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1 伊藤 健② (弥 生)

2 安藤 奨平① (向 陽)

3 小林 宏太① (赤 穂)

4 小平 達也② (飯田工)

5 下沢 晋太郎② (飯 田)

6 野澤 岳弘① (東海三)

7 工藤 弘貴① (岡谷南)

8 ﾊﾞﾄﾞﾔﾘ ｻﾘｰﾑ② (松 川)

9 宮澤 悠太② (辰 野)

10 BYE

11 赤羽 駿① (岡谷南)

12 春日 崇① (赤 穂)

13 宮坂 将史② (岡谷東)

14 高原 一磨① (二 葉)

15 和田 一記② (風 越)

16 小林 茂光② (向 陽)

22 武田 雅志② (伊那北)

17 那須 茂② (駒 工)

18 増原 伊織① (二 葉)

21 西川 大生① (赤 穂)

19 吉岡 侑③ (高森中)

20 小口 将平① (東海三)

23 BYE

24 矢崎 雄樹① (岡谷南)

25 木下 康平② (飯田工)

26 河合 瑞貴① (弥 生)

27 後藤 大樹① (赤 穂)

28 杵渕 亜蘭① (東海三)

32 西村 惇② (向 陽)

29 藤澤 和弥① (岡谷南)

30 柿沼 瞬② (岡谷東)

33 千村 諒① (弥 生)

Ａ

31 征矢 啓輔① (清 陵)

34 宮澤 祥基② (飯田工)

35 山岸 祐介① (岡谷南)

36 関口 裕記② (飯 田)

37 金子 喬② (清 陵)

38 細川 光洋② (東海三)

39 上沼 章① (松 川)

40 唐澤 泰史② (赤 穂)

41 寺平 浩弥① (駒 工)

42 BYE

43 下平 峻也① (赤 穂)

44 杵渕 玲央① (東海三)

45 丸山 航平② (辰 野)

46 山田 洵也① (岡谷東)

47 古林 隼風① (向 陽)

48 小池 万里② (二 葉)
Ｂ

49 下島 知広① (東海三)

50 平出 勇太① (向 陽)

51 北原 陽介② (辰 野)

52 樋口 陽介① (岡谷南)

53 丸茂 勇貴① (二 葉)

54 櫻井 駿② (伊那北)

55 BYE

56 杉本 晃一② (岡谷東)

57 三浦 大貴② (東海三)

58 BYE

59 丸山 大稀① (向 陽)

60 熊谷 拓耶② (赤 穂)

61 小原 幸紀① (弥 生)

62 小坂 翔① (岡谷南)

63 武田 和也② (飯田工)

(清 陵)64 藤森 和也②

平成21年7月12日

伊那市センターテニスコート他

第64回国民体育大会テニス競技 長野県南信地区予選



少年男子Ｃブロック結果 少年男子Ｄブロック結果

80 W.O

81 82

81 80

82 82

84 W.O

83 81

84 83

82 83

82

83 81

W.O 81

82 80

82 80

82 82

81

80 84

81

81 82

98(9) 85

84 83

84 86

81 98(0)

80

85 83

83 81

80 W.O

86 83

84 84

82 81

82 80

66 鵜飼 陸① (岡谷東)

67 清水 銀河① (向 陽)

68 平澤 和樹② (飯田工)

69 笹山 裕也② (東海三)

70 下家 秀晃① (岡谷南)

71 小原 教資② (伊那北)

72 篠原 貴洸① (二 葉)

73 伊佐山 朗① (岡谷南)

74 BYE

75 藤森 立樹① (弥 生)

76 木村 裕太② (辰 野)

77 小池 祐喜① (向 陽)

78 小笠原 拓也② (飯田工)

79 柳沢 隼一① (清 陵)

80 笠原 淳寛① (東海三)

81 宮山 拓海① (東海三)

82 杉山 和① (向 陽)

83 後田 俊祐② (飯田工)

84 久保田 恭輔② (飯 田)

85 小池 博康① (二 葉)

86 近藤 雅也① (岡谷南)

87 BYE

88 宮下 悠人② (赤 穂)

89 福澤 智輝② (辰 野)

90 BYE

91 小口 祐太① (岡谷南)

92 瀧澤 直暉② (岡谷東)

93 倉田 直騎① (弥 生)

96 武図 祥広① (東海三)

94 織井 駿百① (赤 穂)

95 藤森 大地① (清 陵) 127 北澤 和希① (岡谷東)

128 平島 健太② (東海三)

125 関島 峰秀② (飯 田)

126 遠藤 雅人① (松 川)

123 木下 博史① (赤 穂)

124 柴 大樹② (辰 野)

121 宮沢 英② (岡谷南)

122 BYE

119 平林 俊一郎① (二 葉)

120 鈴木 龍之介② (清 陵)

117 山下 悠輝② (飯田工)

118 高山 一文① (向 陽)

115 深澤 幹人① (岡谷南)

116 小椋 裕太① (赤 穂)

Ｄ

114 BYE

112 橋本 直樹② (赤 穂)
Ｃ

113 鵜飼 雅史② (弥 生)

110 伊藤 星矢① (岡谷東)

111 BYE

108 五味 俊平① (二 葉)

109 戸田 賢志① (弥 生)

106 浜田 康貴② (伊那北)

107 秋山 海② (東海三)

104 宮下 寛基② (飯田工)

105 山下 優② (向 陽)

102 赤羽 涼② (辰 野)

103 原 善太郎② (東海三)

100 高木 拓哉① (二 葉)

101 佐藤 宏哉① (清 陵)

65 太田 一樹① (赤 穂)

(岡谷南)

99 矢澤 啓佑② (風 越)

98 片桐 優汰①

平成21年7月12日

97 井口 慎也② (駒 工) 伊那市センターテニスコート他
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131 高木 駿① (岡谷南)

132 向川原 怜① (清 陵)

133 芳澤 慧也① (二 葉)

134 櫛笥 大夢① (赤 穂)

135 大和 篤① (岡谷東)

136 高阪 恭平② (辰 野)

137 伊藤 悠② (弥 生)

138 BYE

139 小林 拓斗① (駒 工)

140 樋口 大和② (岡谷南)

141 大島 悠司② (飯田工)

142 両角 宏一① (東海三)

143 名取 竜兵① (向 陽)

144 西田 和真① (赤 穂)

145 小原 涼① (弥 生)

146 室賀 龍輝② (飯 田)

147 中村 慎吾① (岡谷南)

148 片桐 祥汰② (風 越)

149 江口 和希① (二 葉)

150 浦野 真伍② (辰 野)

151 BYE

152 加藤 僚馬① (向 陽)

153 竹村 秀太② (清 陵)

154 小山 直樹① (赤 穂)

160 高野 凌輔① (岡谷南)

157 増田 崇人③ (高森中)

158 浦上 雅史① (松 川)

159 中條 雄太② (東海三)

155 樋田 裕貴② (飯田工)

156 小林 佳弘② (岡谷東)

Ｅ
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129 井上 泰希② (伊那北) 伊那市センターテニスコート他

130 原田 雅弘② (東海三)


