
2017 長野県高等学校１年生チーム対抗戦 予選 11/26(日)・12月2日(土)　決勝 12月3日(日) 　浅間温泉庭球公園

No 学校名 監督 No1 No2 No3 No4 No5 No6 No7 No8

1 OIDE長姫 宮島　浩 伊藤　和也 壬生　敬大 片岡　雅人 岡田　竜聖 宮澤　拓巳 畑山　詠佑

2 OIDE長姫 宮島　浩 杉山　航基 仲田　峻 大牧　功達 中村　匠 加藤　知広 林　純平

3 佐久平総合 宮尾　秀彦 青木　昂汰 木内　勇樹 清水　音秋 佐藤　充 林　駿亮 大須賀　柊哉

4 篠ノ井・長野西 丸山　春樹 千國　笙吾 長岡　陸斗 徳武　峻也 高橋　友哉 村田　拓真 山上　壱嵯

5 長野南 丸山みゆき 西澤　優士 神林　優太 小池　葵斗 清水　碩人 森田　優 安藤　充紀

6 立志舘・須坂 中村浩一郎 五十嵐　零星 藤澤　貴寛 町田　俊介 向井　俊輝 大谷　虹太 堀内　拓海

7 岡谷南 井出　圭一 辻　悠人 牛山　蓮飛 紺谷　柊馬 日達　崇仁 川合　惇平 窪田　達哉

8 屋代 堀内　政幸 山越　智輝 塩入　康太 菅井　雄斗 小林　誠之助 鹿住　雄大 塩野﨑　壮太

9 屋代・市立 堀内　政幸 三澤　拓実 寺島　悠吾 岩下　颯太 天野　大成 窪田　琉来 青柳　達典

10 佐久長聖 岩下　智昭 菜花　優太朗 土屋　裕大 坪井　淳哉 江元　龍之介 伊藤　岳杜 宮原　蒼

11 市立長野 田中　英一 小林　周勢 小河原　涼 土屋　希 会津　風良 深瀬　祐真 熊谷　友志

12 松川・岡谷南 玉本　聡志 駒瀬　万也 中平　朔矢 有泉　太陽 林　瑞樹 細井　秀哉 大平　悠人

13 松本県ヶ丘 青木　要二 羽田　陽哉 荒井　悠希 飯沼　翔大 高山　祐作 阿部　純也 加藤　晃太

14 松本県ヶ丘 青木　要二 横川　勇斗 寺島　大喜 中井　敦俊 青木　寛弥 鈴木　翔大 藤井　翔大

15 松本深志 相馬　孝幸 須藤　翔平 谷川　弘樹 上田　隼也 上條　祐 桑原　竜一 逢澤　禅

16 松本深志 相馬　孝幸 小島　侑也 新村　雄哉 小林　龍真 根津　藤次郎 赤羽　泰生 河西　航

17 松本第一・豊科 柵山　美鈴 須澤　香木 池口　颯 木村　流斗 木村　浩士 菊地　聖斗 浅田　翔

18 松本美須々 北村　保勝 横川　惟頼 槇本　開渡 等々力　大輝 濱　凌太 石田　健太 西牧　蒼真 高橋　和希 西牧　侑真

19 松本美須々 北村　保勝 中村　優生 大村　征聖 山岸　楽門 高橋　斗宇路 荒井　佑斗 遠藤　光一 髙野　広夢 岡村　知紘

20 上田 菊池　文明 佐藤　桃樹 高橋　伸 浅水屋　晃太 銀川　新 長谷部　優介 小林　大晟

21 上田西 正村　真一 中島　徹太 塩川　和生 中沢　祐策 鈴木　礼矢 東　大耀 勝木　拓身

22 上田西 正村　真一 永井　拓歩 清水　良 大林　侑馬 福澤　雄平 青木　柊太 出野　悠大

23 諏訪清陵 上條　浩 小川　音央 宮﨑　武陽 林　泰希 北河　潤也 小清水　優希 藤澤　太至

24 諏訪二葉 武田　圭弘 太田　浩平 柿澤　空風 雨宮　真生 杉野　春斗 加藤　勇希 河西　柊我

25 諏訪二葉・岡谷南 武田　圭弘 寺澤　達哉 塩原　壮 塩澤　竣矢 中上　信輝 矢沢　秀馬 篠原　悠斗

26 大町岳陽 太田　久吉 松田　葵 降旗　優 吉野　統輝 淀　峻大 松下　昴平 飯島　大貴

27 長野 横山　智典 稲葉　雄一 渡邊　晴紀 小田切　大樹 高山　望夢 高遠　峻 湯本　晶大 赤松　良春 立岩　巧海

28 田川 井澤　貴志 大島　祐樹 網野　裕介 山本　健人 西原　良 髙山　倖成 井口　瑛敦 清沢　舜人 本山　淳也

29 東海大諏訪 杵渕　隆 嶋本　和磨 堀内　拓真 西谷　綾人 篠原　琉佑 仁科　結喜

30 飯田風越・弥生 伊藤　陽祐 小松　春樹 澤　太一 松原　大和 藤井　奏良 尾曽　哲也 白鳥　健介

※氏名の間違いや、合同チームで実力順となっていない場合は至急、申し込み先までメールでお知らせください。

No 学校名 監督 No1 No2 No3 No4 No5 No6 No7 No8

1 須坂・屋代 中村浩一郎 荒井　千尋 小林　桜子 池田　璃穂 松本　向日葵 滝澤　友季音 久保　朋夏

2 野沢北・佐久長聖 小松　松原 小林　来実 井出　杏佳 小林　愛奈 市川　莉那 今井　理帆 大林　花野

3 二葉・清陵・風越 堀内　誠 萩原　妃奈子 小口　紗英 藤森　美帆 青山　紗也佳 竹村　紗季 林　　優香

4 屋代 青木　裕士 林部　響紀 山﨑　美範 栁澤　玲那 松尾　実咲 井出　綾香 常田　瑞葉

5 弥生・諏実 土橋　亜希 松島　愛奈 佐藤　未咲 川上　芽亜梨 中村　瑠璃子 工藤　朋花

6 伊那北・美須々 北村　保勝 曽我　佳苗 竹澤　萌 川畑　美月 根橋　愛実 明尾　果歩 太田　明子

7 市立長野・須坂東 石井　政光 田中　希 齋藤　瑠菜 龍野　千花 五味沢　麻優 安西　真愛 佐藤　絢加

8 篠ノ井・長野西 宮入　健敏　 井出　わかな 森澤　彩夏 小山　柚 北村　実優 滝澤　莉奈 関　春花

9 松代 佐藤　祐三 瀧澤　水稀 武藤　瑞季 熊澤　明優華 兒玉　ひなた 赤塚　真菜 原田　真歩

10 松本蟻ケ崎 守屋　道明 黒澤　英里子 長谷川　美咲 吉川　若那 松田　琴音 上原　小侑希 名取　花菜

11 松本県ヶ丘 中谷　幸裕 杉本　芽生 竹村　愛未 柴田　穂花 若林　野乃実 百瀬　明里 山岸　朱里

12 松本第一 柵山　寛之 遠藤　萌華 望月　陽伽 大久保　若菜 原　栞理 畑部　文歌 牛越　朝妃

13 上田・上田西 塩澤　正村 寺島　綾菜 水野　樹 渡辺　早紀 両角　史佳 志津田　珠愛 中村　泉咲 水口　裕菜

14 諏訪清陵 髙橋　聡 西澤　香鈴 望月　唯衣 樋口　梨紗子 伊藤　恭子 渡邉　冴香 野澤　藍希

15 諏訪二葉 堀内　誠 丸茂　可奈 宮木　奈緒 岩﨑　美羽 濱島　里穂 吉沢　彩季子 林　菜月

16 諏訪二葉・岡谷南 武田　圭弘 寺澤　達哉 塩原　壮 塩澤　竣矢 中上　信輝 矢沢　秀馬 篠原　悠斗

17 赤穂 和田　崇 浦上　円香 中島　唯衣 岩崎　恵依 倉田　実祐 北原　沙菜 紫芝　美緒

18 中野立志舘 上野　修 内田　捺稀 福原　藍璃 藤沢　捺希 小根澤　悠 丸山　珠璃 永野　歩美

19 長野日大 山岸　洋輔 小林　玲璃 大澤　愛奈 塚田　悠佳 伊藤　花奈 岡田　有紗 草間　綾香

20 東海大諏訪 天笠　洋 湯本　光 永田　涼楓 三村　実麗 菊池　真理 平出　愛奈 牛山　笑望 藤森　彩夏

※氏名の間違いや、合同チームで実力順となっていない場合は至急、申し込み先までメールでお知らせください。


