
平成２０年度　北信卓球選手権大会（中学生の部）

平成２１年２月１１日（木）

長野運動公園体育館

女子１部
小山みき

相森中 2-1

柄澤美咲 阿部絵里奈 塚本夕貴

坂城中 1 中野平中 2 墨坂中 棄権 1-1

池上陽子 横川香奈美 足立友美 3-1

裾花中　１ 飯綱中　３ 飯山第一中　２

常盤ひかり 小出侑里奈 坂田悠希

中条中　１ 櫻ヶ岡中　３ 相森中　２ 2-2

田中里奈 飯島優菜 神田沙和 4-1

須坂東中　２ 戸上中　１ 中野平中　３

松本実咲 浪岡　麗 遠山菜々美

高山中　２ 裾花中　１ 飯綱中　３ 2-3

山室明日香 市村愛梨香 高野真維

飯山二中　２ 墨坂中　１ 豊野中　３ 3-2

土倉愛美 須﨑あゆみ 吉田恵子

飯綱中　３ 中野平中　１ 小布施中　２ 2-4

鶴巻郁弓 西澤郁佳 宮尾早耶香 5-1

犀陵中　１ 飯山第一中　３ 相森中　２

金井真由子 藤沢夏帆 八田帆乃香

戸上中　１ 高山中　２ 墨坂中　３ 2-5

小山知香子 冨澤恵美 丸山舞子

飯山第一中　２ 相森中　１ 中野平中　３ 3-3

町田奈々子 髙山みず紀 井上万由子

犀陵中　１ 飯山二中　２ 櫻ヶ岡中　３ 2-6

倉俣朋佳 三ツ井純 村石朋美

小布施中　１ 飯綱中　２ 墨坂中　３ 4-2

大久保成美 佐藤　好 上松

中条中　１ 相森中　３ 飯山二中　２ 2-7

髙橋日和 黒岩雅美 宮本季朋

中野平中　１ 墨坂中　２ 飯綱中　３ 3-4

和田尚子 駒津はるか 武原マリア

豊野中　棄権 須坂東中　１ 裾花中　２ 2-8

藤田美優 御澤文香 山崎智比呂 6-1

常盤中　１ 飯綱中　２ 小布施中　３

山﨑遥佳 北澤　梢 芋川里菜

犀陵中　１ 中条中　２ 中野平中　３ 2-9

坂本佳織 安部未来 飯田優菜

墨坂中　１ 坂城中　２ 飯綱中　３ 3-5

青柳なな未 内堀早智 滝沢莉乃

飯綱中　１ 高山中　２ 戸上中　３ 2-10

神林利奈 黒岩さつき 小須田智美

裾花中　１ 飯山二中　２ 相森中　３ 4-3

丸山紗貴 竹鼻沙也佳 小林由季

中野平中　１ 坂城中　２ 高山中　棄権 2-11

豊城怜未 丸山郁美 高橋彩香

戸上中　１ 飯山第一中　２ 飯綱中　３ 3-6

大澤彩香 栗林夏未 佐藤里奈

豊野中　１ 小布施中　２ 櫻ヶ岡中　３ 2-12

髙木なな美 高野るみ 丸田美玲

相森中　棄権 飯綱中　１ 墨坂中　２ 5-2

小林奈々 冨澤彩乃 市村栞里

中条中　１ 墨坂中　２ 中野平中　３ 2-13

黒岩美紀 藤倉汐里 小林みのり

高山中　１ 櫻ヶ岡中　２ 飯山第一中　３ 3-7

大屋由香里 石田成美 山口春香

戸上中　２ 飯綱中　３ 裾花中　１ 2-14

田中　春菜 永池美穂 上田果穂

若穂中　１ 中野平中　３ 相森中　２ 4-4

上野原菜波 山岸由依 古沢侑加

相森中　１ 飯綱中　３ 坂城中　２ 2-15

外山佳奈 山﨑華子 中島由貴

飯山第一中　２ 犀陵中　１ 墨坂中　３ 3-8

真嶋　　萌 武田沙織 牧野優子

飯山二中　１ 中野平中　３ 小布施中　２ 2-16

丸田彩花

須坂東中
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平成２０年度　北信卓球選手権大会（中学生の部）

平成２１年２月１１日（木）

長野運動公園体育館

女子２部
宮坂佳純 吉澤美希 金子奈々実

若穂中　１ 豊野中　２ 相森中　棄権 2-1

戸谷ひかる 宮下紗季 福田　雅

飯綱中　１ 須坂東中 高山中 1-1

高沢真弥 西澤友香 中島麻衣

小布施中　１ 中野平中　３ 飯山二中　２ 3-1

中村秋葉 松浦未歩 宮島　梓

飯山二中　１ 豊野中　３ 須坂東中　２ 1-2

樋口果帆 久保さつき 千村菜月

南宮中　１ 裾花中　２ 飯綱中　３ 2-2

小宮千明 長崎明里 桑原佑未子

戸上中　１ 中条中 中野平中 1-3

松本みのり 宮尾　綸 原田　栞

相森中　１ 犀陵中　３ 裾花中　２ 4-1

左澤朋奈 塩野入千明 黒岩美咲

豊野中　１ 裾花中　３ 飯綱中　２ 1-4

山野井香苗 上村祐希 中村由季奈

中条中　１ 櫻ヶ岡中　３ 戸上中　２ 2-3

大口理奈 佐藤麻衣 木村栞菜

南宮中　１ 坂城中　２ 飯山二中　棄権 1-5

笹木美里 渡辺真奈 荒井美保

飯綱中　２ 相森中　１ 小布施中　棄権 3-2

藤室法子 宮島芙幸 鶴田明里

三陽中　１ 飯綱中　２ 小布施中　棄権 1-6

石田千奈美 天野早紀乃 江口紗枝実

中野平中　２ 裾花中　１ 戸上中　３ 2-4

春日真鈴 夏目花純 野池冴香

飯山二中　１ 東北中　３ 相森中　２ 1-7

小林沙羅 宮尾　颯 丸山玲奈 5-1

須坂東中　１ 犀陵中　３ 櫻ヶ岡中　２

小田切美紅 宮澤由起 林部亜美

飯山二中　１ 飯綱中　２ 犀陵中　３ 2-5

鶴田京乃 山本萌野 千野杏衣里

東北中　１ 小布施中　棄権 豊野中　２ 1-8

久保菜摘 引場彩乃 福原瑞稀

南宮中 裾花中　棄権 相森中 3-3

篠塚歩実 松野ちひろ 平林由貴

須坂東中　１ 中条中　２ 裾花中　３ 1-9

雨宮美奈 宮澤あゆみ 武田美希

若穂中　２ 飯綱中　１ 飯山二中　３ 2-6

小澤香純 西山由華 児玉衣未

中野平中　１ 豊野中　２ 戸上中　３ 1-10

富田莉帆 塚田ゆき実 BYE

三陽中　１ 相森中　２ 4-2

宮脇奈々美 児島有美 山﨑　彩

中条中　１ 小布施中　２ 中野平中　３ 1-11

本田美咲 斉藤香菜 吉田麻衣

高山中　１ 裾花中 南宮中　棄権 2-7

小林みず紀 宮沢英里 山岸可奈

犀陵中　２ 須坂東中　１ 飯山二中　３ 1-12

寺島百香 松倉夏鈴 青木理紗

飯綱中　１ 若穂中　棄権 裾花中　２ 3-4

高野はるな 小林恵里奈 山岸真由

豊野中 中野平中　１ 須坂東中 1-13

松野和奏 春日美里 町田美里

櫻ヶ岡中　２ 戸上中　１ 飯綱中　棄権 2-8

小林祥子 石井沙和 岡田彩知杏

相森中　１ 飯山二中　２ 飯綱中　３
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