
平成１８年度北信体育大会（卓球の部）
平成１８年６月２４，２５日

中野市民体育館
男子シングルス
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竹前
（東）

上原
（三陽）

森山
（三陽） (三陽) 10452 高橋 翔太 (犀陵) 小林 玄太

(若穂) 10351 鹿島 雄大 (小布施) 西宮 大士

(坂城) 10250 飯田 一記 (木島平) 宮島 大徳

(犀陵) 10149 松田 拓翔 (信州新町) 下畑 宏次

岩月 裕矢 (中野平) 10048 川島 拓也 (坂城)

西山エメルソン (東) 9947 西澤 健太 (東北)

小林 亮 (飯山一) 9846 上原 慎也 (相森)

松島 卓宏 (裾花) 9745 小林 亮大 (飯山一)

峰村 良太 (飯山二) 9644 内堀 秀 (南宮)

山本 健太 (信州新町) 9543 清水 彩人 (裾花)

湯本 真悟 (木島平) 9442 青木 健 (東)

戸谷 勇基 (東北) 9341 稲田 健 (飯綱)

高沢 佑 (小布施) 9240 猪瀬 圭祐 (若穂)

北沢 宏樹 (墨坂) 9139 荒井 伸介 (墨坂)

徳竹 眞人 (南宮) 9038 鹿島 光希 (豊野)

義家 裕太 (東北) 8937 高橋 俊 (高社)

小林 慶也 (飯山三) 8836 加藤 航平 (飯山二)

永井 伸弥 (小布施) 8735 塚田 隼斗 (犀陵)

柳沢 健太 (若穂) 8634 山下 直樹 (東北)

山口 翼 (高社) 8533 大井 一樹 (坂城)

佐々木雅人 (更北) 8432 大久保 築 (裾花)

中村 優樹 (豊野) 8331 上林 航太 (若穂)

赤池 大樹 (坂城) 8230 岩本 将哉 (中野平)

会津 秀樹 (相森) 8129 六川 浩勝 (小布施)

武原 康平 (信州新町) 8028 峰村 勇輝 (東北)

高木 信幸 (犀陵) 7927 上原 圭人 (三陽)

森山 智貴 (三陽) 7826 宮澤 健之 (犀陵)

春原 武 (東) 7725 斉藤 淳 (戸倉上山田)

小野 渉 (坂城) 7624 吉澤 真輝 (東)

林 和信 (信州新町) 7523 吉原 祐弥 (信州新町)

山下 耕平 (犀陵) 7422 竹内 亮平 (若穂)

丸山 陽平 (中野平) 7321 佐藤 学 (中野平)

山崎 純 (飯山二) 7220 森山 雄大 (飯山三)

八田 日向 (東北) 7119 児島 啓祐 (小布施)

牧 利樹 (犀陵) 7018 木原 悠介 (東北)

畑山 靖佳 (戸倉上山田) 6917 西澤 亘 (坂城)

西尾 大樹 (若穂) 6816 畔上 富幸 (木島平)

武田 健吾 (木島平) 6715 傳田 和史 (墨坂)

中島 翔也 (墨坂) 6614 松木 猛弘 (三陽)

黒岩 和宏 (南宮) 6513 堀内 洋太 (中野平)

内田 光 (裾花) 6412 米沢 祐太 (小布施)

内田 涼 (高山) 6311 青木 拓也 (裾花)

宮崎 由貴 (東) 6210 小林 達也 (飯綱)

山田 洋義 (東北) 619 田中 拓摩 (飯山一)

江口伸之介 (三陽) 608 大久保雄太 (三陽)

水野 友斗 (坂城) 597 若林 誠 (若穂)

酒井 佑弥 (中野平) 586 山﨑 貴弘 (飯山二)

坂井 亮介 (小布施) 575 宮澤 光 (東北)

松田 良平 (犀陵) 564 野村 哲平 (坂城)

小出 姿 (飯山三) 553 金澤 宏紀 (犀陵)

富樫 陽色 (飯綱) 542 藤沢 靖也 (高社)

藤原 康明 (若穂) 531 竹前滋比古 (東)

このＰＤＦは pdfFactory 試用版で作成されました                  www.nsd.co.jp/share/

http://www.nsd.co.jp/share/

