
中信中学校体育大会 新人大会(卓球) 松本会場 大会結果記録 令和４年１０月１６・２９日

順位 順位

第1位 丸ノ内 中学校 第6位 高綱 中学校

第2位 女鳥羽 中学校 第7位 波田 中学校

第3位 梓川 中学校 第8位 鎌田 中学校

第4位 山辺 中学校 第9位 筑摩野 中学校

第5位 旭町 中学校

順位 氏名 （学校名） 順位 氏名 （学校名）

第1位 細田　悠人 （梓川中） 第17位 大池　諒芽 （高綱中）

第2位 馬目　仁彦 （女鳥羽中） 第17位 手塚　　力 （信明中）

第3位 飯田　怜慈 （高綱中） 第17位 西村眞次朗 （女鳥羽中）

第3(4)位 倉田　直拓 （山辺中） 第17位 岡村　心優 （高綱中）

第5位 坂井　悠真 （旭町中） 第17位 山本虎太郎 （筑摩野中）

第5位 池田　心優 （梓川中） 第17位 山下　和稀 （明善中）

第5位 田中　心温 （高綱中） 第17位 大池　凌介 （女鳥羽中）

第5位 涌田　秀祐 （梓川中） 第17位 横山　　岳 （明善中）

第9位 栁澤　悠貴 （筑摩野中） 第17位 清水　櫂竜 （鉢盛中）

第9位 佐藤　大介 （丸ノ内中） 第17位 北沢　優太 （明善中）

第9位 近藤　立凰 （女鳥羽中） 第17位 小川翔太郎 （鎌田中）

第9位 榛澤　有輝 （丸ノ内中） 第17位 平林　　耀 （梓川中）

第9位 西澤　隆希 （梓川中） 第17位 北澤総一郎 （丸ノ内中）

第9位 小林佑二朗 （山辺中） 第17位 小林　勇陽 （筑摩野中）

第9位 山崎　祥弥 （女鳥羽中） 第17位 大塚　亮太 （旭町中）

第9位 振旗　　翼 （波田中） 第17位 阿部　一輝 （丸ノ内中）

学校名 学校名

【男子団体戦】

【男子個人戦】

団体戦：松本市総合体育館

個人戦：ユメックスアリーナ 記録者：遠藤　渓



中信中学校体育大会 新人大会(卓球) 松本会場 大会結果記録 令和４年１０月１６・２９日

順位 順位

第1位 鎌田 中学校 第6位 清水 中学校

第2位 高綱 中学校 第7位 旭町 中学校

第3位 信明 中学校 第8位 梓川 中学校

第4位 波田 中学校 第9位 開成 中学校

第5位 筑摩野 中学校 第10位 山辺 中学校

順位 氏名 （学校名） 順位 氏名 （学校名）

第1位 百瀬　心咲 （高綱中） 第17位 小澤　珠花 （旭町中）

第2位 米澤　華純 （鎌田中） 第17位 後藤　雅美 （丸ノ内中）

第3位 住吉　　凜 （鉢盛中） 第17位 勝野　莉帆 （開成中）

第3(4)位 飯田　望愛 （信明中） 第17位 西野　柚菜 （鎌田中）

第5位 脇本奈津美 （清水中） 第17位 山口　真央 （明善中）

第5位 渡邉　  藍 （松島中） 第17位 山本　莉子 （才教学園中）

第5位 久保田美音 （旭町中） 第17位 田野尻瑚都 （鎌田中）

第5位 中村　結衣 （信明中） 第17位 神山瑠璃子 （旭町中）

第9位 奥原　茉南 （波田中） 第17位 木村ひまり （高綱中）

第9位 黒岩　日和 （梓川中） 第17位 麻生　南美 （丸ノ内中）

第9位 常田　成美 （山辺中） 第17位 勝山　もも （波田中）

第9位 百瀬　陽菜 （筑摩野中） 第17位 網野　琴音 （筑摩野中）

第9位 宮澤　結衣 （信明中） 第17位 清水　彩希 （開成中）

第9位 平林　  想 （明善中） 第17位 布川　怜愛 （筑摩野中）

第9位 本間紗英果 （清水中） 第17位 小路　冬華 （梓川中）

第9位 太田　小珀 （波田中） 第17位 猿田　  茜 （明善中）

第33位 内藤　千晴 （鎌田中） 第33位 丸山　紗和 （山辺中）

第33位 坪井　裡夢 （信明中） 第33位 阿久津歩美 （清水中）

第33位 鍋井伶唯亜 （波田中） 第33位 竹内　ゆい （才教学園中）

第33位 蓑島　優奈 （山辺中） 第33位 髙山　暁歩 （信明中）

学校名 学校名

【女子団体戦】

【女子個人戦】

団体戦：松本市総合体育館

個人戦：ユメックスアリーナ 記録者：遠藤　渓


