
1 太田一樹 駒ヶ根テニス協会 うめぐみ
太田

2 大沢寛太 高校 阿南高校 85

3 関口一樹 大学 中京大学
関口

4 星野　裕 上田テニス協会 松山ＴＣ 81

5 土屋俊介 大学 信州大学
土屋

6 米澤隆雄 松本テニス協会 すがの台ＴＣ 82

7 児玉幹弥 松本テニス協会 ＭＴＡ
金子

8 金子歩夢 大学 信州大学 81

9 柳原一也 松本テニス協会 松本市役所ＬＴＣ
藪田

10 藪田樹彩亜 大学 名古屋経済大学 81

11 松崎聡 飯田テニス協会 Ｔプラザ
内山

12 内山雄介 大学 名古屋経済大学 97

13 今井晃徳 岡谷市テニス協会 エコーＴＣ
野中

14 野中真陽 大学 筑波大学 84

15 吉住聡司 飯田テニス協会 アドベンチャーＴＣ
鈴木

16 鈴木陽太 上田テニス協会 真田ＴＣ 82
鈴木

17 南雲ラファエウ耀 大学 名古屋経済大学 84

18 丸山諒也 大学 長野県工科短期大学校
丸山

19 亀山賢佑 大学 中京大学 83
富松

20 富松雄介 上田テニス協会 上田日本無線 84

21 池野 大樹 飯田テニス協会 アドベンチャーＴＣ
太田

22 佐藤　圭 駒ヶ根テニス協会 Ｂｉｚ 81
太田

23 太田智也 大学 東京理科大 82

24 平島健太 諏訪市テニス協会 アーリーバードＴＣ
唐澤

25 宮澤 諒 大学 東京理科大学 80
唐澤

26 唐澤希広 高校 長野工専 84

27 藪　直希 大学 信州大学
藪

28 太田侑希 大学 名古屋経済大学 84
伊藤

29 伊藤健太 上田テニス協会 ロビングバードＴＣ 50RET

第74回 国体長野県大会  （男子予選：2019/3/16）



1 笠原沙耶 大学 大阪教育大学
笠原

2 Bye

3 朝倉菜月 大学 亜細亜大学
朝倉

4 平出有香 大学 名古屋経済大学 80

5 山岸杏美 大学 名古屋経済大学
小林

6 小林明香理 大学 関西学院大学 80

7 小林彩夕里 大学 立教大学
小林

8 下田穂乃香 高校 松商学園 83

1 杉森優輝 大学 中央大学
杉森

2 丸山諒也 大学 長野県工科短期大学校 81
杉森

3 内山雄介 大学 名古屋経済大学 83
太田

4 太田一樹 駒ヶ根テニス協会 うめぐみ 83

5 大岩悠樹 大学 信州大学
大岩

6 鈴木陽太 上田テニス協会 真田ＴＣ 82
大岩

7 藪田樹彩亜 大学 名古屋経済大学 98(5)
金子

8 金子歩夢 大学 信州大学 84

9 牛越　陸 大学 中央大学
牛越

10 唐澤希広 高校 長野工専 81
牛越

11 野中真陽 大学 筑波大学 85
土屋

12 土屋俊介 大学 信州大学 84

13 平林幸史郎 大学 専修大学
平林

14 藪　直希 大学 信州大学 84
太田

15 太田智也 大学 東京理科大 83
太田

16 関口一樹 大学 中京大学 84

1 2 3 4 順位
1 杉森優輝 82 48 82 1

(大学: 中央大学)
2 太田智也 28 89(2) 48 4

(大学: 東京理科大)
3 牛越　陸 84 98(2) 48 3

(大学: 中央大学)
4 大岩悠樹 28 84 84 2

(大学: 信州大)

1 2 3 4 順位
1 笠原沙耶 84 83 98(0) 1

(大学: 大阪教育大)
2 小林彩夕里 48 86 58 3

(大学: 立教大)
3 小林明香理 38 68 68 4

(大学: 関西学院大)
4 朝倉菜月 89(0) 85 86 2

(大学: 亜細亜大)
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