
期　日 　2020年10月4日(日)

会　場 　須坂市 市民体育館

主催 須坂市卓球協会 

後援 須坂市　

須坂市教育委員会

一般社団法人須坂市スポーツ協会

協賛 日本卓球株式会社　

第15回

須坂 竜の里オープン

中学生卓球大会
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宮澤　玲　　① 三木　憲二　　③ 小林　薫平　　②

(若穂ジュニア卓球) (相森中学) (墨坂中学) 2-1

内田　咲成　　① 石坂　捷　　③ 松永　拓夢　　②

(墨坂中学) (須坂東中学) (豊野中学) 1-1

小林　虹大　　② 小松　誠直　　① 小林　亮太　　③ 3-1

(飯綱中学) (長野JTC) (小布施中学)

斎藤　陽来　　② 清水　智也　　① 須崎　太陽　　③

(須坂東中学) (豊野中学) (櫻ヶ岡中学） 2-2

望月　雅斗　　① 渋澤　太一　　③ 佐藤　凌成　　② 4-1

(豊野中学) (飯綱中学) (墨坂中学)

小林　楓弥　　② 峯村　京冴　　③ 小坂　琉　　①

(須坂卓翔会) (豊野中学) (若穂ジュニア卓球) 2-3

遠山　雅己　　① 菅原　瑞稀   キケン 山口　侑己　　②

(長野JTC) (小布施中学) (墨坂中学) 3-2

塩崎　逢生　　② 青木　洋大　　① 藤井　雪人　　③

(東北中学) (飯綱中学) (豊野中学) 2-4

佐藤　伸之輔　　① 高橋　奏　　② 小林　拓実　　③

(墨坂中学) (櫻ヶ岡中学） (小布施中学) 5-1

半田　知宏　　① 石川　快　　② 北村　瑛汰　　③

(長野JTC) (飯綱中学) (相森中学) 2-5

木村　敬大　　② 小穴　大樹　　① 塩野　誠太　　③

(飯綱中学) (須坂東中学) (豊野中学) 1-2

矢作　尚己　　① 土屋　智之　　② 有澤　慶紀　　③ 3-3

(飯綱中学) (墨坂中学) (若穂ジュニア卓球)

中島　悠翔　　① 岡部　快星　　③ 渡邊　稀凰　　②

(東北中学) (高山中学) (墨坂中学) 2-6

涌井　隼輔　　① 中澤　洋介　　② 山本　啓太　　③

(相森中学) (豊野中学) (小布施中学) 4-2

東方　遥翔　③ 名取　魁人　　① 牧野　遥　　②

(高山中学) (長野JTC) (豊野中学) 2-7

中山　望夢　　① 西澤　寛人　　② 島嵜　周治　　③

(須坂東中学) (東北中学) (墨坂中学)

宮本　健太郎　　② 藤本　莉輝　　③ 藤澤　温人　　① 3-4

(櫻ヶ岡中学） (小布施中学) (墨坂中学) 1-3

小林　暖希　　② 鈴木　理仁　　① 伊東　隼之介　　③

(小布施中学) (墨坂中学) (豊野中学) 2-8

押木　大河　　① 磯野　桜佑　　③ 村石　摩裟斗　　②

(豊野中学) (小布施中学) (相森中学)
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伊藤　大輝　　① 新﨑　翠　　③ 濱谷　俊　　②

(飯綱中学) (相森中学) (豊野中学) 2-9

蓬田　颯太　　① 山田　幸希　　② 小林　奏　　③

(東北中学) (豊野中学) (飯綱中学) 1-4

関　恭悟　　① 坂戸　一也　　② 山田　蓉  キケン 3-5

(長野JTC) (櫻ヶ岡中学） (須坂東中学)

宮澤　望　　① 大山　蒼生　　③ 岡田　輝也　　②

(若穂ジュニア卓球) (飯綱中学) (豊野中学) 2-10

齋藤　優人　　① 小布施　祐斗　　② 小池　凌太　　③ 4-3

(小布施中学) (墨坂中学) (長野JTC)

北村　桜雅　　② 松倉　輝紀　　① 岡田　寛也　　③

(長野ラージヒルズ) (墨坂中学) (豊野中学) 2-11

藤田　開翔　　① 溝口　誠人　　② 北城　利暉　　③

(豊野中学) (飯綱中学) (墨坂中学) 3-6

傘木　一輝　　① 小林　蒼　　② 齋藤　勇太　　③

(墨坂中学) (小布施中学) (若穂ジュニア卓球) 2-12

土屋　悠葵　　① 上田　優　　② 服田　歩　　③

(須坂東中学) (相森中学) (飯綱中学) 5-2

山下　光羽　　① 竹前　智野　　③ 柄澤　遥太　　②

(東北中学) (須坂東中学) (豊野中学) 2-13

中村　正和　　② 北嶋　煉　　① 吉田　優一郎　　③

(相森中学) (飯綱中学) (小布施中学) 3-7

山﨑　遥介　　① 小宮山　俊　　② 下田　航大　　③

(豊野中学) (墨坂中学) (長野JTC) 2-14

小林　大翔　　① 内田　春成　　② 小林　樹生　　③

(長野市民病院) (墨坂中学) (小布施中学)

藤本　陸　　① 荒井　兼継　　③ 武田　翼灯　　② 4-4

(墨坂中学) (小布施中学) (豊野中学) 2-15

春日原　直弥　　② 近藤　良樹　　① 楠　温斗　　③

(飯綱中学) (墨坂中学) (櫻ヶ岡中学）

涌井　麻央　　① 小宮山　翔　　② 小林　開　　③ 3-8

(若穂ジュニア卓球) (墨坂中学) (小布施中学) 1-5

下田　真翔　　① 山口　大翔　　③ 塚田　金四郎　　②

(櫻ヶ岡中学） (須坂東中学) (豊野中学) 2-16

佐藤　岳　　① 神林　希和　　② 長谷川　雲我　　③

(長野JTC) (相森中学) (豊野中学)
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保科　里桜　　① 増村　裕月　　② 金井　結乃　　③

(相森中学) (小布施中学) (豊野中学) 2-1

黒岩　真未　　① 藤井　和　　③ 保谷　京花　　②

(墨坂中学) (櫻ヶ岡中学） (長野ラージヒルズ) 1-1

平塚　未来　　② 北山　未來　　① 東方　音々　　③

(長野JTC) (東北中学) (若穂ジュニア卓球) 3-1

萩原　瑞希　　① 古澤　琴音　　② 鈴木　彩未　　③

(豊野中学) (櫻ヶ岡中学） (相森中学) 1-2

下川　綾乃　　③ 杉本　心羽　　① 今村　沙羅　　②

(東北中学) (墨坂中学) (長野JTC) 2-2

三ツ井　花菜　　① 羽生田　栞　　② 宮崎　恋羽　　③

(飯綱中学) (東北中学) (高山中学) 4-1

山嵜　優希　　① 松井　侑梨　　③ 関川　栞　　②

(墨坂中学) (豊野中学) (小布施中学) 2-3

西澤　美優　　② 滝沢　優空　　　① 小林　知夏　　③

(東北中学) (若穂ジュニア卓球) (相森中学) 1-3

宮本　楓子　　① 内田　葉月　　② 重盛　紗来　　③

(相森中学) (飯綱中学) (櫻ヶ岡中学） 3-2

小野　桃楓　　② 岡村　采音　　① 高本　奈菜　　③

(東北中学) (墨坂中学) (櫻ヶ岡中学） 1-4

小林　夏希　　② 𠮷池　優花　　① 岡野谷　彩　　③

(櫻ヶ岡中学） (相森中学) (小布施中学) 2-4

峰村　菜々子　　① 山浦　早織　　② 梅澤　瑠和　　③

(長野ラージヒルズ) (飯綱中学) (豊野中学) 5-1

早坂　実咲希　　① 黒岩　二葉　　② 加藤　陽　　③

(相森中学) (高山中学) (豊野中学) 2-5

速水　麦穂　　① 西澤　美空　　③ 金井　蓮加　　②

(飯綱中学) (櫻ヶ岡中学） (墨坂中学) 1-5

本多　未来　　① 成田　楼泉　　② 安藤　音葉　　③

(長野ラージヒルズ) (東北中学) (若穂ジュニア卓球) 3-3

塩野崎　結以　　② 中村　由依　　① 古幡　優衣　　③

(小布施中学) (豊野中学) (相森中学) 1-6

浅川　咲智　　② 西沢　佳穂　　① 高野　真央　　③

(櫻ヶ岡中学） (東北中学) (飯綱中学) 2-6

太田　悠月　　① 井上　みなと　　② 羽室　ひな　　③

(東北中学) (豊野中学) (飯綱中学) 4-2

青木　菊乃　　① 三瓶　さくら　　③ 小林　ほの香　　②

(若穂ジュニア卓球) (相森中学) (墨坂中学) 2-7

飯田　さくら　　② 布利幡　咲希　　① 矢嶋　結愛　　③

(飯綱中学) (長野JTC) (櫻ヶ岡中学） 1-7

黒岩　りん　　② 大蔵　茉由　　③ 小林　ひな　　①

(高山中学) (櫻ヶ岡中学） (東北中学) 3-4

左澤　蕗果　　② 山﨑　心羽　　① 竹内　衣咲　　③

(豊野中学) (相森中学) (櫻ヶ岡中学） 1-8

松澤　美咲　　③ 田中　柚凛　　① 寺島　有夏　　②

(墨坂中学) (小布施中学) (東北中学) 2-8

大日方　優香　　① 町田　愛姫　　③ 宮沢　梨音　　②

(長野JTC) (飯綱中学) (長野ラージヒルズ)
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