
種目 １位 ２位 ３位 ３位

百瀬文翔 尾和　駿多 小山　瑠那
(ＪＵＰＩＣ) (あづみ野JR) 松本卓友会
増田華 堀金　明花 丸山　優香 丸山　穂乃香
(ＪＵＰＩＣ) (豊科スポ少) (FINE) (FINE)
松原　健也 岡野光志 望月　晴冬 中村　遥斗
(楢川スポ少) (ＪＵＰＩＣ) (穂高卓研) (あづみ野JR)
山田莉子 岡野莉奈 井ノ口侑果 伊藤　優鈴
(ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ) (豊科スポ少)
飯村颯 丸山悠悟 望月良哉 上條竜也
(鎌田中) (鉢盛中) (ＪＵＰＩＣ) (丸ノ内中)

小島　知咲希 古畑　江梨奈 平林　しほり 小口　かおる
(女鳥羽中) (丸ノ内中) (高瀬中) (あづみ野JR)
村瀬　隆志 井ノ口雅幸 倉科龍幸 中澤　知生
(FINE) (清水中) (鉢盛中) (開成中)
山田奈々 橋戸　未来 古畑　優莉 中村　純礼
(ＪＵＰＩＣ) (楢川スポ少) (あづみ野JR) (あづみ野JR)
須賀泰成 平林　愛揮 蛯名　李音 上條一晃
(ＪＵＰＩＣ) (松商学園) (FINE) (塩尻志学館高)

中嶋　明日香 小林　唯 栗屋　桃子 吉田　日菜子
(松本県ヶ丘高) (松本美須々ケ丘高) (木曽青峰高) (松本美須々ケ丘高)

原　修哉 手塚　真斗 古畑　篤志 島田洸也
(松本県ヶ丘高) (松本県ヶ丘高) (松本県ヶ丘高) (松本美須々ケ丘高)

竹内　果緒 福沢　紗季 奥原　美緒 高橋　瑞季
(松本美須々ケ丘高) (松商学園) (松本県ヶ丘高) (塩尻志学館高)

伊藤力斗 内山　大輔 翁　大博 上條晃希
(松商学園) (ファン卓球クラブ) (松商学園) (松商学園)
板花美和 細川聖 内田　彩花 松村　舞花
(ＪＵＰＩＣ) (松商学園) (松商学園) (松商学園)

種目 １位 ２位 ３位 ３位
小山　瑠那 竹野　建汰 赤沢　空
(松本南ＰＰＣ) (あづみ野Jr) (ＦＩＮＥ)
丸山　優香 丸山　穂乃香 宮島　泉実 中澤　実妙
(ＦＩＮＥ) (ＦＩＮＥ) (ＪＵＰＩＣ) (あづみ野Jr)

田口　雅也 松原　健也 大池　俊魁 百瀬　文翔
(楢川スポ少) (楢川スポ少) (ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ)
山田　莉子 岡野　華奈 宮澤　琴音 井ノ口　侑果
(ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ)
岡野　光志 望月　晴冬 中村　悠馬 丸山　幸太
(鎌田中) (穂高東中) (梓川中) (穂高西中)
上兼　知紘 青栁　明日香 橋爪　萌乃 横尾　くりな
(梓川中) (堀金中) (筑摩野中) (三郷中)
谷垣内　颯 望月　良哉 中島　峻汰 三澤　良汰
(鎌田中) (丸ノ内中) (高綱中) (穂高西中)

小島　知咲希 平林　しほり 太田　有奈 古畑　江梨奈
(女鳥羽中) (穂高卓研) (開成中) (丸ノ内中)
大澤　幸倫 中村　竜也 両角　紘孝 髙橋　浩明
(松商学園高) (創造学園高) (松本工業高) (松本工業高)
胡桃　奈歩 丸山　優衣 小木曽　里沙 福沢　美佳
(県ヶ丘高) (豊科高) (蟻ヶ崎高) (松商学園高)
百瀬　里史 山田　貴都 中村　康太 丸山　良太
(松本工業高) (塩尻志学館) (塩尻志学館) (松本工業高)
大日向　茉奈 新村　茜 吉田　日菜子 高野　友香
(豊科高) (松本深志高) (松本美須々ヶ丘高) (松本蟻ヶ崎高)
上條　晃希 川上　栞晴 近藤　怜央 中島　流哉
(松商学園高) (松商学園高) (松商ジュニア) (松商学園高)
細川　星 長瀬　瑠花 岡野　莉奈 乾　加那子

(松商学園高) (松商学園高) (ＪＵＰＩＣ) (松商学園高)

一般の部
男子

女子

高校１年の部
男子

女子

高校２年の部
男子

女子

中学１年の部
男子

女子

中学２年の部
男子

女子

栄光の記録（第24回大会）
平成27年12月19日

小学３年以下の部
男子

女子

小学４～６年の部
男子

女子

栄光の記録（第23回大会）

小学３年以下の部
男子

女子

平成26年12月20日

小学４～６年の部
男子

女子

中学１年の部
男子

女子

中学２年の部
男子

女子

一般の部
男子

女子

高校１年の部
男子

女子

高校２年の部
男子

女子



種目 １位 ２位 ３位 ３位

望月李亜夢
(穂高卓研)
山田莉子 岡野華奈 井ノ口侑果 伊藤優鈴
(ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ) (豊科スポ少)
手塚峻馬 井ノ口　雅幸 巣山幹太 岡野光志
(ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ) (豊科スポ少) (ＪＵＰＩＣ)
河村典香 井岡咲乃 板花　美和 岡野莉奈
(ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ)
川上栞晴 蝦名李音 竹野大夢 吉澤直樹
(穂高西中) (女鳥羽中) (あずみ野Ｊｒ) (鎌田中)
村瀬紀香 長瀬遙香 乾加那子 小木曽里沙
(穂高西中) (堀金中) (高綱中) (丸ノ内中)
百瀬里史 岡澤賢也 勝野将輝 中村康太
(鉢盛中) (堀金ＪＴＣ) (穂高東中) (鉢盛中)
青木多恵子 丸山優香 中嶋明日香 平林ゆり
(信明中ＪＴＣ) (鎌田中) (穂高東中) (高瀬中)
杉田直哉 藤森大貴 大島絃太 遠藤駿太
(松商学園) (松本深志高) (松本工業高) (松本工業高)
上條志帆 斉藤佳奈 柳澤聖香 加々美優花
(松本県ヶ丘) (松本蟻ヶ崎高) (松本第一高) (松本蟻ヶ崎高)
池田隼輝 高田孝輔 関根功人 高橋知之
(松商学園) (創造学園) (池田工業高) (塩尻志学館高)
古畑歩美 稲葉侑紀子 畠山舞菜 古畑里穂

(松本蟻ヶ崎高) (松本県ヶ丘) (松本蟻ヶ崎高) (松本第一高)
中島千晶 上條晃希 加藤薫 三澤和弥

(松本市役所クラブ) (ＪＵＰＩＣ) (松商学園) (松商学園)
深澤怜奈 河村有里可 細川聖 宮嶋愛美
(松商学園) (ＪＵＰＩＣ) (松商学園) (松商学園)

種目 １位 ２位 ３位 ３位
松原　健也 望月　李亜夢 大池　俊魁 中村　遥斗

(楢川スポーツ少年団) (穂高卓研) ＪＵＰＩＣ (あづみ野Ｊｒ)
岡野　華奈 井ノ口　侑果 勝山　華帆 桜井　宥季
(ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ) (松本南ＰＰＣ)
岡野　光志 上条　竜也 望月　良哉 谷口　来弥
(ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ) (楢川スポーツ少年団)

井岡　咲乃 山田　莉子 伊藤　優鈴 平林　しほり
(ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ) (豊科スポーツ少年団) (穂高卓研)
間藤　義博 井ノ口　雅幸 巣山　幹太 竹内　伶
(穂高東中) (清水中) (豊科スポーツ少年団) (丸ノ内中)
岡野　莉奈 山田　奈々 竹内　七恵 岩月　聖奈
(鎌田中) (ＪＵＰＩＣ) (豊科南中) (豊科南中)
川上　栞晴 中村　竜也 吉澤　直樹 望月　崇史
(穂高西中) (鎌田中) (鎌田中) (穂高西中)
関　優花 丸山　若葉 吉田　佳歩 長瀬　瑠花
(豊科南中) (豊科南中) (女鳥羽中) (楢川スポーツ少年団)

古畑　篤志 原　悠真 手塚　真斗 島田　洸也
(松本県ケ丘高) (梓川高) (松本県ケ丘高) (松本美須々ケ丘高)

奥原　美緒 赤羽　千尋 登内　環 竹内　果緒
(松本県ケ丘高) (松本美須々ケ丘高) (塩尻志学館高) (松本美須々ケ丘高)

藤森　大貴 中川　圭介 堤　祐貴 片山　強志
(松本深志高) (松本美須々ケ丘高) (塩尻志学館高) (松本県ケ丘高)
上條　志帆 斉藤　佳奈 久保田　菜月 山内　薫

(松本県ケ丘高) (松本蟻ケ崎高) (松本蟻ケ崎高) (松本深志高)
内山　大輔 中島　千晶 加藤　薫 伊藤力斗

(ファン卓球クラブ) (ファン卓球クラブ) (松商学園高) (松商学園高)
中村　詩穂 細川　星 川久　和花 宮島　愛美
(松商学園高) (松商学園高) (長野県看護大) (松商学園高)

高校２年の部
男子

女子

一般の部
男子

女子

中学２年の部
男子

女子

高校１年の部
男子

女子

小学４～６年の部
男子

女子

中学１年の部
男子

女子

一般の部
男子

女子

栄光の記録（第22回大会）
平成25年12月22日

小学３年以下の部
男子

女子

高校１年の部
男子

女子

高校２年の部
男子

女子

中学１年の部
男子

女子

中学２年の部
男子

女子

栄光の記録（第21回大会）
平成24年12月23日

小学３年以下の部
男子

女子

小学４～６年の部
男子

女子



種目 １位 ２位 ３位 ３位

手塚峻馬 岡野光志 望月晴冬 滝沢駿
(豊科スポ少) (ＪＵＰＩＣ) （穂高卓研） (南郷クラブ)
山田莉子 岡野華奈 近藤はな乃 横尾くりな
(ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ) （穂高卓研） (三郷ＴＣ)

井ノ口　雅幸 川上栞晴 上條竜也 吉澤直喜
(ＪＵＰＩＣ) (穂高卓研) (ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ)
関優花 河村典香 丸山若葉 岡野莉奈

(豊科スポ少) (ＪＵＰＩＣ) (豊科スポ少) (ＪＵＰＩＣ)

百瀬里史 上條一晃 須賀泰成 勝野将輝
(鉢盛中) (丸ノ内中) (ＪＵＰＩＣ) (穂高東中)
青木多恵子 太田まどか 大日向茉奈 中嶋明日香
(信明ＪＴＣ) (豊科南中) (豊科南中) (穂高東中)
櫻井一輝 望月隆康 藤森駿佑 清水陽仁
(鉢盛中) (丸ノ内中) (鉢盛中) (開成中)
上條光菜乃 新村茜 高橋優香 間藤佳慧
(波田中) (明科中) (旭町中) (穂高東中)
中原元気 福田理矩 手塚真斗 吉山翔太
(鉢盛中) (豊科南中) (豊科南中) (穂高東中)
河村有里可 内田彩花 鎌﨑媛菜 角谷紗希
(鎌田中) (堀金ＪＴＣ) (三郷中) (堀金ＪＴＣ)
丸山湧也 百瀬悠太 栗山瑛吾 牛山竜
(高瀬中) (波田中) (高綱中) (信明ＪＴＣ)
花岡あずさ 桑沢理沙 加々美花苗 浅川望
(信明ＪＴＣ) (穂高東中) (明科中) (穂高西中)
小林　駿 宮島蒼人 太田丞 高田孝輔

(松本県ヶ丘) (松商学園) (松商学園) (松商学園)
稲葉侑紀子 桜井真衣 降幡瑞貴 古畑歩美
(松本県ヶ丘) (塩尻志学館) (大町高) (松本蟻ヶ崎高)
赤羽文哉 横山達郎 加藤一樹 齋藤龍之介
(田川高) (都市大塩尻) (梓川高) (松本県ケ丘高)

宮田匠 三上侑人 増田啓市 和田真樹
(松本蟻ヶ崎高) (創造学園) (松本工業高) (梓川高)
中村ゆか 勝野美輝 松田結香 伊藤彩乃

(松本第一高) (松本第一高) (大町高) (塩尻志学館高)
清沢亮斗 大月渉 清水祐哉 太田悠介
(田川高) (松本工業高) (松本県ケ丘高) (松本県ケ丘高)

池田慎悟 中島千晶 田中裕貴 三澤和弥
(松商学園) (松本市役所クラブ) (松商学園) (松商学園)
柳沢茉歩 矢島茜 若林里奈 細川聖
(鎌田中) (松商学園) (松商学園) (松商学園)

栄光の記録（第20回大会）
平成23年12月18日

小学３年以下の部

Ａ
男子

女子

小学４～６年の部

Ａ
男子

女子

中学１年の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

中学２年の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

高校１年の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

高校２年の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

一般の部

Ａ
男子

女子



種目 １位 ２位 ３位 ３位

手塚峻馬 上條竜也 岡野光志 原大樹
(豊科スポ少) (ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ) (鉢盛卓球クラブ)
井岡咲乃 高橋彩香 小口かおる 坪田侑華
(ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ) (あづみ野Ｊｒ) (松本卓友会)

間藤義博 川上栞晴 百瀬里史 上條一晃
(穂高卓研) (穂高卓研) (ＪＵＰＩＣ) (ＪＵＰＩＣ)
太田まどか 関優花 河村典香 岡野莉奈
(豊科スポ少) (豊科スポ少) (堀金ＪＴＣ) (ＪＵＰＩＣ)
細萱広高 村瀬龍太郎 吉澤直樹 日野正寛

(豊科スポ少) (ＦＩＮＥ) (ＪＵＰＩＣ) (丸ノ内ＴＳＣ)
野村風歌 鎌﨑もも 遠藤美芙由 丸山優衣

(鉢盛卓球クラブ) (堀金ＪＴＣ) (豊科スポ少) (豊科スポ少)
手塚真斗 清水口修 藤澤太朗 中原元気
(豊科南中) (ＪＵＰＩＣ) (豊科南中) (鉢盛中)
内田彩花 河村有里可 鎌﨑媛菜 角谷紗希
(堀金中) (鎌田中) (三郷中) (堀金中)
福井和貴 稲田幸輝 青木悠真 植松裕二
(丸ノ内中) (穂高東中) (開成中) (広陵中)
倉坂悠子 織田美沙樹 浅川望 中川紗也佳
(高瀬中) (豊科南中) (穂高西中) (高綱中)
遠藤駿太 太田健治 二瓶来樹 丸山哲世
(穂高西中) (豊科南中) (丸ノ内中) (穂高東中)
辰野七彩 平林まり 上條志帆 柳澤聖香
(鎌田中) (高瀬中) (高瀬中) (高綱中)
有賀成希 米窪勇人 岡崎魁利 小口宗奨
(穂高西中) (筑摩野中) (豊科南中) (開成中)
久保田礼奈 加々美優花 松田珠美 中澤麻衣
(清水中) (明科中) (あづみ野Ｊｒ) (穂高西中)
三澤和弥 三上侑人 宮島蒼人 中村駿平
(松商学園) (創造学園) (ＦＩＮＥ) (梓川高校)
宮島愛美 勝野美輝 中村ゆか 名和由利恵
(豊科南中) (松本第一高校) (松本第一高校) (松商学園)
清水祐哉 山本隆太 奥原佑太 松井大樹

(松本県ヶ丘高校) (松本蟻ヶ崎高校) (大町高校) (松本深志高校)

児玉銀二 藤澤裕二 杉田寛樹 上原良太
(松商学園) (松本工業高校) (梓川高校) (松商学園)
唐澤由記 傳刀沙希子 藤原亜沙美 方山育恵

(松本美須々ヶ丘高校) (大町高校) (松本蟻ヶ崎高校) (ＪＵＰＩＣ)
齋藤敦馬 押澤慧 中川健司 浅井春樹

(都市大塩尻高校) (松本県ヶ丘高校) (松本県ヶ丘高校) (大町高校)

中島千晶 大西直人 田中裕貴 諏訪宝
(松本市役所クラブ) (松商学園) (松商学園) (松商学園)

若林里奈 矢島茜 土屋明日香 臼井貴子
(松商学園) (松商学園) (ファン卓球クラブ) (松本県ヶ丘高校)
増澤孝司 齋藤豊美 横水直人 河村康夫
(鎌田クラブ) (鎌田クラブ) (南郷クラブ) (松本レオクラブ)
菅澤恵梨香 井口穂奈美 酒井千絵 丸山悦子

(まるしん夢道場) (まるしん夢道場) (松本レオクラブ) (大北愛球)

栄光の記録（第19回大会）

小学３年以下の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

平成22年12月19日

小学４～６年の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

中学１年の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

中学２年の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

高校１年の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

高校２年の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

一般の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子



種目 １位 ２位 ３位 ３位

井ノ口　雅幸 巣山　幹太 間藤　義博 小林　誠至
（ＪＵＰＩＣ） （穂高卓研） （穂高卓研） （鉢盛卓球クラブ）
河村　典香 井岡　咲乃 岡野　莉奈 板花　美和
（堀金JTC） （ＪＵＰＩＣ） （ＪＵＰＩＣ） （ＪＵＰＩＣ）

清水口　修 岡沢　賢也 百瀬　里史 手塚　真斗
（ＪＵＰＩＣ） （堀金JTC） （ＪＵＰＩＣ） （豊科スポ少）
鎌﨑　媛菜 角谷　紗希 河村　有里可 丸山　優香
（堀金JTC） （堀金JTC） （堀金JTC） （ＪＵＰＩＣ）
北條　奎 丸山　慶哲 中澤　鉄也 中川　景介
（穂高卓研） （南郷クラブ） （豊科スポ少） （鉢盛卓球クラブ）
丸山　彩夏 渡辺　あかり 小口　りえ 柴田　春奈
（豊科スポ少） （楢川スポ少） （あづみ野Jr） （松川クラブ）
倉科　良規 青木　大亮 遠藤　駿太 雄山　瑞樹
（ＪＵＰＩＣ） （信明中） （穂高西中） （穂高西中）

望月　那里亜 栁澤　聖香 丸山　紗樹 西村　実花子
（堀金中） （あづみ野Jr） （豊科南中） （丸ノ内中）
波田腰　寛 二瓶　来樹 望月　雄司 藤田　龍登
（高綱中） （丸ノ内中） （丸ノ内中） （丸ノ内中）

赤羽　柚季枝 持田　万結 降旗　栞 小池　加奈
（穂高東中） （三郷中） （穂高東中） （穂高西中）
栗林　梓 小林　駿 腰原　輝 岡沢　優也
(清水中) （高綱中） （あづみ野Jr） （大町第一中）
吉田　智穂 櫻井　麻美子 畠山　舞菜 塚田　あかり
(松川中) （信明中） （穂高西中） （穂高西中）
村松　眞秀 降旗　大和 林　竜二 伊藤　大輝
（穂高東中） （仁科台中） （信明中） （女鳥羽中）
宮坂　みなみ 佐々木　美穂 坂上　泰子 有賀　結香
(筑摩野中) (筑摩野中) (高瀬中) （穂高西中）
杉田　寛樹 北原　大己 塩原　聖二 下笹　健人
（梓川高校） （梓川高校） （ＪＵＰＩＣ） （梓川高校）
方山　育恵 髙山　かおり 傳刀　沙季子 中野　由梨
（ＪＵＰＩＣ） （松本深志） （大町高校） （ＪＵＰＩＣ）
柳澤　嵩之 西澤　洲慶 降旗　健翔 水川　拓哉

（松本美須々ヶ丘） （穂高商業） （穂高商業） （松本美須々ヶ丘）
遠藤　志保美 畑中　彩香 大畑　結美 羽多野　紗菜

（松本美須々ヶ丘） （穂高商業） （豊科高校） （穂高商業）
村田　優斗 佐藤　紘葵 和田　直樹 唐沢　亮司
（大町高校） （松本県ヶ丘） （ＪＵＰＩＣ） （田川高校）
山﨑　若菜 畠山　智晴 赤澤　万純 笹川　悦子
（大町高校） （松本県ヶ丘） （松本第一） （塩尻志学館）
下條　伸幸 鹿川　啓太 水谷　優太 青木　誠
(木曽青峰） （創造学園） （松本美須々ヶ丘） （塩尻志学館）
飯村　美紀 高橋　幸子 両角　香澄 千村　友綺

（松本美須々ヶ丘） （塩尻志学館） （穂高商業） (木曽青峰）
秋山　雄太朗 宮澤　正起 林　守洋 小野　寿史生
（南郷クラブ） （松本市役所ク） （鎌田クラブ） （鎌田クラブ）
浅川　恵梨 金澤　千尋 青木　多恵子 土屋　沙織

（松本市役所ク） （豊科高校） （ＪＵＰＩＣ） （ファン卓球クラブ）
斎藤　浩幸 村上　篤 宮島　一馬 中島　弘行
(松本大学） （鎌田クラブ） （FINE） （鎌田クラブ）
越野　味予子 塩入　まき子 酒井　千絵 丸山　かず葉
（松本南PPC） （アザレア） （松本レオクラブ） （ファン卓球クラブ）

一般の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

高校２年の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

高校１年の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

中学２年の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

中学１年の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

小学４～６年の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

栄光の記録（第18回大会）

小学３年以下の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

平成21年12月27日



種目 １位 ２位 ３位 ３位

川上　栞晴 小林　誠至 竹野　大夢 久保田　晟広
（穂高卓研） （朝日卓球クラブ） （あづみ野Jr） （YAMABEクラブ）
長瀬　遥香 村瀬　紀香 関　優花 遠藤　美芙由
（堀金JTC） （穂高卓研） （豊科スポ少） （豊科スポ少）

吉田　佳歩 中埜　咲来 野村　風歌 岡野　莉奈
（南郷クラブ） （あづみ野Jr） （朝日卓球クラブ） （ＪＵＰＩＣ）
倉科　良規 平倉　正幸 上條　晃希 青木　大亮
（ＪＵＰＩＣ） （堀金JTC） （ＪＵＰＩＣ） （ＪＵＰＩＣ）
内田　彩花 柳沢　茉歩 角谷　紗希 望月　那里亜
（堀金JTC） （ＪＵＰＩＣ） （堀金JTC） （堀金JTC）
臼井　柊 丸山　聖太 上條　一晃 松本　雅也
（三郷TC） （丸の内TSC） （ＪＵＰＩＣ） （三郷TC）
中嶋　明日香 竹内　希 西村　実花子 飯村　亜美
（穂高卓研） （豊科スポ少） （丸の内TSC） （南郷クラブ）
板花　侑耶 栗林　梓 上條　泰希 岡沢　優也
（鎌田中） （清水中） （ＪＵＰＩＣ） （大町第一中）
古畑　歩美 櫻井　麻美子 望月　里菜 畠山　舞菜
（あづみ野Jr） （信明JTC） （穂高東中） （穂高西中）
大和　克洋 小原　真太朗 渡辺　心 黒原　寛樹
（山辺中） （鎌田中） （丸の内中） （鎌田中）
勝野　美輝 小澤　このみ 松田　鮎美 藤沢　紫衣
（穂高東中） （あづみ野Jr） （あづみ野Jr） （鉢盛中）
池田　慎悟 三上　侑人 勝山　翔太 原　哲人
（女鳥羽中） （ＪＵＰＩＣ） （高綱中） （穂高東中）
宮島　愛美 中村　ゆか 吉田　智穂 市ノ瀬　佳奈
（豊科南中） （穂高西中） （松川中） （穂高東中）
北澤　稜 北澤　和志 松井　大樹 増田　啓市
（丸の内中） （旭町中） （大町第一中） （丸の内中）
平林　りん 石川　藍 伊藤　彩乃 田中　優佳子
（穂高西中） （高瀬中） （筑摩野中） （高瀬中）
加藤　潤紀 奥原　健 岩下　正樹 佐藤　鈜葵
（松本蟻ヶ崎） （楢川スポ少） （梓川高校） （松本県ヶ丘）
山崎　若菜 金澤　千尋 小松　沙霧 畠山　智晴
（大町高校） （豊科高校） （豊科高校） （松本県ヶ丘）
塩澤　晃太 下條　伸之 坂内　大樹 石本　愛
（創造学園） （木曽青峰） （松本県ヶ丘） （創造学園）
松尾　奈々 奥原　雅美 有坂　千帆 山田　繭

（松本美須々ヶ丘） （穂高商業） （穂高商業） （松本県ヶ丘）
竹内　将哉 松島　祥晃 中平　大和 藤原　洸太郎
（松本深志） （松本深志） （松商学園） （松商学園）
横山　恵利 大畑　実紀 横水　絵里子 柳澤　はづき
（豊科高校） （豊科高校） （松本美須々ヶ丘） （穂高商業）
徳竹　徹也 大澤　尚悟 加藤　洋希 田中　翔太
（大町高校） （松本レオクラブ） （豊科高校） （松本県ヶ丘）
武井　公美 中野　由香莉 高橋　美幸 小林　美咲
（エクセラン） （松本県ヶ丘） （田川高校） （創造学園）
田中　学 内山　大輔 秋山　雄太朗 鎮西　直人
（楢川卓研） （松商学園） （南郷クラブ） （鎌田クラブ）
南澤　重子 細川　星 土屋　沙織 清水　茜
（須坂卓翔会） （堀金JTC） （ファン卓球クラブ） （楢川スポ少）
村上　篤 松下　大氣 原田　和也 河村　康夫

（鎌田クラブ） （松本工業高校） （松本工業高校） （松本レオクラブ）
石井　久子 小林　かず子 小幅　真理子 松崎　希佳子

（ママパステル） （高遠卓球クラブ） （松本レオクラブ） （松本レオクラブ）

栄光の記録（第17回大会）

小学３年以下の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

平成20年12月21日

小学４～６年の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

中学１年の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

中学２年の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

高校１年の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

高校２年の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

一般の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子



種目 １位 ２位 ３位 ３位

岡沢　賢也 細萱　広高 原　和志 上條　一晃
（大町クラブ） （豊科スポ少） （丸ノ内ＴＳＣ） （丸ノ内ＴＳＣ）
青木　多恵子 丸山　優香 相馬　晴奈 中嶋　明日香
（ＪＵＰＩＣ） （ＪＵＰＩＣ） （穂高卓研） （穂高卓研）

百瀬　卓哉 加藤　薫 岡沢　優也 上條　泰希
（ＪＵＰＩＣ） （ＪＵＰＩＣ） （大町クラブ） （ＪＵＰＩＣ）
宮島　愛美 柳沢　茉歩 古畑　歩美 櫻井　麻美子
（豊科スポ少） （ＪＵＰＩＣ） （あづみ野Jr） （ＪＵＰＩＣ）
池澤　徹哉 大島　絃太 福田　理矩 大和　克洋

（YAMABEクラブ） （YAMABEクラブ） （豊科スポ少） （YAMABEクラブ）

原　哲人 池田　慎悟 三上　侑人 勝山　翔太
（穂高東中） （女鳥羽中） （ＪＵＰＩＣ） （高綱中JTC）
百瀬　美由希 伊澤　まどか 丸山　翔子 田中　純
（波田中） （豊科南中） （穂高西中） （波田中）
吉澤　伊吹 勝野　智樹 二木　雄也 村瀬　大樹
（高瀬中） （穂高東中） （穂高西中） （豊科南中）
勝野　美輝 小澤　このみ 松田　鮎美 藤沢　紫衣
（穂高東中） （あづみ野Jr） （あづみ野Jr） （鉢盛中）
大西　直人 塩原　聖二 中島　佑 青木　龍一
（波田中） （高綱中JTC） （塩尻中） （旭町中）
輪湖　さちの 倉科　友維 方山　郁枝 傳刀　沙季子
（あづみ野Jr） （波田中） （波田中） （大町一中）
花岡　翼 寺島　直哉 荻窪　啓悟 小林　謙一
（楢川中） （丘中） （旭町中） （鉢盛中）
島田　真美 江津　奈々絵 長沼　美冬 丸山　忍
（穂高西中） （大町一中） （大町一中） （波田中）
三溝　恭平 加藤　潤紀 渡辺　裕介 白鳥　北斗
（梓川高校） （ＪＵＰＩＣ） （楢川スポ少） （松本深志）
清水　茜 百瀬　綾乃 横水　絵里子 中野　由香莉

（楢川スポ少） （ＪＵＰＩＣ） （松本美須々ヶ丘） （松本県ヶ丘）
大熊　匠 太田　修平 徳竹　徹也 太田　裕司

（松本工業高校） （松本工業高校） （大町高校） （松本美須々ヶ丘）

松下　大氣 田中　純司 布山　隆治 大日向　祥
（松本工業高校） （松本工業高校） （松本工業高校） （松本工業高校）
大室　みどり 髙山　美織璃 山﨑　茜草 日堂　真由
（豊科高校） （穂高商業） （松本深志） （松本県ヶ丘）
丸山　泰司 高山　直 田中　健 佐々木　優也
（松本深志） （豊科高校） （塩尻志学館） （松本工業高校）

田中　学 鎮西　直人 内山　大輔 杉田　毅
（楢川卓研） （鎌田クラブ） （松商学園） （信濃愛球会）
棚田　裕美 土屋　明日香 増澤　恵子 大西　友紀
（松商学園） （松商学園） （松商学園） （松商学園）
百瀬　貴樹 宮澤　健之 原田　和也 斉藤　侑弥
（ＪＵＰＩＣ） （松商学園） （松本工業高校） （松本工業高校）

小学４～６年の部

栄光の記録（第１６回大会）

Ａ

小学３年以下の部

Ｂ

男子

女子

男子

女子

平成19年12月16日

男子

女子

Ｂ

男子

女子

Ａ

中学２年の部

Ａ
男子

女子

Ｂ

男子

女子

Ｂ

中学１年の部

Ａ

高校１年の部

Ａ
男子

女子

Ｂ
男子

女子

Ｂ

一般の部

Ａ
男子

女子

Ｂ

男子

女子

高校２年の部

Ａ

男子

女子

男子

女子

男子

女子

男子

女子


