
月・日 行　　　　事　　　　名 会　　場 種　　　別 第１位 第２位 第３位 第３位

男　　子 吉田・若林（俊　　英） 松林・町田（俊　　英） 勝野・小平（屋代） 安斉・太田（長日大）

女　　子 三澤・堀内（長野吉田） 横地・柳澤（長野吉田） 若林・小山（長野商） 横山・佐藤（長　　野）

一般男子 和田・田口（信　大） 山中・小久保　（信　大） 金子・濱田（信　大） 榛葉・木村（信　大）

一般女子 増田・川村（信　大） 湯澤・梨子田（新風会） 金井・徳竹（長野商） 岡村・浦野（俊　英）

シニア男１部 樋口・内山 （木曽・市役） 轟　　・上野　（東雲ク）  中條・熊木（裾花クラブ）

シニア男２部 原　・内山（長野ＴＣ) 久保・宮尾（長野市ＴＣ） 勘田 ・小松（須坂・百才会）

シニア男３部 矢崎・永坂（百才会） 菊池・山嵜（安茂里・百才会） 宮下・西澤（百才会）

シニア女１部 原 　・小林（茶臼・たけ） 西島・竹内（サブローク） 中村・神谷（愛球会） 堀越・中島（茶臼山）

シニア女２部 高梨・宮尾（茶臼山） 山岸・大沢（メリーズ） 結城・佐藤（愛球会）

男　　子 長野俊英Ａ 長野吉田Ａ 屋　代Ａ 長　　野Ａ

女　　子 長野商業Ａ 長野吉田Ａ 須坂東Ａ 須　　坂Ａ

男　　子 安斉・林部（日大・吉田） 吉田・若林（俊　英） 松林・町田（俊　英） 丸山・中村（俊　英）

女　　子 若林・小山（長野商業） 寺久保・柳澤（長野吉田） 牛澤・小山（長野商業） 柳澤・德竹（長野商業）

少年男子 三好・松本（俊英） 大日方・長澤（長野東） 樋口・宮崎（長野吉田） 岩崎・小宮山（長野東）

第67回
少年・少女国体２次北信予選会

４.３０

６.30

南長野
運動公園

長野
運動公園

４.７
第67回
少年・少女国体１次北信予選会

南長野
運動公園

　大  会  成  績　報　告

４.２８
第62回
長野市長杯ソフトテニス大会

長野
運動公園

第39回北信高等学校学校
学校対抗ソフトテニス大会

少年男子 三好・松本（俊英） 大日方・長澤（長野東） 樋口・宮崎（長野吉田） 岩崎・小宮山（長野東）

少年女子 柳澤・德竹（長野商） 牛澤・小山（長野商） 山川・市川（須坂商） 市川・山岸（須坂東）

一般男子 清水・高見（ウィン長野） 小林(秀)・依田（ウィン長野） 榎本・山本（木曽・豊友）

一般女子 西島・竹内（サブローク） 宮林・阿部（安茂・茶臼） 小林・中村（長野市役所）

シニア男１部 大家・内山（木曽・市役） 轟・上野（東雲クラブ） 中條・熊木（裾花クラブ）

シニア男２部 久保・宮尾（長野百才） 三宮・原(信)　（長野テニス） 原(英）・内山（長野百才）

シニア男３部 矢崎・永坂（長野百才） 宮下・西澤（長野百才） 駒村・小松（長野百才）

少年男子 塩入・中村（長野吉田） 中村・中村（俊　英） 両角・武藤（長野高専） 勝山・齋藤（長野商業）

少年女子 内田・本藤（須　坂） 栁澤・德竹（長野商業） 牛澤・小山（長野商業） 笠原・中津川（高田商業）

一般男子 大口・藤原（安曇野） 小林・高橋（ウィン長野） 内山・塩川（豊友会） 後藤・徳武（中電・ＪＲ東）

一般女子 増田・川村 （信　大） 金井・郷道（千曲・須坂） 中村・稲葉(長野・須坂）

シニア男１部 市川 ・一志（上田・大町） 横森・寺澤（中　電） 中條 ・熊木 （裾花クラブ）

シニア男２部 三宮 ・永坂（長テ・長百才） 吉池・高木（上　田） 久保・宮尾（長野百才）

シニア女１部 西島 ・竹内（サブローク） 　原　・高梨（茶臼山） 太田・松宗（メリーズ）

シニア女２部 菅田・白田（愛球・安茂） 結城・青柳(長愛・女性） 山岡・征矢（岡　谷）

第61回信越ソフトテニス大会

8.18

９・１6

９.8 第61回信越ソフトテニス大会
南長野
運動公園

南長野
運動公園

第56回
長野市ソフトテニス選手権大会

長野
運動公園



月・日 　　　行　　　　事　　　　名 会　　場 種　　　別 第１位 第２位 第３位 第３位

１年男子 松山・石坂（櫻ケ岡中） 大石・山﨑（栁町中） 西澤・沼田（東部中） 塚田・三浦（櫻ケ岡中）

２年男子 前澤・林部（三陽中） 大瀬木・塚田（三陽中） 伊藤・半田（三陽中） 唐澤・柄澤（裾花中）

１年女子 山岸・伯耆原（付属長野） 丸山・照井（三陽中） 関口・宇都宮（栁町中） 宮沢・今井（柳町中）

２年女子 小林・山口（三陽中） 林　・長谷川（北部中） 松葉・有賀（北部中） 名古・小林（東北中）

Ａ　　級 服田光　・　純　（兄弟） 矢下光子・典弘(母子） 榎本英樹・潤也（父子）

Ｂ　　級 秋山公広・大地（父子） 服田洋介・一輝（兄弟） 北沢　進・将人（父子） 石田裕人・絵梨（父娘）

Ｃ　　級 松下幹雄・雄大（父子） 西　正行・光太郎（父子） 竹之内優男・一乃（夫婦） 丸山晃平・椋亮（兄弟）

１年男子 大日方・呉羽（長野東） 岩崎・小宮山（長野俊英） 阪本・太田（長野吉田） 黒岩・伝田（須坂商）

２年男子 三好・松本（長野俊英） 樋口・宮崎（長野吉田） 塩入・中村（長野吉田） 青木・小平（屋　　代）

１年女子 内田・白井（長野俊英） 金井・德竹（長野商） 花岡・岩下（須　坂） 武井・中沢（長野清泉）

２年女子 内田・本藤（須　　坂） 寺久保・栁澤（長野吉田） 飯島・堀内（篠ノ井） 牛澤・柳澤（長野商）

Ａ級男子 小林・高橋（ウィン長野） 今里・清水（ウィン長野） 浦野・菅河　（信　大） 倉嶋（利）・高見（ウィン長野）

Ｂ級男子 内山・松林（豊友・木曽） 的川・松浦（信　大） 更科・竹内（長野テニス） 竹重 ・竹内（長野市役所）

Ａ級女子 西島 ・竹内（サブローク） 　原　 ・小林(茶臼・たけのこ） 木村 ・八木（信　大） 菅田 ・笠嶋（愛球・茶臼）

１０.8

１１.18
第４9回
北信高等学校学年別ソフトテニ
ス     選手権大会

１１ ２３

長野
運動公園

南長野

第31回
長野市ファミリーソフトテニス大会

第60回

南長野
運動公園

10.6
南長野
運動公園

第40回北信中学生
中部地区新人ソフトテニス大会

Ｂ級女子 中村・稲葉（長野市役所） 宮林・山岸（咲楽打ク） 太田・松宗（メリーズ） 土屋・山下(長野市役所)

９０ＭＩＸ 西（加）・三宮（長野テニス） 土屋・阿部（千曲・茶臼） 西（正）・武田（長野テニス）

１２０ＭＩＸ 栁澤・永坂（百才会） 立神・竹村（茶臼・裾花） 近藤・結城（百才・愛球） 青柳・内山（女性テ・長野テ）

小学生男子 木村・和田（長野ＪＳＴＣ） 山本・市村（上田スポ少） 塩沢・　西（長野ＪＳＴＣ） 土倉・堺（長ＪＳＴＣ・あづみの）

小学生女子 前沢・峯村(長野ＪＳＴＣ） 木村・矢沢（長野ＪＳＴＣ） 熊谷・宮沢（下伊那・小布施） 橋詰・小松（上田スポ少）

中学男子 前澤・林部(三陽中） 唐澤・柄澤(裾花中） 宮嵜・永原(北部中） 中山 ・若槻（裾花中）

中学女子 小林・山口(三陽中） 山岸 ・伯耆原（附属） 矢澤・寺島（東北中） 大許・増永（柳町中）

高校男子 塩入・中村　(長野吉田） 小林・新井（長　野） 原　・今溝（長野吉田） 森　・下田（長野日大）

高校女子 内田・本藤（須　坂） 内田・白井（長野俊英） 柳澤・德竹（長野商業） 寺久保・柳澤（長野吉田）

一般男子 中島・牧之瀬（飯　田） 石田・中山（長野） 小林裕・高橋（ウィン・須坂） 石川・三宅（信　大）

一般女子 細川・堀内（松　本） 金井・小山（千　曲） 荒崎・長谷川 （塩尻・伊那）

シニア男１部 関　・小林（千曲・ウィン） 跡部・原　（いこいク） 竹村・上野　（ウィン・東雲）

シニア男２部 久保・原(英)（百才会） 三宮・宮尾（百才会） 市川・知野（上　田）

シニア男３部 西澤・永坂（百才会） 近藤・小松（百才会） 菊池・山嵜（百才会）

シニア女子 西島・竹内（サブローク） 石井・田中（上　田） 原　・小林（茶臼・たけ） 宮林・阿部（安茂・茶臼）

ホワイト
リング

１１.２３
南長野
運動公園

南長野
体育館

第57回
長野市ソフトテニス選手権大会

南長野
運動公園

２・９

第60回
Ａ級・Ｂ級・ミックステニス大会

１１.２３

ホワイト
リング

第14回
長野市選抜インドア大会(中学）

ホワイト
リング

第４１回
長野市インドア大会（シニア）

２.２６

２.1６
第４1回
長野市選抜インドア大会（一
般）

第４１回
長野市選抜インドア大会(高校）
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