
1位 2位
平成１５年 湯本　晃(柳町) 東　佳宏(犀陵) 宮原一也(中野平) 堀内重希(中野平)
平成１６年 村田　隆(三陽中) 今川祐太郎(三陽中) 武居恭二(犀陵中) 田子哲也(相森中)
平成１７年 小林玄太(三陽中) 竹前滋比古（須坂東中） 高橋翔太 (犀陵中) 松木猛弘(三陽中)
平成１８年 北澤宏樹(墨坂中) 松田良平(長野ラージ) 黒岩和宏(南宮中) 大久保雄太(三陽中)
平成１９年 髙木信幸(犀陵中) 若林　誠(若穂中) 明石拓斗(木島平中) 松島卓宏(裾花中)
平成２０年 小林拓矢 (三陽中) 滝澤拓真 (戸上中) 野口亮輔(東北中) 山田将晶(墨坂中)
平成２１年 峯村未希也（若穂中） 青木　　翼（常盤中） 渡部　宗哉（相森中） 高田　考輔（三陽中）
平成２２年 大川　広夢（三陽中） 千原　雅生（若穂中） 宮澤　康平（裾花中） 峯村　健斗（若穂中）
平成２３年 金丸　祐貴（三陽中） 原　　史彰（三陽中） 春日山優太（三陽中） 古川　晃帆（高山中）
平成２４年 山岸　淳也（三陽中） 穴山　慧（長野ラージ） 赤堀　　樹（相森） 緑川　意織（長野ラージ）
平成２５年 山岸佳那人（須坂東） 加藤　　亘（須坂東） 町田　寛季（須坂東） 竹内奏一朗（裾花中）
平成２６年 山﨑 啓 （相森中） 安藤 正寛（豊野中） 仲俣 真実（長野ラージ） 横川 友也（裾花中）
平成２７年 森山 拓人（裾花中） 土持 春斗（東北中） 北堀 亜由夢（相森中） 中村 駿樹（長野ラージ）
平成２８年 春日山 達哉（三陽中） 荒井 健太郎（墨坂中） 櫻井 頌 （相森中） 小林 直人（墨坂中）
平成２９年 西沢 祐太 （東北中） 原田 敦生 （東北中） 吉江 雅弘（長野ＪＴＣ） 牧 勝大 （高山中）
平成３０年 竹内 蒼空 （屋代附属中） 山岸 歩 （相森中） 山﨑 葵生（長野ラージヒルズ）山岸 聖治（須坂東中）

1位 2位
平成１５年 武居恭二（犀陵） 田子哲也（相森） 山岸求（若穂） 滝沢拓真(五加JTC)
平成１６年 竹前滋比古(須坂東中) 高木信幸(長野ＬＨ) 藤原康明(若穂ジュニア) 猪瀬圭祐(若穂中)
平成１７年 北澤宏樹(墨坂中) 竹内亮平(若穂中) 松島卓宏(若穂ジュニア) 竹内恭平(中野平中)
平成１８年 藤原康明(若穂中) 髙木信幸(長野ラージ) 小林拓矢(若穂ジュニア) 若林　誠(若穂中)
平成１９年 滝澤拓真(戸上中) 小林拓也(三陽中) 高橋　大悟(若穂ジュニア) 山田将晶 (墨坂中)
平成２０年 高橋大悟(若穂Ｊ卓球) 千原雅生 (若穂Ｊ卓球) 青木　翼(常盤中) 峯村未希也 (若穂中)
平成２１年 高橋　大悟（犀陵中） 太田　　輝（裾花卓研） 大川　広夢（三陽中） 鎌倉　将輝（長野ラージ）
平成２２年 太田　　輝（裾花卓研） 穴山　　慧（長野ラージ） 鎌倉　将輝（長野ラージ） 金丸　祐貴（三陽中）
平成２３年 太田　　輝（裾花卓研） 赤堀　　樹（相森中） 穴山　慧（長野ラージ） 緑川　意織（長野ラージ）
平成２４年 鎌倉将輝（長野ラージ） 近藤　怜央（裾花卓研） 柴本　凜太朗（相森中） 春日山達哉（若穂ジJ卓球）
平成２５年 山﨑　　啓（相森中） 山下真之介（若穂中） 中村　友哉（若穂中） 阿部翔太郎（三陽中）
平成２６年 村松 凜音（相森中） 春日山達哉（若穂ジュニア） 西沢 祐太（若穂ジュニア） 吉江 雅弘（長野ＪＴＣ）
平成２７年 春日山達哉（三陽中） 西沢 祐太（若穂ジュニア） 田中 翔大（若穂ジュニア） 田中 優也（長野ラージ）
平成２８年 西沢 祐太（東北中） 田中 翔太（若穂ジュニア） 田中 優也（長野ラージ） 村田 和哉（長野JTC）
平成２９年 田中 翔大（若穂ジュニア） 田中 優也（長野ラージヒルズ）仲俣 昴流（長野ラージヒルズ）宮澤 玲 （若穂ジュニア）
平成３０年 田中 翔大（若穂ジュニア） 田中 優也（長野ラージヒルズ）小口 雄大（裾花中） 仲俣 昴流（長野ラージヒルズ）
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1位 2位
平成１５年 金木友花(長野ラージ) 上野いずみ（若穂） 村松千奈津(長野ラージ) 竹川由希子（三陽）
平成１６年 高木　瞳(犀陵中) 鵜野沙由美(三陽中) 内田枝理(飯山二中) 山嵜百恵(飯山二中)
平成１７年 滝澤芹菜(戸倉上山田中) 金木萌 (長野ラージ) 小林智美(三陽中) 林　沙那(相森中)
平成１８年 小山さき(相森中) 山岸央里恵(相森中) 近藤香純(相森中) 玉置恵美(犀陵中)
平成１９年 小林真子 (須坂東中) 村松由希恵(犀陵中) 青木妥江(犀陵中) 武居美乃里(犀陵中)
平成２０年 小山みき(相森中) 矢島 茜 (三陽中) 佐藤安純 (三陽中) 丸田彩花 (須坂東中)
平成２１年 緑川　千喜（犀陵中） 藤田　美優（常盤中） 田中　春菜（若穂中） 宮脇菜々美（中条中）
平成２２年 佐藤　未羽（須坂東中） 大平　理紗（犀陵中） 小林　芽以（須坂東中） 山岸　麻希（須坂東中）
平成２３年 穂刈さくら（墨坂中） 鎌倉　由佳（犀陵中） 柴本　愛美（相森中） 舎川　亜矢（三陽中）
平成２４年 牧之内　菜央（長野ラージ） 大平　美樹（長野ラージ）　 金箱　美花（須坂東中） 北村　雪乃（須坂東中）
平成２５年 勝山　幸奈（墨坂中） 近藤 　夕貴（墨坂中） 徳竹 　朱里（中野平中） 百瀬　美鈴（墨坂中）
平成２６年 田中 静流（長野ラージ） 横田 林檎（須坂東中） 村山 ゆい（豊野中） 冨沢 雅 （須坂東中）
平成２７年 伊藤 美咲（飯綱中） 塚田 桜姫（若穂ジュニア） 永井杏実香（若穂中） 鈴木 咲菜（城北中）
平成２８年 山口 冬果（相森中） 宮本 日菜（須坂東中） 塚田 桜姫（若穂ジュニア） 山本 蒼 （小布施中）
平成２９年 左治木 雪乃（豊野中） 山﨑 琴音（長野ラージヒルズ）北村 麦歩 （墨坂中） 垂澤 真生子（須坂東中）
平成３０年 丸山 渓 （須坂東中） 相澤 舞花（須坂東中） 平井 沙英（長野ラージヒルズ）倉島 杏衣（若穂中）

1位 2位
平成１５年 高木　瞳（犀陵） 鵜野沙由美(犀陵中) 金木萌 (長野ラージ) 滝沢芹菜(五加ＪＴＣ)
平成１６年 金木萌 (長野ラージ) 村松由希恵 (長野ラージ) 滝澤芹菜(戸上中) 玉置恵美(長野JTC)
平成１７年 小山さき(相森中) 村松由希恵(長野ラージ) 山岸央里恵(相森中) 近藤香純(相森中)
平成１８年 小山みき須坂ＪＴＣ 小林真子(須坂東中) 武居美乃里(長野ラージ) 青木妥江(長野ラージ)
平成１９年 小山みき(相森中) 矢島 茜 (三陽中) 竹前裕美子 (須坂ＪＴＣ) 緑川千喜(長野ラージ)
平成２０年 竹前裕美子 (須坂ＪＴＣ) 緑川千喜 (犀陵中) 牧之内菜央 (長野ラージ) 田中春菜 (若穂中)
平成２１年 竹前　裕美子（須坂東中） 牧之内菜央　（長野ラージ） 大平　美樹（長野ラージ） 山岸　麻希（須坂東中）
平成２２年 牧之内菜央（長野ラージ）　 鎌倉　由佳（犀陵中） 穂刈　さくら（墨坂中） 柴本　愛美（相森中）
平成２３年 大平　美樹（長野ラージ）　 金箱　美花（須坂東中） 北澤　梓（長野ラージ）　　 山崎　菜都（長野ラージ）　
平成２４年 山﨑　菜都（長野ラージ） 北澤　梓（長野ラージ）　　 田中　静流（長野ラージ） 大平　恵理（長野ラージ）
平成２５年 渡邉 彩友香（相森中） 杉浦 　花純（飯綱中） 矢口　　繭（須坂東） 酒井美千代（相森中）
平成２６年 大平 恵里（長野ラージ） 伊藤 美咲（飯綱中） 佐治木雪乃（若穂ジュニア） 佐治木文音（若穂ジュニア）
平成２７年 左治木文音（若穂ジュニア） 左治木雪乃（若穂ジュニア） 大平 恵里（長野ラージ） 山口 冬果（相森中）
平成２８年 左治木文音（若穂ジュニア） 左治木 雪乃（豊野中） 伊藤 春香（飯綱中） 北村 麦歩（墨坂中）
平成２９年 左治木 文音（若穂ジュニア） 塚田 桜姫 （若穂ジュニア） 丸山 渓 （須坂東中） 平井 沙英（長野ラージヒルズ）
平成３０年 塚田 桜姫 （東北中） 飯沼 愛琉 （長野ラージヒルズ）保科 芙弥（相森中） 青木 菊乃（若穂ジュニア）
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