
男子シングルス

※各リーグ１位がトーナメントへ、１位～２位までが県大会に出場

L 番 氏名 学校名 順 L 番 氏名 学校名 順

1 佐藤　海翔Ⅲ 浅間中 33 山井　智貴② 上田

2 木内　健人② 野沢北 34 橋詰　涼人② 上田東

3 河原　弘季② 上田西 35 手塚　和樂② 上田千曲

4 　 　 36 　 　
1-1 1-5

5 丸山　大輝① 上田千曲 37 小須田海斗② 岩村田

6 櫻井慎之介① 佐久平総合技術 38 工藤　亮空② 丸子修学館

7 木藤　大河① 岩村田 39 齋藤　和樹② 佐久平総合技術

8 川﨑　友吾① 上田 40 今井　琉翔① 野沢南
2-1 2-3

9 岸和田谷友人①岩村田 41 藤巻　由那② 野沢北

10 深町　光稀① 丸子修学館 42 小林　貴哉② 小諸

11 大塚　　颯① 上田染谷丘 43 秋山　幸太② 野沢南

12 古畑　悠汰② 佐久平総合技術 44 井出　翔太② 佐久平総合技術

1-2 1-6

13 沢田　聖那② 小諸商業 45 根本　　瞬① 上田西

14 中村　唯人② 上田 46 畠山　哉翔① 小諸商業

15 小林　弘嵩② 上田東 47 井出　啓太① 上田染谷丘

16 中澤　太成② 野沢南 48 小澤　瑠空① 佐久平総合技術

3-1 3-2

17 須田　大雅Ⅲ 佐久穂中 49 小宮山俊一② 小諸商業

18 丸山　紘人① 上田 50 長澤　佳輝② 岩村田

19 高野　魁輝① 上田千曲 51 後藤　僚介① 上田

20 　 　 52 森泉　航太① 野沢南
1-3 1-7

21 磯部　琳平② 佐久平総合技術 53 神林　京弥② 上田染谷丘

22 坂口　勇斗① 丸子修学館 54 飯島　莉玖① 佐久長聖

23 中澤　和也① 岩村田 55 栁澤　大暉② 上田千曲

24 渡辺　達也② 上田東 56 柏木　銀太① 佐久平総合技術

2-2 2-4

25 保科　大地① 小諸商業 57 藤澤　良太② 野沢北

26 北村　達也① 佐久平総合技術 58 上原　聖音② 佐久平総合技術

27 井出　　翼② 上田千曲 59 宮入　　健② 上田東

28 丑澤　太一① 上田染谷丘 60 依田　健介① 丸子修学館
1-4 1-8

29 町田　光平② 野沢北 61 小松　敏輝Ⅲ 佐久穂中

30 中島　知哉② 野沢南 62 北澤　隆起① 上田千曲

31 高橋　弦大① 小諸 63 土屋　陽平② 岩村田

32 　 　 64 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

３位決定

５位決定
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L 番 氏名 学校名 順 L 番 氏名 学校名 順

65 太田光乃佑① 上田東 97 北原　大哉② 佐久平総合技術

66 遠藤叶祈人① 小諸商業 98 遠山　玲雄① 岩村田

67 馬場祐太朗① 上田 99 細野　礼騎① 上田西

68 　 　 100 　 　
1-9 1-13

69 井出　直希② 佐久平総合技術 101 山岸　達武② 上田

70 小林　大河② 上田千曲 102 瀧田　陸斗① 丸子修学館

71 小泉　颯洋① 小諸 103 清水　裕介② 上田千曲

72 森田　恭伍② 野沢南 104 佐藤　周平① 野沢南
2-5 2-7

73 宮島　輝朗① 上田染谷丘 105 大塚　慎吾① 小諸商業

74 竹内龍之介② 野沢北 106 平林　冴京① 佐久平総合技術

75 荻原　　成① 佐久平総合技術 107 浅川　　聖② 野沢北

76 横井　陸人① 丸子修学館 108 道谷　識史② 上田東
1-10 1-14

77 齊藤　拓海② 岩村田 109 神田　唯杏① 上田千曲

78 嶋田　琉希① 佐久平総合技術 110 木村　海斗② 岩村田

79 今井　隼人① 野沢南 111 中川　結翔② 上田染谷丘

80 長岡　敏哉② 上田千曲 112 　 　
3-3 3-4

81 山田　琉生① 上田西 113 松崎　涼真① 小諸商業

82 関　　優斗② 上田 114 遠藤　拓海② 上田千曲

83 中山　琉生① 丸子修学館 115 関　　雅人② 上田東

84 　 　 116 萩原　陽生② 佐久平総合技術

1-11 1-15

85 美齊津伸広② 野沢北 117 有坂　歩夢② 野沢北

86 小林駿太郎① 上田染谷丘 118 井出　陽人② 岩村田

87 阿部　修斗① 佐久平総合技術 119 樫山　友希② 野沢南

88 石田　紘基① 岩村田 120 篠原　悠汰① 丸子修学館

2-6 2-8

89 関　　一輝② 野沢南 121 佐藤　裕基② 上田染谷丘

90 荻原　豪仁① 上田千曲 122 中村　駿太② 上田千曲

91 合原　瑞貴② 上田染谷丘 123 宮澤　侑也Ⅰ 小海中

92 佐藤　侑希② 佐久平総合技術 124 小平　北斗① 佐久平総合技術

1-12 1-16

93 岡松　希星② 小諸商業 125 箱山　　楓② 上田西

94 白石　逸奎② 上田東 126 高津慎太郎① 上田

95 松田　侑大① 佐久長聖 127 尾沼　俊哉① 上田東

96 　 　 128 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

5-8決2

７位決定
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5-8決1
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17 25


