
氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名

1 倉島　卓矢② (染谷丘) 倉島　卓矢② (染谷丘) 赤尾　惟咲① (染谷丘) 赤尾　惟咲① (染谷丘) 土屋　穂乃花② (岩村田) 土屋　穂乃花② (岩村田) 篠原　陽菜① (野　北) 北澤　優里菜① (野　北) 1

2 早乙女　尊② (染谷丘) 早乙女　尊② (染谷丘) 石丸　希① (染谷丘) 石丸　希① (染谷丘) 小島　朱葉② (岩村田) 細川　陽葉里② (岩村田) 北澤　優里菜① (野　北) 篠原　陽菜① (野　北) 2

3 杉山　大輝① (染谷丘) 杉山　大輝① (染谷丘) 塚山　碧翔① (染谷丘) 塚山　碧翔① (染谷丘) 岩瀬　みさき② (岩村田) 小島　朱葉② (岩村田) 依田　靖恵① (野　北) 谷津　綺星① (野　北) 3

4 竹内　一翔① (染谷丘) 竹内　一翔① (染谷丘) 中澤　宗太① (染谷丘) 中澤　宗太① (染谷丘) 細川　陽葉里② (岩村田) 岩瀬　みさき② (岩村田) 谷津　綺星① (野　北) 中根　七海① (軽井沢) 4

5 加々井　大輝① (染谷丘) 加々井　大輝① (染谷丘) 小橋 将人① (上田東) 小橋 将人① (上田東) 濱田　茄菜未② (上田東) 濱田　茄菜未② (上田東) 佐藤　羽瑠① (染谷丘) 赤池　まゆ① (長聖) 5

6 荒井　紀匠② (染谷丘) 中村　優太① (染谷丘) 松山 空① (上田東) 松山 空① (上田東) 青水　奈々世② (上田東) 青水　奈々世② (上田東) 白石　優和① (染谷丘) 関　愛奈① (長聖) 6

7 夛田　柊吾① (染谷丘) 荒井　紀匠② (染谷丘) 茂木 裕太① (上田東) 茂木 裕太① (上田東) 大浦　美優② (小諸) 大浦　美優② (小諸) 懸川　朱佳① (染谷丘) 佐藤　優衣① (上田) 7

8 中村　優太① (染谷丘) 夛田　柊吾① (染谷丘) 長岡 愁也① (上田東) 長岡 愁也① (上田東) 小林　佳奈① (小諸) 小林　佳奈① (小諸) 赤池　まゆ① (長聖) 新井　愛依① (上田) 8

9 中澤　龍② (上田東) 中澤 龍② (上田東) 工藤 天之① (上田東) 柳澤　祐希① (小諸) 下村　沙輝② (蓼科) 下村　沙輝② (蓼科) 関　愛奈① (長聖) 泉　優奈① (上田) 9

10 渡邉 怜亜② (上田東) 渡邉 怜亜② (上田東) 渡邉　泰成① (岩村田) 丸山　颯大① (小諸) 上原　彩香② (蓼科) 上原　彩香② (蓼科) 佐藤　優衣① (上田) 西島　鈴美① (上田) 10

11 内堀 健成② (上田東) 内堀 健成② (上田東) 柳澤　祐希① (小諸) 矢島　聡介① (長聖) 割田　日菜乃② (染谷丘) 割田　日菜乃② (染谷丘) 新井　愛依① (上田) 渡辺　陽月① (上田) 11

12 木内 翔② (上田東) 木内 翔② (上田東) 丸山　颯大① (小諸) 石山　稜太郎① (長聖) 石下　和① (染谷丘) 古澤　実莉② (染谷丘) 渡辺　陽月① (上田) 白石　優和① (染谷) 12

13 林　　亮太② (岩村田) 林　　亮太② (岩村田) 柄澤　郁人① (蓼科) 須江　勇斗① (野沢北) 西村　杏月① (染谷丘) 石下　和① (染谷丘) 西島　鈴美① (上田) 13

14 浅川　　真輝② (岩村田) 小林　　幸輝② (岩村田) 鈴木　悠世① (佐久平) 黛　亮雄① (野沢北) 古澤　実莉② (染谷丘) 西村　杏月① (染谷丘) 泉　優奈① (上田) 14

15 小平　龍之介② (岩村田) 浅川　　真輝② (岩村田) 矢島　聡介① (長聖) 髙城　裕行① (野沢北) 花岡　笑奈① (染谷丘) 花岡　笑奈① (染谷丘) 15

16 小林　　幸輝② (岩村田) 藤原　　陽太② (岩村田) 石山　稜太郎① (長聖) 飯島　晴希① (野沢北) 銀川　ほのか① (染谷丘) 銀川　ほのか① (染谷丘) 16

17 井出　　悠翔② (岩村田) 小平　龍之介② (岩村田) 東川　桂太朗① (野沢北) 中村　和希① (上田西) 古越　歩花② (上田西) 古越　歩花② (上田西) 17

18 藤原　　陽太② (岩村田) 井出　　悠翔② (岩村田) 須江　勇斗① (野沢北) 甘利　裕司① (上田西) 依田　華梨② (上田西) 依田　華梨② (上田西) 18

19 杉山　　温哉② (岩村田) 杉山　　温哉② (岩村田) 髙城　裕行① (野沢北) 久保田　一吹① (上田西) 黒岩　凛② (上田西) 黒岩　凛② (上田西) 19

20 井出　　蓮椰② (岩村田) 井出　　蓮椰② (岩村田) 飯島　晴希① (野沢北) 山﨑　帆高① (上田西) 宮下　絢野② (上田西) 山口　陽子② (上田西) 20

21 大浦　和樹① (小諸) 星野　叶多② (小諸) 黛　亮雄① (野沢北) 池田　梧朗① (上田) 山口　陽子② (上田西) 宮下　絢野② (上田西) 21

22 星野　叶多② (小諸) 大浦　和樹① (小諸) 久保田　一吹① (上田西) 坂井　元気① (上田) 松本　彩② (上田西) 上原　茉子② (上田西) 22

23 髙林　英一② (蓼科) 髙林　英一② (蓼科) 甘利　裕司① (上田西) 清水　愛花② (上田西) 清水　愛花② (上田西) 23

24 宮下　恭裕② (蓼科) 宮下　恭裕② (蓼科) 中村　和希① (上田西) 下島　遥佳② (上田) 松本　彩② (上田西) 24

25 清水　智矢② (佐久平) 武藤　裕太② (軽井沢) 山﨑　帆高① (上田西) 田頭　咲希① (上田) 下島　遥佳② (上田) 25

26 武藤　裕太② (軽井沢) 内川　瑠衣② (軽井沢) 宮澤　颯来① (上田西) 金井　京花② (上田) 田頭　咲希① (上田) 26

27 内川　瑠衣② (軽井沢) 山岸　陽向吾② (軽井沢) 池田　梧朗① (上田) 川岸　朱里② (上田) 川岸　朱里② (上田) 27

28 山岸　陽向吾② (軽井沢) 吉澤　大輝② (軽井沢) 坂井　元気① (上田) 北澤　寧々② (上田) 北澤　寧々② (上田) 28

29 吉澤　大輝② (軽井沢) 原山　朝光② (長聖) 大田　一輝① (上田) 29

30 土屋　幸輝① (長聖) 土屋　幸輝① (長聖) 30

31 原山　朝光② (長聖) 猿谷　知紀② (野沢北) 31

32 櫻井　和輝② (長聖) 菊地　太朗② (野沢北) 32

33 猿谷　知紀② (野沢北) 池田　周平② (野沢北) 33

34 平林　佑介② (野沢北) 石井　大也② (野沢北) 34

35 菊地　太朗② (野沢北) 西舘　岳人② (野沢北) 35

36 櫻井　涼斗② (野沢北) 鈴木　遥人② (野沢北) 36

37 池田　周平② (野沢北) 上原　諒太② (野沢北) 37

38 相馬　大和② (野沢北) 山﨑　一磨② (野沢北) 38

39 石井　大也② (野沢北) 前所　武龍② (上田西) 39

40 中島　雄太② (野沢北) 田中　真幸② (上田西) 40

41 前所　武龍② (上田西) 仲村　和也② (上田西) 41

42 田中　真幸② (上田西) 宮尾　航平① (上田西) 42

43 宮尾　航平① (上田西) 毛利　天馬① (上田) 43

44 仲村　和也② (上田西) 堀内　隼輔② (上田) 44

45 毛利　天馬① (上田) 宮下　剛② (上田) 45

46 堀内　隼輔② (上田) 山岸　琉雅② (上田) 46

47 宮下　剛② (上田) 広田　侑平② (上田) 47

48 広田　侑平② (上田) 中村　勇翔② (上田) 48

49 山岸　琉雅② (上田) 49

50 中村　勇翔② (上田) 50

51 47

52 48

53 49

男子Ｂ級ダブルス 女子Ａ級シングルス

今年度の新人選手権について、Ａ級シングルスについてジュニアポイントがつくことになりました。詳しくは長野県テニス協会のＨＰをご参照下さい。

女子Ａ級ダブルス男子Ｂ級シングルス男子Ａ級ダブルス

それに伴い出場種目の変更、またこちらの手違いで漏れ、誤り等がありましたら、9/25(水)12:00までに地区専門委員長に顧問の先生を通じて連絡を下さい。 2019年9月20日13:30現在
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