
青木 柊太

土田 隼輝 本多 直人②

内山創太郎② 西方 琉生①

柳澤 樹② 阿部 新

髙 和甲 今井 脩人

涌井 心 廣井 友哉

高橋 空雅② 森山 蒼志

本多 遙葵② 星 公大

長谷川晄平② 髙橋 優羽

松原 遥② 諸橋 柊

諸橋 音於 山﨑 榛人

甲野 壮人 青柳 凜

今井 亮佑 安藤 有己

中沢 千聖 清水 亮佑②

山上 羽月 前山 遥希②

松永 大輝 丸山 葉琉

田中 壱太 井沢綸汰朗

曽根 光翔 金子 滉弥

長澤 駿希 中山 春紀②

猪井 渉吾② 恩田悠一朗

阿部 拓也 上村 晃歩

山田 葵② 小林 風雅

片桐 光誠 五十嵐大翔②

鷲見 昂大 上原 亮二

鈴木 伸明 外山 正永

栗山 冬輝 阿部 巧真

金子 大幹② 関 優輝

伏見 陸① 酒井 陽平

髙橋 祐太 杉本 蒼汰②

田邊 祐士 久保田 陸斗②

佐藤 倖大 関 将之②

田中 颯 椛澤 潤平②

本間 皓大 清水 健登②

和田 拓真 廣田 匠吾

五十嵐大喜 関 陽向汰②

今井 宏太 捧 勇輝②

佐藤 謙臣 本間 陽大②

寺井 翔汰 星井 凉真②

矢尾板佑太 片桐 悠世②

結城 快人② 髙野 大和②

下條 真輝 平沢 海聖②

河合 陸寿 中村 大和②

高橋 琉② 野村 光②

宮崎 悠聖② 米持凛太朗

若井 椋祐 中澤 蓮

大平 雅也 鈴木優太郎

金子 遥飛 小林 夏樹

小栁 亮太 小野 琥珀

石澤 秀真② 櫻井 慶汰

山﨑 陸斗② 阿部 拓斗②

島 重幸② 関口 航太②

片桐 拓磨 清瀧 拓人②

酒井 颯斗 南雲 勇人②

村山 文太 今井 翔太

小林 海斗 宮嶋 竜希②

島田 歩 中島 生吹

武士俣大樹② 佐藤 圭介

外山 翼② 大原 瑠斗②

萩原 裕太 岩崎 済慈②

関本 仁志② 坪谷 歩夢②

瀧澤松一朗 外山 晶大②

近藤 良耶 永村 拓磨

渡部 天斗② 青栁 雄和

佐藤 光② 上村 侑輝

関 翔太郎 木村 太一

岡村ﾄﾞｸｵﾋﾟﾝﾄﾞ 横山 巧

水落 拓海 高橋 楓

小成 怜央① 渡辺 匠②

岡部 寛斎 丸山 瑠星②

高橋 陽伸 原 青杜

齋藤 章登② 須田 結太

秋山 千耀② 鷲尾 涼太②

伊藤 蒼葉 羽鳥 楽翔②

結城 海星 山田 舜斗

椛澤 将 川井 珀斗

大久保尚輝 相田 漱哉

丸山 龍己 金澤 巧虎

須藤 隼斗② 小西 翔馬

兒玉 良太 星野 遼真②

荒木 優作② 渋谷 勇太

安藤 裕人 坂上春太郎

櫻井 瑚伯 齋藤 大輔①

田中 飛翔 山田 然太①

田野 登也 井ﾉ川大輝

井川 史都 南雲 聖矢

樋口 大寿② 田邊 陽樹

長坂 和都 金子 勇輝②

星 皓貴② 笠原 秀志

大久保絢太 秋山 琉斗

遠藤 拓也 石坂 天虎

長田 成矢 草分 遙斗

林 錬汰 勝沼 伯②

藤澤 竜① 渡邉 皓太②

渡邉 圭太① 大島 春希

椙谷 拓也 本多 翔

村松 良祐 髙橋 昴

小池 創太 保住 帆人

藤塚 陽大 田中 洸大

榎本 達輝① 小林 千晃

水落 蒼① 山田 孝利②

大谷 健太 佐藤 徠瑠①

番場 悠斗 佐野 世那②

下條 琉聖② 吉田 響貴②

野川 宙② 星野 宇宙②

川田 翔大② 森山潤志朗②

大宮 陽汰② 山﨑 翔琉

橘 翼② 遠藤 柊也

星 大地② 内藤 大揮

吉田 一惺 長谷川惠風

佐藤 隼暖
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(中越)

(小千谷) 45

23 (長岡大手)

(小出) 77

61 (長岡工業)

(小千谷西)

(国際情報)

(三条) 43

21 (三条東)

(十日町) 76

60 (帝京長岡)

(長岡) 44

22 (加茂)

(帝京長岡) 93

85

(長岡農業)

(長岡商業) 92

19 (小千谷西)

(八海) 42

59 (見附)

(長岡工業) 75

20 (十日町総合)

(国際情報)

97 101

(栃尾)

(小千谷) 73

103 (十日町)

(長岡大手) 105

58 (十日町松之山)

(十日町松之山) 74

18 (三条商業)

(栃尾) 41

84

(長岡商業)

(中越) 72

16 (長岡大手)

(見附) 39

83 (三条)

(十日町) 91

17 (県央工業)

(長岡向陵) 40

57

(長岡)

(塩沢商工) 71

14 (小出)

(長岡工業) 37

96 (加茂農林)

(小出) 100

15 (中越)

(県央工業) 38

56

(小千谷)

(加茂) 70

12 (見附)

(加茂農林) 35

82 (三条東)

(長岡農業) 90

13 (長岡向陵)

(三条東) 36

55

(三条) 89

11 (十日町松之山)

(栃尾) 34

53 (十日町総合)

(十日町) 69

(帝京長岡)

(十日町総合) 106 107

54 108

(加茂) 99

9 (長岡商業)

(見附) 32

52 (中越)

(小出) 68

10 (国際情報)

(県央工業) 33

81 (八海)

(三条東) 88

7 (栃尾)

(長岡商業) 30

51 (加茂)

(長岡農業) 67

8 (長岡向陵)

(帝京長岡) 31

95 (長岡)

(三条商業) 65

102 (塩沢商工)

(長岡向陵) 104

50 (小千谷西)

(十日町松之山) 66

6 (長岡工業)

(加茂農林) 29

80 (小千谷)

(小千谷西) 64

4 (加茂農林)

(中越) 27

79 (長岡大手)

(十日町総合) 87

5 (見附)

(小千谷) 28

49 (十日町総合)

(三条) 25

47 (三条)

(長岡大手) 63

3 (長岡高専)

(長岡) 94 26

98 (三条東)

(長岡高専)

48 (十日町)

男子ダブルス

(長岡工業)

46 (三条商業)

(国際情報) 62

1 (長岡)

(長岡商業) 24

78 (小千谷西)

(塩沢商工) 86

2 (小出)
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124

30 60

石坂 天虎 (小千谷西) 近藤 良耶 (長岡農業)

76 92

青木 柊太 (長岡工業) 本多 直人② (三条商業)

75 91

齋藤 章登② (県央工業) 長澤 駿希 (中越)

29 59

遠藤 拓也 (長岡商業) 小成 怜央① (長岡工業)

100 108

伊藤 蒼葉 (中越) 坂上春太郎 (栃尾)

27 57

佐藤 倖大 (加茂農林) 櫻井 瑚伯 (小千谷)

112 116

安藤 裕人 (小千谷) 永村 拓磨 (長岡向陵)

28 58

丸山 葉琉 (十日町) 田野 登也 (長岡大手)

99 107

長坂 和都 (栃尾) 村山 文太 (十日町)

26 56

佐野 世那② (加茂) 小西 翔馬 (県央工業)

74 90

田邊 祐士 (十日町松之山) 小川 煌陽② (三条)

24 54

村松 良祐 (国際情報) 松永 拓也② (長岡)

73 89

阿部 拓也 (十日町総合) 宮嶋 竜希② (帝京長岡)

25 55

長田 成矢 (八海) 南雲 聖矢 (十日町松之山)

72 88

星野 遼真② (県央工業) 佐藤 真宙② (三条)

23 53

和田 拓真 (三条東) 渡辺 匠② (加茂農林)

118 120

阿部 巧真 (塩沢商工) 鈴木優太郎 (国際情報)

21 51

相田 漱哉 (三条) 今井 亮佑 (長岡)

98 106

恩田悠一朗 (長岡大手) 本間 皓大 (三条東)

22 52

青栁 雄和 (長岡向陵) 関 翔太郎 (塩沢商工)

111 115

榎本 達輝① (十日町) 廣田 匠吾 (栃尾)

20 50

米持凛太朗 (中越) 吉田 響貴② (加茂)

71 87

保住 帆人 (国際情報) 佐藤 隼暖 (小千谷西)

18 48

野川 宙② (帝京長岡) 椛澤 将 (見附)

70 86

杉本 蒼汰② (小千谷西) 長谷川 惠風 (長岡工業)

19 49

西方 琉生① (三条商業) 瀧澤松一朗 (長岡農業)

69 85

大久保尚輝 (見附) 今井 宏太 (長岡商業)

17 47

笠原 秀志 (長岡農業) 高橋 陽伸 (小出)

97 105

岡部 寛斎 (小出) 小野 琥珀 (八海)

15 45

佐藤 圭介 (小千谷) 酒井 颯斗 (十日町)

121 122

髙野 大和② (長岡) 123 小林 海斗 (十日町総合)

16 46

野村 光② (長岡商業) 兒玉 良太 (長岡向陵)

96 104

吉田 一惺 (小千谷西) 金澤 巧虎 (三条)

14 44

阿部 新 (長岡) 中島 生吹 (小千谷)

68 84

若井 椋祐 (小出) 大島 春希 (十日町総合)

12 42

大原 瑠斗② (見附) 片桐 拓磨 (栃尾)

67 83

小池 創太 (三条) 星 公大 (小出)

13 43

金子 大幹② (長岡向陵) 下條 真輝 (加茂)

66 82

岡村ﾄﾞｸｵﾋﾟﾝﾄﾞ (塩沢商工) 結城 快人② (帝京長岡)

11 41

島田 歩 (十日町総合) 内藤 大揮 (長岡工業)

110 114

井ﾉ川大輝 (十日町松之山) 酒井 陽平 (小千谷西)

9 39

河合 陸寿 (加茂) 小栁 亮太 (県央工業)

95 103

金子 遥飛 (県央工業) 田中 飛翔 (長岡大手)

10 40

佐藤 謙信 (長岡農業) 小川 呼人 (三条東)

117 119

齋藤 大輔① (十日町) 伏見 陸① (長岡向陵)

8 38

前山 遥希② (三条東) 中山 春紀② (加茂農林)

65 81

渋谷 勇太 (栃尾) 栗山 冬輝 (三条商業)

6 36

上村 晃歩 (長岡大手) 金子 滉弥 (加茂農林)

64 80

本多 遙輝② (塩沢商工) 田邊 陽樹 (三条商業)

7 37

大久保絢太 (長岡商業) 今井 翔太 (帝京長岡)

63 79

櫻井 慶汰 (八海) 髙橋 祐太 (十日町松之山)

5 35

矢尾板佑太 (帝京長岡) 須田 結太 (中越)

94 102

髙橋 昴 (国際情報) 高橋 空雅② (塩沢商工)

3 33

鈴木 伸明 (三条商業) 木村 太一 (長岡)

109 113

原 青杜 (中越) 小林 風雅 (見附)

4 34

井川 史都 (十日町松之山) 山田 舜斗 (長岡大手)

93 101

田中 颯 (加茂農林) 本多 翔 (十日町総合)

2 32

田中 洸大 (三条東) 小林 夏樹 (国際情報)

62 78

髙橋 優羽 (小出) 秋山 琉斗 (長岡農業)

男子シングルス

土田 隼輝 (長岡工業) 中村 大和② (長岡商業)

61 77

本間 陽大② (加茂) 片桐 光誠 (小千谷)

1 31

五十嵐大翔② (見附) 林 錬汰 (八海)



川本 海尋 樺澤あいら

本間 那桜 鈴木 苺

小川 芽依② 若林ひかり②

渡辺 香音② 長谷川真美②

齋藤 乃愛① 千葉みゆき②

山上 りな① 清水 咲良②

五十嵐心菜② 菊田 侑良②

廣川うらら② 田浦 由亜②

松岡 美優 高橋くるみ

穴澤 菜穂 矢野 歩美

内山 祐李 田邉小南美

米山 百花 松岡 陽南

井上 美夕② 鈴木彩結那②

瀧澤 佑羽② 安藤しえら②

海津 愛奏 関 実依那

馬場 愛唯 種村 睦海

橘 敬菜 小池 愛里②

山本 凪紗 中村 花②

西 葉菜② 岡崎 夏希

田邉 彩希② 五十嵐陽菜②

小林 瑠夏 渋谷 紗希②

阿部 七海 高野くるみ②

阿部 椿 池田 百花

小海すみれ② 芳賀 朱梨

遠藤 有紗 安達 想②

田村 晏② 永井 愛梨②

小川 美空 金子ちひろ②

宮山 碧夢 内山 紗季②

髙橋 真央② 鈴木 夏

関 日菜子② 南雲 倫子

大平 望未② 渡部 絢羽

山岸さくら② 遠山 葉月

佐藤 知歩② 吉田 千咲

小林 華和② 込山 侑実②

鈴木 春南 梶山 栞里

吉岡 春陽② 下地 夏美②

木村 小晴② 小熊 梛月

鈴木 心鳥① 豊野 蒼依

星野 真央② 番場 珠望

小出 遥香 高橋 衣緒

榎本 天澄 櫻井 瑠里

塩谷 詞葉② 宮崎 玲菜

高橋 美花 片所 凜②

根津百合香 五十嵐 蘭①

小熊 朋華 中島 伶緒

原 侑菜 佐野愛実花②

湯川 寧々 結城 璃音②

山田 美優② 太田 日和②

井上さくら② 森山 杏

富沢 南② 山﨑 颯星

安部 彩花② 佐藤 瑞姫

吉田 姫菜② 大島 杏奈

高木 彩奈② 庭野 彩良

松原 優花② 髙波 夏生②

天野 椎月② 西原ももこ

川田 暖心② 須田 愛②

陶山 由奈 酒井 愛依

田崎 一葉 齋藤 光伶

櫻井 瑠子② 菊入 歌純②

佐野 凛② 土田菜々実②

山田 颯桜 栗原 梓

名古屋花穂 坂内 莉紗

青柳 伊吹② 吉田 陽奈②

佐野かりん② 山崎 光嬉②

番場愛里香② 山本 心里②

相馬瀬里香② 鈴木 彩①

上野真友美 山田 玲那

尾身 紗衣 星野 美月

佐藤 千寿 渡邊 亜咲

貝瀨 莉夢② 小林 夢花

本間 百花② 大宮 茉桜②

佐田衣知佳② 片野 佳香②

高橋 星夏 佐藤 虹花

髙澤 結衣② 山田 海奈

鈴木 萌夏 今井 花帆②

池 ｱｵｲ 本間 七彩②

佐藤 史佳② 髙野 桃香

野村 亜純② 大橋 萬妃

高野 日和 川上梨乙菜②

星野 千穂 殖栗 椛②

渡邉 結菜 安藤 紗珠②

田巻 絢菜 坪内 綾音②

大平 珠里 栗田 祐里

番場 映瑠 齊藤 萌

仁木 萌栞② 長澤 佳奈②

丸山 祐依② 小島 朋華②

佐藤 映奈 鈴木 ｱｲ②

諸橋 由紀 難波 楓②

速水 楓菜 大石 宙

西山 瑠奈 丸山 由衣②

三位決定戦

90

(長岡農業) 66 74 (十日町)

13 26

(栃尾) (長岡商業)

42 58

(加茂) (小千谷)

56

(八海) (帝京長岡)

78 82

(三条商業) (三条)

41 57

(小出) (八海)

55

(長岡向陵) (長岡)

11 24

(十日町) (栃尾)

65 73

(三条東) (国際情報)

12 25

(長岡) (三条東)

40

72

(長岡農業) (中越)

10 23

(三条) (十日町総合)

38 54

(十日町総合) (三条商業)

84 86

(国際情報) (小出)

39

52

(小千谷) (長岡工業)

77 81

(長岡大手) (加茂)

37 53

(小出) (長岡農業)

9 22

(長岡商業) (見附)

64

51

(帝京長岡) (長岡)

35 20

(国際情報) (三条東)

8 71

(見附) 63 (長岡大手)

21

(中越) (十日町)

36

(三条東) 70 (長岡大手)

62 19

(八海) (小出)

7 50

(十日町総合) (帝京長岡)

34

(長岡向陵) 87 88 (長岡商業)

89

(国際情報) (小千谷)

32 48

(三条) (三条東)

76 80

(見附) (長岡農業)

33 49

(三条商業) (長岡向陵)

6

(加茂農林) (中越)

31 47

(長岡工業) (長岡商業)

4 17

(長岡大手) (三条商業)

61 69

(長岡) (十日町)

5 18

(栃尾) (国際情報)

60 68

(小出) (帝京長岡)

3 16

(長岡大手) (加茂農林)

30 46

(長岡商業) (栃尾)

83 85

(小千谷) (加茂)

28 44

(長岡農業) (十日町総合)

75 79

(十日町) (長岡)

29 45

(加茂) (見附)

2 15

女子ダブルス

(帝京長岡) (小千谷西)

27 43

(中越) (三条)

1 14

(三条商業) 59 67 (小千谷)



106

58 74

本間 那桜 (帝京長岡) 川本 海尋 (帝京長岡)

三位決定戦

20 41

五十嵐陽菜② (加茂農林) 貝瀨 莉夢② (国際情報)

82 90

小林 瑠夏 (長岡商業) 関 日菜子② (長岡)

21 42

本間 七彩② (国際情報) 高橋 星夏 (十日町)

鈴木 夏 (十日町) 94 98 佐藤 映奈 (栃尾)

19 40

塩谷 詞葉② (八海) 榎本 天澄 (八海)

57 73

小熊 梛月 (長岡向陵) 松原 優花② (中越)

81 89

坂内 莉紗 (見附) 小熊 朋華 (長岡向陵)

18 39

坪内 綾音② (三条) 大平 珠里 (小出)

56 72

陶山 由奈 (長岡大手) 佐藤 知歩② (三条)

100 102

速水 楓菜 (加茂) 阿部 椿 (加茂農林)

55 71

鈴木 彩① (十日町総合) 酒井 愛依 (加茂)

17 38

長原 寧々 (長岡) 番場 珠望 (長岡大手)

80 88

関 実依那 (国際情報) 星野 美月 (三条商業)

16 37

渡邉 結菜 (三条商業) 栗田 祐里 (八海)

54 70

若杉 美和① (長岡向陵) 内山 祐李 (十日町)

35

芳賀 朱梨 (中越) 菊田 侑良② (加茂)

53 69

松岡 美優 (長岡農業) 星野 真央② (三条東)

15 36

川田 暖心② (小千谷) 尾身 紗衣 (十日町総合)

13 68

新保 乃唯 (三条東) 名古屋花穂 (長岡商業)

52 34

櫻井 瑠里 (小出) 梶山 栞里 (長岡農業)

14 97

佐野愛実花② (長岡商業) 93 須田 愛② (長岡工業)

51 32

矢野 歩美 (十日町総合) 番場 映瑠 (小出)

12 87

小林 華和② (三条) 鈴木 春南 (見附)

79 33

海津 愛奏 (栃尾) 髙橋 真央② (長岡)

66

山田 海奈 (栃尾) 樺澤あいら (小千谷西)

50

大石 宙 (小千谷) 103 104 丸山 由衣② (小千谷)

105 67

西原ももこ (長岡工業) 吉田 陽奈② (中越)

30

田村 晏② (長岡工業) 田邉小南美 (長岡)

10 86

小林 夢花 (小出) 五十嵐希愛 (長岡農業)

78 31

安部 彩花② (見附) 小西 咲希 (三条東)

11

吉田 千咲 (三条東) 96 佐藤 千寿 (国際情報)

92 29

鈴木 苺 (小千谷西) 岡崎 夏希 (加茂農林)

9 65

種村 睦海 (国際情報) 安藤 紗珠② (三条)

49

85

下地 夏実② (長岡農業) 中島 伶緒 (長岡商業)

7 28

佐藤 瑞姫 (長岡大手) 田巻 絢菜 (三条商業)

48 64

齋藤 光伶 (加茂) 山田 美優② (帝京長岡)

8

101

上野真友美 (十日町総合) 天野 椎月② (小千谷)

47 63

豊野 蒼依 (長岡向陵) 馬場 愛唯 (栃尾)

6 27

佐藤 千咲② (加茂農林) 込山 侑実② (三条東)

77

84

鶴巻 夏歩② (中越) 池田 百花 (中越)

5 26

南雲 倫子 (十日町) 吉岡 春陽② (見附)

46 62

山田 玲那 (三条商業) 渡邊 亜咲 (小出)

99

高野 日和 (八海) 原 侑菜 (長岡向陵)

45 61

伊津 咲希 (小千谷) 田崎 一葉 (長岡大手)

4 25

阿部 七海 (長岡商業) 星野 千穂 (八海)

76

3 24

相馬瀬里香② (三条) 91 95 遠藤 有紗 (長岡工業)

75 83

松岡 陽南 (長岡) 西山 瑠奈 (加茂)

2 23

栗原 梓 (見附) 高橋くるみ (十日町総合)

44 60

佐藤 虹花 (栃尾) 米山 百花 (十日町)

女子シングルス

片所 凜② (帝京長岡) 湯川 寧々 (帝京長岡)

43 59

小海すみれ② (加茂農林) 金子ちひろ② (三条商業)

1 22

大島 杏奈 (長岡大手) 穴澤 菜穂 (長岡農業)


