
成年の部 （最近の記録より）

年度 男子シングルス 男子ダブルス 女子シングルス 女子ダブルス
47 伊藤　隆 伊藤　尚臣・阿江　伸育 小笠原　八重子 北沢　恵子・林　美智子

（松本市役所） （伊那クラブ・長野クラブ） （松本市役所） （精工舎）
48 伊藤　尚臣 伊藤　尚臣・下島　修 片桐　さとみ 北沢　恵子・林　美智子

（三協） （伊那ククラブ） （オリンパス） （精工舎）
49 福永　保人 松本　良洋・松田　和人 片桐　さとみ 片桐　さとみ・下平　みはる

（精工舎） （信州大学ＯＢ） （伊那クラブ） （伊那クラブ）
50 下島　修 松本　良洋・桑原　由利 片桐　さとみ 片桐　さとみ・下平　みはる

（駒ヶ根市役所） （佐久病院・出光） （伊那クラブ） （伊那クラブ）
51 小林　敏一 石川　澄夫・佐野　修一 大久保　梢 北沢　仁子・小山　洋子

（富士通） （更埴体協） （永明小） （富士通長野）
52 福永　保人 佐野　修一・内山　稔万 片桐　さとみ 林　美智子・大久保　梢

（精工舎） （更埴クラブ） （オリンパス） （精工舎・永明小）
53 小松　茂樹 下島　修・小林　敏一 有賀　美恵子 山岸　秀代・山崎　美代子

（八十二銀行） （駒ヶ根市役所・富士通長野） （岡谷西部中教） （富士通長野）
54 関谷　弘一 降旗 克己・奥原 祐二 山田　三奈子 山岸　秀代・山崎　美代子

（富士通長野） （ゼネラル・大町北クラブ） （長野市役所） （富士通長野）
55 関谷　弘一 降旗 克己・奥原 祐二 山岸　秀代 山田　三奈子・二ッ柳　真理

（富士通長野） （ゼネラル・日産プリンス松本） （富士通長野） （長野市役所・長野クラブ）
56 山本　秀一 降旗 克己・奥原 祐二 山田　三奈子 山田　三奈子・二ッ柳　真理

（新光電気） （GEエアコン豊科・日産プリンス松本） （東海美装） （長野クラブ）
57 降旗　克己 降旗 克己・奥原 祐二 二ッ柳 真理 山崎　美代子・久保　美智恵

（日産プリンス） （日産プリンス） （北星興産） （富士通長野）
58 川島　雅幸 降旗 克己・奥原 祐二 小池　わかば 小池　わかば・柳沢　とし子

（新光電気） （日産プリンス・シバウラ） （白羽会） （白羽会）
59 川島　雅幸 川島　雅幸・島田　直樹 二ッ柳 真理 山岸　ゆみ子・二ッ柳　真理

（新光電気） （新光電気・東芝） （北星興産） （飯島小教・北星興産）
60 酒井　正彦 降旗 克己・奥原 祐二 古畑　明美 井口　千緒理・柳沢　とし子

（富士通長野） （日産プリンス・シバウラ） （セイコーエプソン） （白羽会）
61 増田　昭 降旗 克己・奥原 祐二 東山　純子 古畑　明美・山岸　ゆみ子

（ヤナ電装） （日産プリンス・シバウラ） （富士通長野） （セイコーエプソン・塩尻西小教）

62 鎌田　正幸 降旗 克己・奥原 祐二 高山　卓子 斉藤　章子・下村　千穂美
（富士通長野） （日産プリンス・シバウラ） （富士通長野） （信更中教・常盤小教）

63 鎌田　正幸 降旗 克己・奥原 祐二 高山　卓子 斉藤　章子・下村　千穂美
（富士通長野） （日産プリンス・シバウラ） （富士通長野） （さつきクラブ）

元 鎌田 正幸 降旗 克己・奥原 祐二 高山 卓子 滝沢 政子・加藤 順子
（富士通長野） （日産プリンス・シバウラ） （富士通長野） （富士通長野）

2 鎌田 正幸 降旗 克己・奥原 祐二 高山 卓子 滝沢 政子・加藤 順子
（富士通長野） （日産プリンス・シバウラ） （富士通長野） （富士通長野）

3 下平 研二 羽田 敏勝・増田 昭 北沢 美佳 高山 卓子・藤村 明美
（松本筑摩高教員） （セイコーエプソン・ヤナ電装北沢） （富士通長野） （富士通長野）

4 鎌田 正幸 降旗 克己・奥原 祐二 横山 祥子 高山 卓子・横山 祥子
（富士通長野） （日産プリンス・シバウラ） （富士通長野） （富士通長野）

5 鎌田 正幸 奥原 祐二・下平 研二 北沢 美佳 加藤 順子・高山 卓子
（富士通長野） （シバウラ・塩尻体協） （富士通長野） （富士通長野）

6 鎌田 正幸 奥原 祐二・下平 研二 二ッ柳 真理 二ッ柳 真理・高山 卓子
（富士通長野） （シバウラ・塩尻体協） （さつきクラブ） （さつきクラブ・富士通長野）

7 下平 研二 丸山 隆・丸山 和宏 二ッ柳 真理 降旗 小百合・塩原 幸江
（塩尻体協） （富士通長野） （さつきクラブ） （ＷＤＢ）

8 下平 研二 常田 洋行・小林 功一 加藤 亜紀子 北沢 美佳・横山 祥子
（塩尻体協） （サクセス） （信州大学） （富士通長野）

9 下平 研二 奥原 祐二・下平 研二 加藤 亜紀子 二ッ柳 真理・高山 卓子
（木曽山林高教員） （シバウラ・木曽山林高教員） （信州大学） （アムス・富士通長野）

10 清水 潔 竹内 徳喜・百田 敏也 黒河内 恵子 小口 由香里・小出 浩子
（シバウラ） （長商クラブ） （駒ヶ根体協） （塩尻体協）

11 岩垂 潤 土屋 渡・五味 昭一 坂田 祥江 坂田 祥江・黒河内 恵子
（イムラー） （シバウラ） （飯田女子短大） （飯田女子短大・駒ヶ根体協）

12 吉野 泰正 小宮山 聖文・沼尻 英樹 曽根 里美 黒河内 恵子・沢島 るみ
（シバウラ） （フリー） （信州大） （駒ヶ根体協・カザインターナショナル）

13 岩垂 潤 土屋 渡・五味 昭一 曽根 里美 降旗 小百合・北沢 真奈美
（塩尻体協） （シバウラ） （光の園） （松本市役所・大町しらかば）

14 山﨑 広一 岩垂 潤・吉野 泰正 黒河内 恵子 北沢 真奈美・曽根 里美
（高山村役場） （塩尻体協・シバウラ） （駒ヶ根体協） （大町北クラブ・信大OG会）

15 山﨑 広一 山﨑 広一・中村 祐介 布目 沙矢香 戸城 千明・黒河内 恵子
（高山体協） （高山体協・信陽食品） （長商OB） （スポーツショップ日新・駒ヶ根体協）

16 山﨑 広一 山﨑 広一・中村 祐介 布目 沙矢香 戸城 千明・布目 沙矢香
（臥龍会） （臥龍会） （長商OB） （スポーツショップ日新・長商OB）

17 小町谷 輝 小町谷 輝・伊東 健治 布目 沙矢香 布目 沙矢香･味岡 真由美
（駒ヶ根市） (駒ヶ根市) （住友信託銀行） （住友信託銀行・東京女子体大）

18 小町谷 輝 小町谷 輝・瀧澤 忍 布目 沙矢香 荻原 直子・黒河内 恵子
（駒ヶ根市） (駒ヶ根市/長野市) （住友信託銀行） （ラブオール・フェニックス）

19 小町谷 輝 小町谷 輝・瀧澤 忍 柳澤 真理 荻原 直子・黒河内 恵子
（駒ヶ根市） (駒ヶ根市/ヨネックス) （立命館大学） （信陽食品ク・フェニックス）

20 竹内 慶太郎 山﨑 広一・小山 智之 柳澤 真理 布目 沙矢香･勝野 真由美
（日本大学） （信陽食品クラブ） （立命館大学） （住友信託銀行・共和病院）

21 小山 智之 瀧澤 忍・矢神 謙介 柳澤 真理 谷坂 優花・柳澤 真理
（信陽食品クラブ） （ヨネックス・日本大学） （立命館大学） （フェニックス・立命館大学）
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少年の部 （最近の記録より）

年度 男子シングルス 男子ダブルス 女子シングルス 女子ダブルス
47

48

49

50

51

52

53 奥原　祐二 川島　雅幸・奥原　祐二 広田　由美子 広田　由美子・山田　三奈子
（大町北） （長野東・大町北） （長野東） （長野東・中野）

54 柄沢　幸一 柄沢　幸一・山浦　賢一 岡村　法子 岡村　法子・二ッ柳　真理
（長野中央） （長野中央） （長野文化） （長野文化）

55 横田　忠司 伊藤　善彦・酒井　一博 池田　美津枝 脇田　真由美・巣山　真澄
（中野） （更級農） （中野） （木曽西）

56 丸山　隆 松木　修二・湯本　修 小林　千鶴 川上　さゆり・中沢　静江
（須坂東） （中野） （伊那弥生） （諏訪二葉）

57 鎌田　正幸 鎌田　正幸・中沢　俊一 吉岡　かおる 吉岡　かおる・島田　加代子
（更級農） （更級農） （更級農） （更級農）

58 酒井　正彦 酒井　正彦・柳沢　隆幸 東山　純子 池上　康子・矢崎　雅子
（長野商業） （長野商業） （須坂東） （諏訪二葉）

59 小出　幸治 黒須　勇児・座光寺　俊二 高山　卓子 岩波　和子・中沢　園美
（坂城） （塩尻） （大町北） （諏訪二葉）

60 田中　真朝人 丸山　宏・加藤　崇 大沢　勝美 内山　克子・中條　節子
（中野実） （塩尻） （望月） （大町北）

61 佐藤　忠裕 佐藤　忠裕・宮島　康弘 武藤　明子 杉村　美保・森　裕美
（更級農） （更級農） （松本蟻ヶ崎） （諏訪二葉）

62 上原　克士 戸谷　正人・荻原　幸司 山本　法子 武藤　明子・米窪　久美子
（松代） （中野実） （長野西） （松本蟻ヶ崎）

63 山崎　豊 清沢　俊樹・平林　康成 小古井　啓美 山本　法子・須田　典子
（中野実） （伊那北） （須坂） （長野西）

元 丸山 和宏 上田 英司・大日方 優次 小古井 啓美 山下 理・白沢 美穂子
（中野実業） （松代） （須坂） （長野日大）

2 小坂 崇 矢沢 哲也・中島 陵 北沢 美佳 藤村 明美・北沢 美佳
（岡谷工業） （飯田） （田川） （田川）

3 常田 洋行 常田 洋行・小林 功一 横山 祥子 太田 詩子・富岡 美幸
（松代） （松代） （田川） （中野実業）

4 関 健 小島 淳・駒津 吉臣 今井 里香 森田 亜紀・野俣 香織
（中野実業） （中野実業） （長野商業） （松代）

5 関 健 関 健・岩下 士郎 湯藤 静香 湯藤 静香・横平
（中野実業） （中野実業） （木曽） （木曽）

6 本道 由幸 小山 眞・岩垂 潤 藤沢 亜希子 藤沢 亜希子・今井 明美
（松代） （岡谷工業） （松代） （松代）

7 平間 和富 平間 和富・竹内 潤 和田 恵美 和田 恵美・大池 いずみ
（中野実業） （中野実業） （中野実業） （中野実業）

8 関 巧 今井 真・中野 智之 大池 いずみ 西澤 佳美・松村 美夢
（中野実業） （岡谷工業） （中野実業） （長野南）

9 達家 大輔 今井 貴幸・芳川 安宏 竹内 由香里 春原 陽子・大森 沙織
（中野実業） （長野商業） （長野商業） （上田東）

10 金井 真介 金井 真介・西 俊紀 平出 千夏 小池 美加・祢津 由希子
（長野商業） （長野商業） （岡谷工業） （長野商業）

11 神村 大 大日野 広和・小澤 賢司 萩原 直子 萩原 直子・布目 沙矢香
（長野商業） （松代） （長野商業） （長野商業）

12 神村 大 神村 大・吉原 光一 塩原 美菜子 布目 沙矢香・塩原 美菜子
（長野商業） （長野商業） （長野商業） （長野商業）

13 吉原 光一 吉原 光一・中村 祐介 小山 明子 小山 明子・家塚 揺子
（長野商業） （長野商業） （長野商業） （長野商業）

14 小山 千尋 椎名 勇太・中山 譲二 高山 仁美 高山 仁美・若林 香織
（長野商業） （岡谷工業） （長野西） （長野西・長野商業）

15 荻澤 岳彦 平川 祐也･宮澤 元紀 藤巻 久愛 小山 果林･込山 拡美
（大町北） （大町北） （大町） （長野商業）

16 中嶋　辰徳 小平 徹也・中嶋 辰徳 藤巻 久愛 味岡 真由美･古室 彩可
（小諸商業） （小諸商業） （大町） （長野商業）

17 中嶋　辰徳 小平 徹也・中嶋 辰徳 片井 玲来 加藤 千鶴・櫻井 優子
（小諸商業） （小諸商業） （須坂） （蘇南）

18 矢神 謙介 田崎 一真・矢神 謙介 二ツ栁 彩耶 足立 由衣・二ツ栁 彩耶
（長野商業） （長野商業） （文大長野） （文大長野）

19 藤巻 嵩寛 藤巻 嵩寛・杉本 陽祐 鈴木 歩望 鈴木 歩望・田口 紗衣
(大町北) (大町北) (蘇南) (蘇南)

20 藤巻 嵩寛 藤巻 嵩寛・濵 彰吾 鈴木 歩望 鈴木 歩望・太田 百香
(大町北) (大町北) (蘇南) (蘇南)
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