
長野上水内中学校体育大会新人大会

令和２年１０月３１日

南長野運動公園体育館 

男子シングルス (1)
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81宮澤玲（若穂中）82半田知宏（西部中）

1 伊藤　大輝 （飯　綱）

下田　航大 （裾　花）

吉江　和也 （信大附属） 42

伊藤　隼之介2 丸山　智樹 （櫻ヶ岡）

3 有澤　慶紀 （若　穂）

（櫻ヶ岡）

矢嶋　来希 （長野ろう） 45

（豊　野） 43

宮澤　悠哉 （犀　陵） 44

4 遣水　未尋 （犀　陵）

465 髙橋　 奏

6 荒井　奏和 （東　北） 神宮寺　智仁

7 岡澤　八雲 （戸　隠） 松橋　凛空

（市立長野） 平田　悠航

（市立長野） 47

（飯　綱） 48

（若　穂） 498 畠山　将也

10 松永　拓夢 （豊　野）

9 原田　 琥 （裾　花）

塩﨑　逢生 （東　北）

宮澤　太輝 （裾　花） 50

岡宮　佑樹

宮澤　翔衣 （裾　花） 53

（三　陽） 51

11 小池　凌太 （三　陽）

西野　佑輝 （櫻ヶ岡）13

52

12 島田　希龍 （裾　花）

山下　 圭 （市立長野） 54

14 辰野　大樹 （東　北） 嶋田　開陽

15 峯村　京冴 （豊　野） 渋澤　太一

山﨑　遥介 （豊　野） 57

（櫻ヶ岡） 55

（飯　綱）

17 尾居　拓杜 （三　陽）

56

16 石川　 快 （飯　綱）

堀田　琉生 （裾　花） 58

18  楠 　温斗 （櫻ヶ岡） 望月　 駿 （三　陽） 59

19 岡田　寛也 （豊　野） 斎藤　勇太 （若　穂） 60

20 駒村　樫宥 （市立長野） 北村　桜雅 （犀　陵） 61

21 宮澤　 望 （若　穂） 下田　真翔 （櫻ヶ岡） 62

22  轟　 真人 （市立長野） 宮澤　来太朗 （裾　花） 63

23 岡田　輝也 （豊　野） 市岡　太一 （市立長野） 64

24 若本　大輝 （裾　花） 藤倉　壮汰 （三　陽） 65

25 工藤　光平 （櫻ヶ岡） 北嶋　　煉 （飯　綱） 66

26 木村　敬大 （飯　綱） 山岡　快星 （櫻ヶ岡） 67

27 坂戸　一也 （櫻ヶ岡） 柄澤　遥太 （豊　野） 68

宮川　聡平

28 北島　凱斗 （裾　花）

中島　悠翔 （東　北）

 轟 　亮太 （犀　陵） 69

29 岩下　洋佑 （犀　陵）

（裾　花） 72

（裾　花） 70

30 廣田　龍之介 （三　陽） 71

31 蓬田　颯太 （東　北） 権田　和輝

澁坂　隼人 （三　陽） 73

33 福田　晃己 （櫻ヶ岡） 小林　 奏 （飯　綱） 74

34  洞 　桜聖 （裾　花） 市川　瑛士 （市立長野）

35 金澤　善之介 （三　陽）

濵谷　 俊

75

山田　幸希 （豊　野） 76

（豊　野） 77

37 小境　雄志 （三　陽）

36 長﨑　洸弥 （犀　陵）

32 名取　魁人 （広　徳）

38 上杉　悠斗 （飯　綱）  堤 　笙晟

39 岩野　稜介 （若　穂）

宮澤　 玲 （若　穂） 81

（櫻ヶ岡） 79

松澤　 魁 （三　陽）

41 押木　大河 （豊　野）

80

40 西村　希一 （裾　花） 決勝

杉田　優作 （東　北） 78



男子シングルス (2)
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１伊藤大輝（飯綱中）162小林大翔（若穂中）

161
ランク決定

小林　大翔① （若　穂） 162

（市立長野） 160

121 佐藤　 岳 （東　部） 戸谷　空斗 （裾　花）

120 山口　陽哉 （市立長野） 月岡　凌人

（飯　綱） 158

119 小林　倭土 （飯　綱） 武田　翼灯 （豊　野） 159

千野　裕騎 （犀　陵） 157

118 白井　康太 （裾　花） 大山　蒼生

117 外谷　政哉 （三　陽）

（三　陽） 155

116 中野　竣瑛 （東　北） 塚田　大音 （戸　隠） 156

115 山口　智也 （若　穂） 宇賀　祐翔

（豊　野） 153

114 水澤　奏真 （櫻ヶ岡） 酒井　太朗 （裾　花） 154

113 飯沼　嶺心 （裾　花） 塩野　誠太

（豊　野） 151

112  関 　恭悟 （広　徳） 宮本　健太郎 （櫻ヶ岡） 152

111 玉井　栄吉 （市立長野） 望月　雅斗

（櫻ヶ岡） 149

110 藤井　雪人 （豊　野） 小林　寛生 （三　陽） 150

109 山岸　凌馬 （裾　花） 八木　優真

147

108 小池　颯太 （櫻ヶ岡） 正村　力哉 （裾　花） 148

（飯　綱） 146

107 涌井　麻央 （若　穂） 藤原　祐太 （市立長野）

106 清水　智也 （豊　野） 青木　洋大

105 小池　勇希 （裾　花） 鶴田　心道 （櫻ヶ岡） 145

（東　北） 143

104 内山　隼輔 （三　陽） 小林　大翔② （若　穂） 144

103 吉田　大輝 （犀　陵） 宮城　一路

（裾　花） 141

102 矢作　尚己 （飯　綱） 井原　心優斗 （三　陽） 142

101 戸谷　弥希斗 （中　条） 青木　颯哉

（櫻ヶ岡） 139

100 伊納　恵翔 （櫻ヶ岡） 中島　快斗 （若　穂） 140

99 出口　稜一朗 （裾　花） 小泉　健斗

137

98 長谷川　雲我 （豊　野） 牧野　 遥 （豊　野） 138

小林　之織 （市立長野） 136

97 春日原　直弥 （飯　綱） 堀内　心晴 （三　陽）

96 西澤　 修 （三　陽）

（犀　陵） 134

95 奥井　翔己 （市立長野） 須﨑　太陽 （櫻ヶ岡） 135

94 傅田　結斗 （櫻ヶ岡） 奥原　真樹

（信大附属） 132

93 藤原　琢己 （裾　花） 岡里　一樹 （裾　花） 133

92 西澤　寛人 （東　北） 小松　誠直

130

91 寺澤　翔太 （犀　陵） 小林　虹大 （飯　綱） 131

舘林　佑樹 （若　穂） 129

90 野口　蓮人 （東　北） 中村　珠理 （犀　陵）

89 竹内　悠真 （三　陽）

127

88 小坂　 琉 （若　穂） 江守　壮太 （櫻ヶ岡） 128

（豊　野） 126

87 藤田　開翔 （豊　野） 鈴木　康介 （裾　花）

86 溝口　誠人 （飯　綱） 中澤　洋介

（三　陽） 124

85 西澤　幸真 （櫻ヶ岡） 岡村　康平 （市立長野） 125

84 塚田　金四郎 （豊　野） 登山　睦斗

（東　北） 122

83 古山　 蓮 （裾　花） 服田　 歩 （飯　綱） 123

82 半田　知宏 （西　部） 山下　光羽


