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49 第1回 秋 富士通長野 篠ノ井高校 山浦清志（富士通長野） 春原節子（戸倉体協）

第2回 春 戸倉体協 戸倉体協 高松豊明（戸倉体協） 春原節子（戸倉体協）

第3回 秋 富士通長野 更埴体協 一色幸雄（富士通長野） 宮尾節子（長野西）

51 第4回 秋 更埴体協 専売公社上田 一色幸雄（富士通長野） 内川幸子（専売公社上田）

第5回 春 鳩クラブ 望月中学 鈴木精一（須坂高校教） 中村香代（戸倉体協）

第6回 秋 鳩クラブ 更級農業高校 鈴木精一（須坂高校教） 篠原八重子（更級農業高校）

第7回 春 鳩クラブ 望月中学 鈴木精一（須坂高校教） 林　芳子（望月中学）

第8回 秋 更埴体協 更埴体協 筒前光雄（富士通須坂） 北村富美子(更埴体協)

第9回 春 鳩クラブ 富士通須坂 鈴木精一（須坂高校教） 森下明美(富士通須坂）

第10回 秋 オルガン針 長野ママさん卓球クラブ 鈴木精一（須坂高校教） 高村真弓(富士通須坂）

第11回 春 鳩クラブ 望月高校 鈴木精一（須坂高校教） 小林寿子(望月高校）

第12回 秋 富士通須坂 須坂クラブ 鈴木精一（須坂高校教） 小林寿子(望月高校）

第13回 春 長野卓球センター 富士通須坂 鈴木精一（須坂高校教） 小林寿子(富士通須坂）

第14回 秋 長野卓球センター 富士通須坂 鈴木精一（須坂高校教） 古籏重子(富士通須坂）

第15回 春 上田スター商会 望月高校 大島勝義（上田スター商会）小林寿子(富士通須坂）

第16回 秋 鈴木クラブ 富士通須坂 鈴木精一（坂城高校教） 小林寿子(富士通須坂）

第17回 春 鈴木クラブ 望月高校 原　　孝（須坂高校教） 小林幸子(望月高校）

第18回 秋 上田スター商会 望月高校 鈴木精一（坂城高校教） 小林幸子(望月高校）

第19回 春 鈴木クラブ 富士通須坂 森山朋之（飯山クラブ） 竹花里恵(望月高校)

第20回 秋 小山クラブ 富士通須坂 武藤　勇（上田スター商会）小林幸子(富士通須坂）

第21回 春 鈴木クラブ 富士通須坂 鈴木精一（坂城高校教） 原美佐子(富士通須坂）

第22回 秋 武藤クラブ 富士通須坂 鈴木精一（坂城高校教） 小林幸子(富士通須坂）

第23回 春 鈴木クラブ 富士通須坂 鈴木精一（坂城高校教） 小林幸子(富士通須坂）

第24回 秋 武藤クラブ 富士通須坂 武藤　勇（上田スター商会）原美佐子(富士通須坂）

第25回 春 富士通長野 富士通須坂 鈴木精一（坂城高校教） 小林幸子(富士通須坂）

第26回 秋 小諸体協 卓翠会 武藤　勇（上田スター商会）小林幸子(上田スター商会）

第27回 春 小諸体協 フォーカス 宮沢　輝（飯山クラブ） 湯本まゆ美(長野卓球センター）

第28回 秋 長野卓球センター 富士通須坂 鈴木精一（坂城高校教） 佐野江里子(須坂商業高校)

第29回 春 武藤スポーツ 富士通須坂 筒前光雄（富士通須坂） 三石久江(富士通須坂）

第30回 秋 たくせん 富士通須坂 尾井政夫（信州大学） 峯村祐子(卓愛会）

第31回 春 ムトウスポーツ 岡谷青卓会 古川　司（エコーバレー）峯村祐子(卓愛会）

第32回 秋 ムトウスポーツ 富士通須坂 尾井政夫（信州大学） 三石久江(富士通須坂）

第33回 春 ムトウスポーツ 須坂商業高校 武藤　勇（ムトウスポーツ）甘利美咲(小諸商業高校)

第34回 秋 ムトウ丸木 富士通須坂 森山直明（飯山市役所） 西沢まゆ美（たくせん）

第35回 春 新宿卓翠会 卓愛会 佐藤至宏（新宿卓翠会） 西沢まゆ美（たくせん）

第36回 秋 岡谷青卓会 富士通須坂 小林康雄（富士通須坂） 小林由美(富士通須坂）

第37回 春 富士通須坂 富士通須坂 山本幸夫（富士通須坂） 塚田妙子(富士通須坂）

第38回 秋 飯山クラブ 卓愛会 出田秀人（新宿卓翠会） 塚田妙子(富士通須坂）

第39回 春 新宿卓愛会 四谷卓翠会 出田秀人（新宿卓翠会） 米盛真由実(卓愛会）

第40回 秋 東信高校選抜 卓愛会 出田秀人（新宿卓翠会） 美斉津志津子（たくせん）

第41回 春 新宿卓翠会 たくせん 出田秀人（新宿卓翠会） 峯村祐子(卓愛会）

第42回 秋 富士通須坂 富士通須坂 山本幸夫（富士通須坂） 美斉津志津子（たくせん）

第43回 春 東京卓翠会 新宿卓翠会 飯塚晃章（東京卓翠会） 王　娜(長野女子高)

第44回 秋 東京卓翠会 M.S.K 今村文晃（たくせん） 王　娜(長野女子高)

第45回 春 東京卓翠会 新宿卓翠会 海津敬二（新宿卓翠会） 王　娜(長野女子高)

第46回 秋 富士通須坂 富士通須坂 山本幸夫（富士通須坂） 王　娜(長野女子高)

第47回 春 新宿卓翠会 新宿卓翠会 田中千春（富士通須坂） 王　娜(長野女子高)

第48回 秋 富士通須坂 たくせん 田中千春（富士通須坂） 塚田妙子(富士通須坂）

第49回 春 新宿卓翠会 新宿卓翠会 田中千春（富士通須坂） 南沢重子(富士通須坂）

第50回 秋 富士通須坂 富士通須坂 今村文晃（たくせん） 南沢重子(富士通須坂）

12 第51回 秋 大森クラブ たくせん 山本幸夫（富士通須坂） 高沢宏佳（たくせん）

第52回 春 富士通須坂 小諸商業 鈴木精一（屋代高校教） 塚田妙子(富士通須坂）

第53回 秋 たくせん たくせん 小林健一（たくせん） 西沢まゆ美（たくせん）

第54回 春 教職員チーム 富士通須坂 佐藤拓哉（望月高校教） 黄木友美(富士通須坂）

第55回 秋 ムトウスポーツ たくせん 宮坂伸勝（岡谷市役所） 米望亜利紗（ｽﾉｰﾄﾞﾛｯﾌﾟ）

第56回 春 たくせんB 卓翔会 宮坂伸勝（岡谷市役所） 尚　薇(ムトウＳＰ)

第57回 秋 信濃愛球会 ムトウＳＰ 有賀良介（ﾁｰﾑｻﾄｳ） 尚　薇(ムトウＳＰ)
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第58回 春 岡谷市役所 須坂卓翔会 高橋良治（卓愛会） 峯村祐子　(卓愛会）

第59回 秋 岡谷市役所 長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ 佐藤拓哉（TSTｸﾗﾌﾞ） 高木　瞳（長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ）

第60回 春 ＴＳＴクラブ たくせん 山本幸夫（中野市体協） 大久保裕子（松代病院）

第61回 秋 信濃愛球会 佐久総合病院 武川明光（佐久総合病院）峯村祐子(卓愛会）

第62回 春 ＴＳＴクラブ 須坂卓翔会 佐藤拓哉（屋代南高校教）南沢重子(須坂卓翔会）

第63回 秋 岡谷市役所 球’Z 林　　泉（冠雲クラブ） 中澤恵利華（小諸商業）

第64回 春 ＴＳＴクラブ 須坂卓翔会 武川明光（佐久総合病院）小山さき(相森中学校)

第65回 秋 ＴＳＣ 相森中学ＯＧ 黒岩武志（ここからクラブ） 南沢重子(須坂卓翔会）

第66回 春 ＴＳＴクラブ 堀金ＪＴＣ　Ａ 黒岩武志（ここからクラブ）秋山育美（平野卓研）

第67回 秋 ＴＳＴクラブ 長商ＯＢ 小椋浩樹（佐久総合病院）峯村祐子(卓愛会）

第68回 春 ＴＳＴクラブ 須坂卓翔会 峯村卓志（球’ｚ） 平野美宇（ﾐｷﾊｳｽJSC山梨）

第69回 秋 ここからクラブ たくせん 武川明光（佐久総合病院）竹前裕美子（須坂あずまTTC）

第70回 春 岡谷市役所　Ｂ ｅハウスＪＰＣ 山本幸夫（中野市体協） 平野美宇（ﾐｷﾊｳｽJSC山梨）

第71回 秋 松本市役所クラブ たくせん 武川明光（佐久総合病院）小澤恵子（大森クラブ）

第72回 春 長野ラージヒルズ たくせん 高木和法（長野ﾗｰｼﾞﾋﾙｽﾞ） 竹前裕美子（須坂東中学）

第73回 秋 ＴＳＴクラブ 須坂あづまTTC 滝澤拓真（長野商業高校） 竹前裕美子（須坂東中学）

第74回 春 ＴＳＴクラブ 須坂高校 大矢健一（篠ノ井クラブ） 穂刈さくら（墨坂中学）

第75回 秋 鎌田クラブ 長野松代総合病院 湯本　晃（たくせん） 佐藤未羽（須坂商業高校）

第76回 春 長野商業高校Ａ 長野松代総合病院 高橋大悟（長野商業高校） 大塚奈津子（たくせん）

第77回 秋 Freedom 長野松代総合病院 小林湖希（チームＡ） 渡辺真奈（長野商業高校）

第78回 春 長野商業高校Ａ 須坂商業高校Ａ 湯本　晃（長野俊英高教） 道端真乃（信州大学）

第79回 秋 長野商業高校Ａ 長野商業高校Ａ 湯本　晃（長野俊英高教） 道端真乃（信州大学）

第80回 春 佐久総合病院 長野商業高校Ａ 小松拓也（駒ヶ根クラブ） 鎌倉由佳（長野商業高校）

第81回 秋 中野市体協Ａ ＭＧＳＰ 金井祐樹（東部クラブ） 片桐亜矢（日本女子体育大学）

第82回 春 中野市体協Ａ 長野松代総合病院Ａ 金井祐樹（東部クラブ） 浅海文香（東部クラブ）

第83回 秋 佐久総合病院 長野松代総合病院 金井祐樹（東部クラブ） 伊藤美咲（たくせん）

第84回 春 チームタカラ 長野松代総合病院 高橋将知（タカラＴＴＣ） 塚田桜姫（若穂ｼﾞｭﾆｱ）

第85回 秋 タカラＴＴＣ チーム・アンジェリカ 高橋将知（タカラＴＴＣ） 塚田桜姫（若穂ｼﾞｭﾆｱ）

第86回 春 長野松代総合病院 信濃の国 湯本　晃（たくせん） 北村麦歩（墨坂中学校）

第87回 秋 東部クラブ ＪＵＰＩＣ　Ａ 山崎　啓（長野工業高校） 村瀬　晶子（信州大学）

第88回 春 佐久総合病院 中野市体協Ａ 三澤和弥（長野松代総合病院） 塚田桜姫（信濃の国）

第89回 秋 長野松代総合病院 信州大学 桜井颯良（桜井塾） 塚田桜姫（信濃の国）
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