細川　聖（堀金中） 清水　茜（木祖中） 丸田彩花（須坂東中） 古川聖奈（下條中）
21 清水　茜　（木祖中） 藤田　美優（常盤中） 中村　詩穂（伊那中） 吉田　智穂（北安松川
22 内田　彩花(堀金中) 穂刈さくら(墨坂中) 中村　詩穂(伊那中) 木嶋　郁美(八千穂中）
23 柳沢　茉歩(鎌田中） 穂刈さくら(墨坂中) 牧之内菜央(犀陵中） 河村有里可(鎌田中）
24 青木多恵子(信明中) 金箱美花(須坂東中) 北村雪乃(須坂東中) 松村舞花(鼎中)
25
26 田中静流 (戸倉上山田) 橋戸未来 (楢 川) 山田奈々 (菅 野) 亀野未夢 (高 綱)
27 大平 恵里 (犀 陵) 小島知咲希 (女鳥羽) 伊藤 美咲 (飯 綱) 宮本 日菜 (須坂東)
28
29
30
31
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年度
男子

３位


