
スリクソンチャレンジ

3/29～31

塩入　康太 (屋代)

(石川県工)橋本　龍

36 72

35 竹村　碧人 (金沢) 71

34 伊藤　空 (岡谷南) 百瀬　豪 (梓川) 70

33 絈野　将平 (石川県工) 畑山　詠佑 (飯O長) 69

32 佐藤　翔夢 (松商学園) 68

31 北澤　飛翔 (梓川)

宮澤　拓巳 (飯O長)

67

池口　颯

30 山本　聖 (松本第一)

内川　瑠衣 (軽井沢)

66

29 武田　翔太郎 (松川)

谷川　弘樹 (松本深志)

65

28 柳澤　佑太 (染谷丘)

(松本第一)

64

27 藤木　紅葉 (石川県工) 小川　音央 63

木下　徹也 (飯O長)

26 服部　龍真 (松商学園) 林　亮佑 (志学館) 62

25 壬生　敬大 (飯O長)

(諏訪二葉)

24 川口　卓純 (大町岳陽) 60

太田　浩平

淀　峻大 (大町岳陽) 61

(諏訪清陵)

21 大森　翼

23 大牧　功達 (飯O長) 保科　真 (須坂創成) 59

22 苫米地 祐樹 (志学館) 58

(諏訪二葉) 有泉　太陽 (岡谷南) 57

(富山国際) 西尾　そら (石川県工) 55

20 根津　藤次郎 (松本深志) (ｂｙｅ) 56

19 伊藤　輝

18 小川　祥吾 (新発田) 小森　将真 (金沢伏見) 54

17 (ｂｙｅ) (ｂｙｅ) 53

16 海野　友也 (松本第一) 伊奈　雄大 (松商学園) 52

15 武藤　裕太

(市立長野)

(軽井沢) 小林　大晟 (上田) 51

名取　貴也 (岡谷南) 49

14 松田　葵 (大町岳陽) 林　泰希 (諏訪清陵) 50

13 越　愛叶

12 菅井　雄斗 (屋代) 戸田　啓輝 (金沢) 48

森元　凛音

11 加藤　知広 (飯O長) 林　純平 (飯O長) 47

10 山下 友基 (志学館) 風間　祐亮 (新発田) 46

9

久下　拓巳

7 雨宮　真生

(諏訪実業) 真島　壮瑠 (石川県工) 45

(飯O長)

(諏訪二葉) 今井　越士 (飯O長) 43

8 守屋　勇佑 (石川県工) 大平　悠人 (松川) 44

6 南雲　ﾐﾊｴﾙ薫 (飯O長) 手塚　大介 (松本第一) 42

浦浪　祐希 (市立長野) 41

深瀬　佑真

戸井田　俊介 (諏訪二葉) 39

(市立長野)

松本　瞭 (軽井沢) 40

2 宮下　剛 (上田) 五味　純樹 (岡谷南) 38

男子シングルスＢ (1)

1 矢嶋　泰地 (諏訪清陵)

山越　智輝 (屋代)

37

(松商学園)

4 窪田　達哉 (岡谷南)

3 松尾　和哉

5 須藤　翔平 (松本深志)



スリクソンチャレンジ

3/29～31

144108

熊谷　友志

143牧内　琢真 (飯O長)

畦上　実祐 (市立長野)

松田　大輔 (染谷丘)

107

142

寺島　悠吾 (屋代)

106 井野　太陽 (石川県工) (市立長野)

105

(上田) 140104 浅水屋　晃太 (上田) 高橋　伸

(大町岳陽) 141赤松　竜成 (新発田) 吉城　智也

(梓川) 139城戸　宏太 (梓川) 北澤　癒歌

片岡　雅人 (飯O長)

103

102

(岡谷南) 137101 矢沢　秀馬 (岡谷南) 日達　崇仁

(飯O長) 138早乙女　尊 (染谷丘) 中村　匠

136100 中山　一渓 (松商学園) 福島　美希也

135

須澤　香木

99 佐々木　海 (軽井沢) 倉島　卓矢

(諏訪実業) 134

(松商学園)

98 池田　翔統 (松本第一) 伊藤　怜央馬

(飯O長)

(染谷丘)

上條　祐

13397 菅沼　瑶野 (諏訪清陵) 岡田　竜聖

96

131

伊藤　和也 (飯O長)

95 花岡　正也 (諏訪実業)

(松本深志) 132

(石川県工)

130岩原　希 (市立長野)

松平　壱

94 (松本第一)小林　柊翔

129

山口　俊介 (富山国際)

93 桑原　竜一 (松本深志) 山岸　陽向吾

92

(富山国際)

(軽井沢)

12791 能坂　輝 (石川県工) 平野　敦也

(ｂｙｅ) 128(ｂｙｅ)

90

(ｂｙｅ) 12589 (ｂｙｅ)

(新発田) 126瀬戸　陽 (金沢伏見) 大谷　隼人

88

12387 下島　雅生 (松商学園) 宮本　樹希

(金沢) 124奥田　伊織 (志学館) 方橋　凛太朗

86

(岡谷南)

(染谷丘)

仲田　峻

12185 (松本第一) 牛山　蓮飛

(松川) 122高橋　佑豪 (新発田) 駒瀬　万也

82

84

(松本第一) 11983 小林　誠之助 (屋代) 木村　流斗

(飯O長) 120勝野　晃太 (飯O長)

(志学館) 11781 土屋　幸輝 (御代田中) 深澤　竣介

(諏訪二葉) 118辻　悠人 (岡谷南) 鮎澤　澪緒

(松本深志) 116大久保　聖矢 (軽井沢) 逢澤　禅80

11579 山田　矩大 (梓川)

77

76

78

(金沢伏見) 113中平　朔矢 (松川) 山本　善風

(石川県工) 114宮﨑　武陽 (諏訪清陵) 西村　冠馬

小原　秀友

(屋代) 112杉山　航基 (飯O長) 塩野﨑　壮太

坂田　学杜 (諏訪二葉)

(諏訪清陵) 110秋野　空良 (石川県工) 上久保　天翔74

(飯O長) 11175 飯島　大貴

10973

男子シングルスＢ (2)

(大町岳陽)


