
荻澤 岳彦 (大町北) ━━┓2  2┏━━中條 雄介 (長野商業)
 (1)┗━━━┓2  2┏━━━┛(9)

小山 裕二 (上田東) ──┘0 　　┃ 　┃　　 0└──下川 智之 (大町北)
(17)┗━━━┓2  0┌──━┛(21)

菅沼 拓馬 (須坂) ━━┓2 　　│ 　　┃ 　│　　　│　　 0┌──机 秀樹 (茅野)
 (2)┗━──┘0 　　┃ 　│　　 0└──━┓(10)

伊沢 透 (諏訪二葉) ──┘0 　　┃ 　│　　  2┗━━三浦 雅紀 (丸子実業)
(25)┗━━━┓2  1┌──━┓(27)

矢島 雅弘 (長野商業) ━━┓2 　　│ 　　┃ 　│　　　┃　　  2┏━━星 和博 (岡谷工業)
 (3)┗━──┐1 　　│ 　　┃ 　│　　　┃　　 0┌──━┛(11)

横内 俊典 (岡谷工業) ──┘0 　　│ 　　│ 　　┃ 　│　　　┃　　　│　　 0└──遠山 裕 (小諸商業)
(18)┏━──┘0 　　┃ 　│　　 2┗━━━┓(22)

白金 健豪 (蘇南) ━━┓2 　　┃ 　　┃ 　│　　 　┃　　 0┌──安藤 弘和 (松代)
 (4)┗━━━┛2 　　┃ 　│　　  2┗━━━┓(12)

山口 巧 (上田染谷丘) ──┘1 　　┃ 2 ┃ 0 　│　　  2┗━━米久保 智 (松本第一)
(29)┗━━┛─ ━┓(30)

山田 優 (長野商業) ━━┓2 　　│ (31) 　┃　　  2┏━━野竹 信哉 (下諏訪向陽)
 (5)┗━──┐0 　　│ 　┃　　  0┌──━┛(13)

中島 和希 (飯田) ──┘0 　　│ 　　│ 　┃　　 　│　　 0└──有澤 拓弥 (長野商業)
(19)┏━──┐0 　　│ 　┃　　 0┌──━┓(23)

若林 豊和 (大町北) ──┐1 　　┃ 　　│ 　　│ 　┃　　　│　　　┃　　 0┌──関 肇 (上田染谷丘)
 (6)┏━━━┛2 　　│ 　　│ 　┃　　　│　　 2┗━━━┓(14)

宮坂 鉄也 (小諸商業) ━━┛2 　　│ 　　│ 　┃　　　│　　  2┗━━平川 祐也 (大町北)
(26)┏━──┘0  2┗━━━┓(28)

横山 真和 (武蔵工大第二) ━━┓2 　　┃ 　┃　　  2┏━━岡村 勇希 (篠ノ井)
 (7)┗━──┐0 　　┃ 　┃　　 0┌──━┛(15)

岩下 勇樹 (上田西) ──┘0 　　│ 　　┃ 　┃　　　│　　 0└──田中 崇司 (蘇南)
(20)┏━━━┛2  2┗━━━┓(24)

大倉 勇也 (篠ノ井) ──┐0 　　┃ 　┃　　 0┌──三澤 義彦 (伊那北)
 (8)┏━━━┛2  2┗━━━┓(16)

横山 幸祐 (赤穂) ━━┛2  2┗━━中嶋 辰徳 (小諸商業)

藤巻 久愛 (大町) ━━┓2  2┏━━雨宮 智子 (諏訪二葉)
 (1)┗━━━┓2  2┏━━━┛(9)

中村 麻美 (赤穂) ──┘0 　　┃ 　┃　　 0└──荻窪 美奈 (大町北)
(17)┗━━━┓2  1┌──━┛(21)

根津 明恵 (長野日大) ──┐0 　　│ 　　┃ 　│　　　│　　 2┏━━青島 祐子 (上田東)
 (2)┏━──┘0 　　┃ 　│　　 0└──━┛(10)

宮坂 奈実 (小諸商業) ━━┛2 　　┃ 　│　　  1└──古室 彩可 (長野商業)
(25)┗━━━┓2  2┏━━━┓(27)

中田 美穂 (諏訪二葉) ━━┓2 　　│ 　　┃ 　┃　　　┃　　  1┌──村山 葉子 (上田染谷丘)
 (3)┗━──┐0 　　│ 　　┃ 　┃　　　┃　　 0┌──━┓(11)

佐藤 恵莉奈 (上田染谷丘) ──┘0 　　│ 　　│ 　　┃ 　┃　　　┃　　　│　　 2┗━━下澤 彩奈 (赤穂)
(18)┏━──┘0 　　┃ 　┃　　 2┗━━━┓(22)

櫻井 優子 (蘇南) ──┐0 　　┃ 　　┃ 　┃　　 　┃　　 0┌──北村 明由奈 (篠ノ井)
 (4)┏━━━┛2 　　┃ 　┃　　  2┗━━━┓(12)

込山 拡美 (長野商業) ━━┛2 　　┃ 2 ┃ 0 　┃　　  2┗━━勝野 真由美 (蘇南)
(29)┗━━┛─ ━┛(30)

宮城 亜紀 (茅野) ━━┓2 　　│ (31) 　│　　  2┏━━河西 冠奈 (小諸)
 (5)┗━━━┓2 　　│ 　│　　  0┌──━┛(13)

加藤 千鶴 (蘇南) ──┘1 　　┃ 　　│ 　│　　 　│　　 0└──木村 康子 (茅野)
(19)┗━──┐0 　　│ 　│　　 2┏━━━┓(23)

白鳥 嘉奈子 (小諸) ──┐0 　　│ 　　│ 　　│ 　│　　　┃　　　┃　　 0┌──河原田 宏美 (長野皐月)
 (6)┏━──┘0 　　│ 　　│ 　│　　　┃　　 2┗━━━┓(14)

味岡 真由美 (長野商業) ━━┛2 　　│ 　　│ 　│　　　┃　　  2┗━━西澤 佳恋 (松本第一)
(26)┏━──┘0  0└──━┛(28)

上田 有香 (蘇南) ━━┓2 　　┃ 　│　　  0┌──吉田 加恵 (諏訪二葉)
 (7)┗━━━┓2 　　┃ 　│　　 0┌──━┓(15)

阿部 再友美 (中野実業) ──┘0 　　┃ 　　┃ 　│　　　│　　 2┗━━田中 みさ子 (蘇南)
(20)┗━━━┛2  1└──━┓(24)

林 奈積 (諏訪二葉) ──┐0 　　│ 　┃　　 0┌──中村 麻衣 (小諸商業)
 (8)┏━──┘0  2┗━━━┓(16)

小宮山 景子 (上田東) ━━┛2  2┗━━小山 果林 (長野商業)

男子シングルス　試合結果

女子シングルス　試合結果
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