
混合ダブルス 大和真吾・岡村由紀子 (松本市役所）

一般男子ダブルス 鎮西直人・三宅博章 (鎌田クラブ）

一般女子ダブルス 棚田裕美・大西友紀 (松商学園高）

ラージボール男子ダブルス 茅野信彦・岩田大志 (松本卓友会・信州大学職員）

ラージボール女子ダブルス 高橋和美・小林栄子 (佐久ＴＴＣ）

一般男子シングルス 内山　大輔 (松商学園）

一般女子シングルス 棚田裕美 (松商学園高）

ラージボール45歳未満男子シングルス 岩田大志 (信州大学職員）

ラージボール45歳以上男子シングルス 米山富士雄 (甲府クラブ）

ラージボール45歳未満女子シングルス 高橋和美 (佐久ＴＴＣ）

ラージボール45歳以上女子シングルス 牧島かねよ (飯田ベテラン会）

混合ダブルス 松川敏也・土屋沙織 (鎌田クラブ・ファン卓球クラブ)

一般男子ダブルス 井上直紀・大和真吾 (松本市役所クラブ)

一般女子ダブルス 岡村由紀子・浅川恵梨 (松本市役所クラブ)

ラージボール男子ダブルス 大工原真一・小野瀬和男 (佐久ＴＴＣ)

ラージボール女子ダブルス 丸山悦子・濱勝代 (大北愛球・岡谷レディース)

一般男子シングルス 沖村貴弘 (松商学園高)

一般女子シングルス 大山奈緒 (松商学園高)

ラージボール45歳未満男子シングルス 岩田大志 (松本卓友会)

ラージボール45歳以上男子シングルス 内藤広 (山梨信用金庫)

ラージボール45歳未満女子シングルス 高橋和美 (佐久ＴＴＣ)

ラージボール45歳以上女子シングルス 武井裕子 (佐久ＴＴＣ)

混合ダブルス 秋山雄太朗・大山奈緒 (南郷クラブ・松商学園高)

一般男子ダブルス 鎮西直人・松川敏也 (鎌田クラブ)

一般女子ダブルス 大西友紀・大山奈緒 (松本大学・松商学園高)

ラージボール男子ダブルス 大工原真一・小野瀬和男 (佐久ＴＴＣ)

ラージボール女子ダブルス 小坂定子・牧島かねよ (飯伊チーム)

一般男子シングルス 中島千晶 (松本市役所クラブ)

一般女子シングルス 竹岡由貴奈 (須坂卓翔会)

ラージボール45歳未満男子シングルス 岩田大志 (松本卓友会)

ラージボール45歳以上男子シングルス 米山富士雄 (甲府クラブ)

ラージボール45歳未満女子シングルス 小沢さおり (松本卓友会)

ラージボール45歳以上女子シングルス 浜勝代 (岡谷レディース)

栄光の記録

３０回

３１回
・

２００
９
年

32回
・

２０１
０
年

（
記
念
大
会
）



混合ダブルス 中島千晶・伊藤恵梨 (松本市役所クラブ)

一般男子ダブルス 大和真吾・中島千晶 (松本市役所クラブ)

一般女子ダブルス 南澤重子・竹岡由貴奈 (須坂卓翔会)

ラージボール男子ダブルス 秋山雄太朗・有賀良介 (南郷クラブ・松本市役所クラブ)

ラージボール女子ダブルス 清水かつ代・青木秋子 (アルプスクラブ)

一般男子シングルス 中島千晶 (松本市役所クラブ)

一般女子シングルス 竹岡由貴奈 (須坂卓翔会)

ラージボール45歳未満男子シングルス 岩田大志 (松本卓友会)

ラージボール45歳以上男子シングルス 大工原真一 (佐久ＴＴＣ)

ラージボール45歳未満女子シングルス 倉科美保 (神林卓球クラブ)

ラージボール45歳以上女子シングルス 黒岩祥子 (のぞみクラブ)

一般混合ダブルス 中島千晶・伊藤恵梨 (松本市役所クラブ)

ラージ混合ダブルス 西河雅章・桜澤雅子 (フリーダム)

一般男子ダブルス 宮澤正起・中島千晶 (松本市役所クラブ)

一般女子ダブルス 土屋沙織・土屋明日香 (ファン卓球クラブ)

ラージボール男子ダブルス 前多一則・杉山貴 (大北愛球)

ラージボール女子ダブルス 岡部純子・倉科美保 (甲府芙蓉クラブ・和田神林ラージ)

一般男子シングルス 相河武志 (まるしん夢道場)

一般女子シングルス 前澤由貴奈 (須坂卓翔会)

ラージボール50歳未満男子シングルス 岩田大志 (信大卓球クラブ)

ラージボール50歳以上男子シングルス 西河雅章 (フリーダム)

ラージボール50歳未満女子シングルス 向井松美 (庄内)

ラージボール50歳以上女子シングルス 與口幹 (しおかぜ柏崎)

一般混合ダブルス 秋山雄太朗・大山奈緒 (南郷クラブ・松商大学)

ラージ混合ダブルス 小岩井亮介・倉科美穂 (トピーファスナー・神林卓球クラブ)

一般男子ダブルス 中島千晶・内山大輔 (ファン卓球クラブ)

一般女子ダブルス 中村詩穂・細川星 (松商学園)

ラージボール男子ダブルス 米山富士雄・橋本藤視 (甲府クラブ・大月卓連)

ラージボール女子ダブルス 早川千恵子・渡部敏恵 (チーム中山)

一般男子シングルス 中島千晶 (ファン卓球クラブ)

一般女子シングルス 細川星 (松商学園)

ラージボール50歳未満男子シングルス 杉山貴 (大北愛球会)

ラージボール50歳以上男子シングルス 轡田崇幸 (チーム中山)

ラージボール50歳未満女子シングルス 倉科美穂 (神林卓球クラブ)

ラージボール50歳以上女子シングルス 與口幹 (しおかぜ柏崎)

３３回
・

２０１
１
年

３４回
・

２０１
２
年

３５回
・

２０１
３
年



一般混合ダブルス 内山大輔・岡野莉奈 (ファン卓球クラブ・ＪＵＰＩＣ)

ラージ混合ダブルス 藤本武司・宍戸裕子 (ニッタクフレンド)

一般男子ダブルス 中島千晶・内山大輔 (ファン卓球クラブ)

一般女子ダブルス 板花美和・井岡咲乃 (JUPIC)

ラージボール男子ダブルス 米山富士雄・橋本藤視 (甲府クラブ・大月卓連)

ラージボール女子ダブルス 與口幹・橋爪由美子 (しおかぜ柏崎・米峰柏崎)

一般男子シングルス 中島千晶 (ファン卓球クラブ)

一般女子シングルス 岡野莉奈 (JUPIC)

ラージボール50歳未満男子シングルス 藤本武司 (ニッタクフレンド)

ラージボール50歳以上男子シングルス 轡田崇幸 (チーム中山)

ラージボール50歳未満女子シングルス 宍戸裕子 (ニッタクフレンド)

ラージボール50歳以上女子シングルス 與口幹 (しおかぜ柏崎)

一般混合ダブルス 滝澤吉紀・田代南美 (ＭＡＲＵＩ・日本女子体育大)

ラージ混合ダブルス 轡田崇幸・渡部敏恵 (チーム中山)

一般男子ダブルス 上條晃希・鈴木康載 (松商学園)

一般女子ダブルス 米望亜利紗・望月可奈子 (長野松代総合病院)

ラージボール男子ダブルス 相澤光・藤川亮 (翔栄)

ラージボール女子ダブルス 三石房子・片桐睦美 (南箕輪レディース)

一般男子シングルス 上條晃希 (松商学園)

一般女子シングルス 細川星 (松商学園)

ラージボール50歳未満男子シングルス 藤川亮 (翔栄)

ラージボール50歳以上男子シングルス 前多一則 (大北愛球)

ラージボール50歳未満女子シングルス 高橋和美 (佐久ＴＴＣ)

ラージボール50歳以上女子シングルス 大村昌江 (南郷クラブ)

一般混合ダブルス 塩野吉紀・田代南美 (Ｍarui)

ラージ混合ダブルス 轡田崇幸・渡部敏恵 (新潟ドリーム)

一般男子ダブルス 中島流哉・近藤怜央 (松商学園)

一般女子ダブルス 関優花・岡野莉奈 (松商学園)

ラージボール男子ダブルス 長島修・轡田崇幸 (新潟ドリーム)

ラージボール女子ダブルス 倉科美保・高橋幸子 (神林卓球・佐久ＴＴＣ)

一般男子シングルス 加藤薫 (北陸大学)

一般女子シングルス 岡野莉奈 (松商学園)

ラージボール50歳未満男子シングルス 武川明光 (佐久総合病院)

ラージボール50歳以上男子シングルス 藤森加江 (中山卓球)

ラージボール50歳未満女子シングルス 村上慶一 (飯伊)

ラージボール50歳以上女子シングルス 渡部敏恵 (新潟ドリーム)

３６回
・

２０１
４
年

３７回
・

２０１
５
年

３８回
・

２０１
６
年



一般混合ダブルス 中島千晶・中島沙霧 (あづみ病院)

一般男子ダブルス 土屋敏也・大西直人 (鎌田クラブ)

一般女子ダブルス 岡野莉奈・森田祐以 (松商学園高)

一般男子シングルス 加藤　薫 (北陸大学)

一般女子シングルス 石田　亜沙美 (Ｓ・ＦＡＭＩＬＹ)

ラージボール混合ダブルス 斎藤秀人・石川清美 (Ｔｗｉｎｋｌｅ)

ラージボール男子ダブルス 武川明光・小野瀬和男 (佐久卓笑会・東信木材センター)

ラージボール女子ダブルス 百瀬英梨子・高橋幸子 (松本愛球会)

ラージボール50歳未満男子シングルス 山崎　正貴 (柏崎Dream)

ラージボール50歳未満女子シングルス 石川　清美 (Ｔｗｉｎｋｌｅ)

ラージボール50歳以上男子シングルス 轡田　崇幸 (新潟ドリーム)

ラージボール50歳以上女子シングルス 渡部　敏恵 (新潟ドリーム)

一般混合ダブルス

一般男子ダブルス

一般女子ダブルス

一般男子シングルス

一般女子シングルス

ラージボール混合ダブルス

ラージボール男子ダブルス

ラージボール女子ダブルス

ラージボール55歳未満男子シングルス

ラージボール55歳未満女子シングルス

ラージボール55歳以上男子シングルス

ラージボール55歳以上女子シングルス

栄光の記録

３９回
・

２０１
７
年

４０回
・

２０１
８
年

41回
・

２０１
９
年


