
1位 2位 3位 3位

ＭＫＮ 千曲坂城 佐久ＴＴＣ－Ｂ 佐久ＴＴＣ－Ａ

（武藤・小林・中村雄） （久保・嘉生・深澤） （小松・小相沢・杉山） （大工原・小山・野村）

千曲坂城Ａ 佐久ＴＴＣ－杉山 松本卓友会Ｙ ＭＡＮ

（久保・嘉生・深澤） （大工原・小山・杉山） （田近・野村・岩田） （武藤・青木・中村雄）

千曲＆Ｍ 佐久ＴＴＣ－Ａ 佐久穂クラブ 千曲＆Ｓ

（武藤・嘉生・深澤） （小相沢・大工原・小山） （小川・黒沢・浅川） （久保・青木・新田）

松本卓友会Ａ 佐久ＴＴＣ－風 千曲＆Ｋ 千曲＆Ｍ

（茅野・田近・岩田） （大工原・小山・小野瀬） （久保・小松・青木） （武藤・嘉生・深澤）

松本卓友会Ａ 佐久卓振会 チーム岡谷 和田神林Ａ

（茅野・田近・岩田） （大工原・小山・小相沢） （小松・高山・新田） （永田・上條・倉科）

MFK 群馬さわやかL 佐久卓振会 伊那谷ラージ

（峯村・武藤・嘉生・深澤） （鵜沢・下平・丸山） （小相沢・小山・小林） （小椋・湯沢・小笠原）

鎌田クラブ 和田・神林ラージA 佐久卓振会 MFK

（村上・鎮西・沢谷） （永田・上條・小岩井） （小相沢・小山・大工原・小松） （武藤・久保・嘉生・深澤）

鎌田クラブ 佐久卓振会 千曲＆Ｓｅ-La 堀金クラブ

（村上・鎮西・沢谷） （小山・赤座・武川） （武藤・嘉生・滝澤） （山口・丸山真・丸山行）

60歳 中体千曲 チーム小林 松本愛球会A 堀金卓球クラブ

未満 （黒岩・山本・滝澤） （小林・湯沢・小松） （永田・小岩井・唐沢） （丸山真・丸山行・小島）

60歳 千曲＆佐久 日曜会A

以上 （武藤・嘉生・小松） （鵜沢・吉原・塚田）

ミドル スリーピラー 千曲＆Ｋ 堀金卓球クラブ オレンジ松本Ａ

部門 （湯沢・小松・村上） （滝澤・黒岩・福原） （中山・丸山真・丸山行・小島） （朝倉・谷中・林）

シニア なるとも チーム徳さん なるとも チーム徳さん

部門 （双原・法花堂・永山） （中村・峯村・嘉生） （双原・法花堂・永山） （中村・峯村・嘉生）

中体千曲 タカラ＆中野 オレンジＹＮＳ チームＹＯＩ

（黒岩・山本・滝澤・福原） （高橋・西沢・村松） （谷中・中島・更谷） 山﨑・小田切・井岡）

堀金卓球クラブＡ 古里クラブＡ スリーピラー チーム徳さん

（中山・丸山真・丸山行・小島） （佐藤・塚原・草間） （湯沢・小松・武藤・小林） （中村・峯村・嘉生）

1位 2位 3位 3位

岡谷レディース 佐久ＴＴＣ－Ａ フレッシュ りんどう

（濱幸・渡辺・濱勝） （小林・高橋・布施） （加々見・塩入・猿田） (浅川・和田・清水・丸山）

レディース 飯田ベテラン会 佐久クラブ フレッシュ

（浅川昌・伊藤・浅川恵） （小坂・牧島・篠田・太田） （布施・武井・田島） （加々見・濱・塩入）

レディース チームハママツ 和田愛球会 のぞみクラブ

（清水・浅川・伊藤） （百瀬・濱・丸山） (菊池・森川・津田） (島田・渡辺・黒岩）

レディース 佐久クラブ チームハママツ 佐久ＴＴＣ－火

（清水・浅川・伊藤） （布施・武井・田島） (百瀬・橋爪・濱） (小林・新海・高橋）

レディース 佐久クラブ アルプス・大北 飯伊チームＢ

（清水・浅川・伊藤） （布施・武井・田島） （青木・百瀬・加々見） （小坂・篠田・牧島・太田）

上田＆千曲 SKオレンジ レディース 飯伊ラージA

（小沢・花岡・蓬田） （加々見・塩入・五郎丸・上條） （浅川・黒岩・伊藤） （小坂・牧島・池上）

ハナミズキ レディース 上田＆千曲 たくせん

（大村・高井・倉科） （浅川・黒岩・伊藤文・伊藤恵） （小沢・花岡・蓬田） （勝田・小山・西沢）

南郷クラブ レディース ROKUMON＆千曲 飯伊

（大村・高井・飯村） （浅川・黒岩・伊藤恵） （小沢・花岡・蓬田） （小坂・牧島・池上・吉川）

60歳 ドリーム 千曲埴科 日曜会A 南郷クラブ

未満 （浅川・伊藤文・伊藤恵） （蓬田・西澤・竹森） （大澤・吉田・米望） （飯村・岡村・宮坂・大村）

60歳 オレンジ松本 松本ひまわり 日曜会B 日曜会C

以上 （五郎丸・上條・濱） （上原・伊藤・堤） （前川・高橋・村田） （高橋・安藤・佐藤）

ミドル Ｋ＆ＲＯＫＵＭＯＮ ドリーム 川中島クラブ オレンジ松本

部門 （小林都・小林真・花岡） （浅川・伊藤恵・伊藤文） （丸山・柳澤・黒岩・櫻井） （五郎丸・山本・上條）

シニア 日曜会Ｂ 松本ひまわり スリーライン チーム飯田

部門 （大澤・前川・高橋） （上原・伊藤・猿田） （濱・遠藤・橋爪） （吉川・池上・酒井）

レディース ラズベリー メルクルばら 川中島桃

（浅川・伊藤文・伊藤恵） （北澤・市川・石原） （福本・中村・西沢） （丸山・櫻井・黒岩）

オレンジＨ アルプスクラブ 長野市ママ卓 古里ミックス

（五郎丸・山本・濱） （川腰・青木・花村） （柳澤・飯島・中村） （塚原・野口・岩渕）

（Ｈ23年）

第4回

（Ｈ24年）

第5回

千曲市オープンラージボール大会　過去の記録

一般女子団体

一般男子団体

第1回

（Ｈ21年）

第2回

（Ｈ22年）

（Ｈ21年）

第2回

（Ｈ22年）

第3回

（Ｈ23年）

（Ｈ26年）

第7回

（Ｈ27年）

第8回

（Ｈ28年）

第4回

（Ｈ24年）

第5回

（Ｈ25年）

第6回

第1回

第8回

（Ｈ28年）

第9回

（Ｈ29年）

第9回

（Ｈ25年）

第6回

（Ｈ26年）

第7回

（Ｈ27年）

第3回

第11回

（Ｒ1年）

一般

ベテラン

第10回

（Ｈ30年）

第10回

（Ｈ30年）

第11回

（Ｒ1年）

一般

ベテラン

（Ｈ29年）



1位 2位 3位 3位

裾花クラブ チーム篤 たくせん 佐久・上田

（宮嵜・英田・塚原・鈴木） （小林・村上・沢谷・大村・高井） (竹内・牛沢・小山・西澤）（上村井・小野瀬・花岡・小平）

和田神林ラージB 和田神林ラージA 群馬チーム三味線 山梨なのはな

（赤羽・塩原・倉科・太田） （永田・上條・粟津原・百瀬・高橋） （中山・塩谷・根岸・中田） （矢崎・杉田・内藤・萩原）

佐久せん ののはな 飯伊A 櫻井塾

（小野瀬・岩田・武井・小野瀬） （加々美・原・雨宮・菅沼） （小林・村上・小坂・牧島） （櫻井・日向・春原・近藤）

たくせん 佐久せん しばわんこ 和田神林A

（牛澤・峯村・小山・西澤） （小野瀬・岩田・武井・小野瀬） （伊積・青木・伊積・鈴木） （永田・上條・倉科・高橋）

60歳 たくせん 南箕輪 松本愛球会 YAMABEクラブA

未満 （峯村・岩田・小山・西澤） （下平・藪原・片桐・三石） （稲村・藤沢・百瀬・倉科） （大山・新井・大山・柳澤）

60歳 しおかぜドリーム 甲府クラブ しばわんこ WOTN長野

以上 （轡田・田辺・渡部・與口） （米山・相原・小林・横内） （伊積・青木・伊積・鈴木） （小田切・瀧沢・渡辺・塚原）

ミドル なのはな 佐久卓笑会 南甲富楽 チーム三味線

部門 （加々美・岩田・雨宮・菅沼） （櫻井・武川・新海・近藤） （田村・菊池・望月・一瀬） （中山・小林・坂田・市村・中村）

シニア 日曜会Ｃ しばわんこ 北武ラージ ミニトマト

部門 （吉原・塚田・下山・松井） （伊積・青木・伊積・鈴木） （牧・高森・北澤・武田） （小宮・茂木・佐藤・高橋）

松本愛球会Ａ たくせん 松本愛球会Ｂ リバーストーン

（永田・藤沢・大和・百瀬・高橋） （岩田・西沢・小山・吉江） （中島・菅沢・菅沢・塚田） （吉田・坂本・鶴来・堂本）

佐久卓笑会 南甲富楽 なかよしROKUMON パンドラ

（武川・中山・市村・田島） （田村・菊池・望月・一瀬） （小相沢・赤羽・花岡・丸山） （野澤・徳田・杉浦・発田）

福光卓愛会 大北愛球＆ドリーム 水芭蕉 ＺＩＤＡＩ

（才田・金本・才田・中山） （轡田・前多・吉田・渡部・丸山・青沼） （長南・勝見・林・井口） （木村・菊池・宮原・高橋）

1位 2位 3位 3位

峯村・岩田（たくせん） 武川・原（櫻井塾） 高橋・西澤（タカラTTC) 永田・小岩井（松本愛球会）

黒岩・滝澤（中野体・深澤板金） 高橋・松谷（ホワイト・みらい） 小相沢・赤座（東信木材・佐久TTC) 湯沢・小松（飯田卓・岡谷）

米山・相原（甲府ラージ） 嘉生・小松（都筑SS・佐久TTC) 山口・丸山真（堀金卓球ク） 鵜沢・丸山（TT下平・さわやかL)

伊藤恵・伊藤文（ファン卓・しゅらく） 荒川・田島（佐久TTC・佐久ク） 飯村・岡村（南郷ク・岡田卓ク） 南沢・大久保（須坂卓翔会）

五郎丸・上條（オレンジ松本） 大村・宮坂（南郷ク） 小山・西澤（たくせん） 片桐・三石（南箕輪レディース）

高橋・蓬田（さわやかL・千曲ク） 小林・横内（甲府ラージ） 池上・牧島（あすなろ・伊那谷ラージ） 青木・浅川（アルプス・ファン卓）

斉藤・石川（Twinkle） 小口・佐々木（YAMABEクラブ） 藤沢・百瀬（松本愛球会） 新井・柳澤（YAMABEクラブ）

原・雨宮（山梨卓友会） 加々美・菅沼（山梨卓友会） 塚田・村田（渡良瀬・KSK） 伊積・伊積（IFC)

轡田・渡部（新潟ドリーム） 田辺・與口（しおかぜ柏崎） 前多・丸山（大北愛球） 大沢・大沢（みやまクラブ）

1位 2位 3位 3位

田村・菊池（甲府ク） 村上・湯沢（鎌田・飯田） 小金澤・井澤（佐久穂ク） 西沢・高野（篠ノ井・川中島）

黒岩・嘉生（中野市体協・都筑ＳＳ） 小山・柳澤（ＹＡＭＡＢＥ） 川﨑・山口（佐久穂ク） 丸山行・小島（堀金卓球）

双原・法花堂（なるとも） 佐藤・臼井（桜球ク） 中島・飯塚（鎌田・オレンジ） 横関・岡崎（謙信ク）

望月・一瀬（エール・芙蓉ク） 伊藤恵・伊藤文（ﾌｧﾝ卓球・しゅらく） 児玉・小沢（松本卓友会） 小林都・小林真（ストレイラビッツ）

北澤・武田（須坂レディース） 櫻井・黒岩（川中島ク） 轟・福本（メルクル） 丸山・柳澤（川中島ク）

上原・伊藤（ひまわり） 濱・橋爪（岡谷・上伊那） 工藤・大岩（わかさ） 岩渕・山上（フレンズ）

武川・新海（佐久Ｈ・佐久ＴＴＣ） 岩田・花岡（たくせん・ＲＯＫＵＭＯＮ） 村上・上野（ＴＯＴＯＫＵ） 坂田・中村（須坂金曜会・メルクル）

竹内・雨宮（川中島ク・ＹＮ卓） 塚田・松井（日曜会） 小松・遠藤（ＴＴＣ岡谷・岡谷ﾚﾃﾞｨｰｽ） 茂木・高橋（ミニトマト）

吉原・下山（日曜会） 大沢・大沢（日曜会） 清水・山本（オレンジ松本） 鵜沢・前川（日曜会）

1位 2位 3位 3位

西沢・村松（タカラ・中野市） 藤田・坂田（須坂金曜会） 原山・坂下（島立ク） 田村・菊池（富士川ク）

丸山行・小島（堀金卓球） 湯沢・小松（飯田・岡谷ＴＴＣ） 小林・小田切（ｺﾊﾟﾙ・長野市卓ク） 吉田・坂本（リバーストーン）

山岸・牧（須坂金曜会） 山下・松倉（古里ク） 黒澤・小川（佐久穂ク） 峯村・中村（たくせん・埴科）

宮原・高橋（ドリーム・ＺＩＤＡＩ） 伊藤恵・伊藤文（ファン卓・しゅらく） 堂本・鶴来（かがやき） 飯村・宮坂（南郷ク）

小山・西沢（たくせん） 柳澤・飯島（長野市ママ卓） 宮坂・飯島（ＴＲＣ） 橋本・花岡（TOTOKU・ROKUMON）

五郎丸・山本（オレンジ松本） 高橋・藤本（須坂レディース） 猿田・浅川（ﾌｧﾝ卓球） 小宮山・轟（メルクル）

藤沢・百瀬（松本愛球会） 菅沢・菅沢（松本愛球会） 武川・田島（佐久Ｈ・佐久ク） 中島・塚田（松本愛球・ﾌｧﾝ卓球）

山本・大村（中野体・南郷） 下平・片桐（南箕輪） 伊積・伊積（ＩＦＣ） 才田・才田（福光卓愛会）

轡田・渡部（ドリーム） 前多・丸山（大北愛球） 内川・浅川（丸の内卓球） 金本・中山（福光卓愛会）

山﨑（柏崎ドリーム） 西沢（サウス長野） 赤羽（オレンジ松本） 更谷（南郷クラブ）

小相沢（ROKUMON） 長南（水芭蕉） 稲垣（ダイナクラブ） 猿田（堀金卓球）

林（ダンディライオン） 丸山（塩尻レディース） 蓬田（千曲クラブ） 青沼（大北愛球）

井口（ダンディライオン） 濱（岡谷レディース） 稲垣（ダイナクラブ） 青木（アルプスクラブ）

男女混合団体

第5回

（Ｈ29年）

第8回

（Ｈ28年）

第9回

（Ｈ25年）

第6回

（Ｈ26年）

第7回

（Ｈ27年）

男子Ｄ（一般の部）

男子Ｄ（ミドル部門）

男子Ｄ（シニア部門）

女子Ｄ（一般の部）

第10回

（Ｈ30年）

個人戦ダブルス（H30年）

一般

ミドル

ベテラン

第11回

（Ｒ1年）

混合130歳以上

男子110歳未満

男子110～130歳

男子130歳以上

女子110歳未満

個人戦ダブルス（H29年）

女子110～130歳

女子130歳以上

混合110歳未満

混合110～130歳

個人戦（Ｒ1年）

男子Ｄ（一般の部）

男子Ｄ（ミドル部門）

男子Ｄ（ベテラン部門）

女子Ｄ（ミドル部門）

女子Ｄ（シニア部門）

混合Ｄ（一般の部）

混合Ｄ（ミドル部門）

混合Ｄ（シニア部門）

混合Ｄ（ベテラン部門）

男子Ｓ（一般の部）

男子Ｓ（ベテラン部門）

女子Ｓ（一般の部）

女子Ｓ（ベテラン部門）

女子Ｄ（一般の部）

女子Ｄ（ミドル部門）

女子Ｄ（ベテラン部門）

混合Ｄ（一般の部）

混合Ｄ（ミドル部門）


