
武川　明光 佐久総合病院 前多　一則 大北愛球

小野瀬和男 チームＫ 吉田　孝行 大北愛球

杉山　 貴 大北愛球 伴野　光彦 FINE

木村　香織 大北愛球 柴 　伸一 塩尻東

丸山　健一 ビトルボ塩尻 小川　二良 佐久穂クラブ

伊藤　弘幸 宗賀 黒澤　信夫 佐久穂クラブ

江口　善朗 吉田卓球クラブ 若松　栄 堀金卓球クラブ

中村　隆一 吉田卓球クラブ 中山　久 堀金卓球クラブ

林　　宏 オレンジ松本 赤羽　博昭 オレンジ松本

小松　幸保 ＴＴＣ岡谷 朝倉　和也 オレンジ松本

赤座　洋史 佐久ＴＴＣ 中島　悠希 松本愛球会

清野　忠司 佐久ＴＴＣ 菅澤　直哉 松本愛球会

百瀬　章広 ＦＩＮＥ 西村　昭弘 千曲クラブ

赤津　清孝 ＦＩＮＥ 村上　裕俊 ＴＯＴＯＫＵ

山口　敏夫 堀金卓球クラブ 永原比佐志 レザン塩尻

猿田　幸男 堀金卓球クラブ 沢谷　博 レザン塩尻

斎藤　浩幸 鎌田クラブ 三好　要範 松本卓友会

稲村　数則 松本愛球会 田近　道弘 松本卓友会

嘉生　正司 都筑製作所 小林　広明 飯田市役所

岩田　大志 たくせん 湯沢 　均 飯田卓球クラブ
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丸山富美子 千曲クラブ 丸山　純子 吉田卓球クラブ

蓬田千代子 千曲クラブ 横林　香織 チームK

Ｂｙｅ 青木　秋子 アルプスクラブ

川腰　晴美 アルプスクラブ

新海富士子 佐久TTC 小島　陽子 堀金卓球クラブ

遠藤　順子 岡谷レディース 平倉　悦子 堀金卓球クラブ

塩澤　啓子 安曇野卓友ｸﾗﾌﾞ 濱　　勝代 岡谷レディース

岩岡　秀子 安曇野卓友ｸﾗﾌﾞ 橋爪八千代 上伊那レディース

赤堀　敦子 堀金卓球クラブ 丸山　明美 塩尻

猿田きよみ 堀金卓球クラブ 成沢　光子 セイコーエプソン

飯島　秋子 ＴＲＣ 松田美根子 佐久TTC

西沢　千代 ＴＲＣ 山口　芳江 佐久TTC

朝倉　深雪 ＦＩＮＥ 児玉　雅世 松本卓友会

押木志のぶ ＦＩＮＥ 小沢さおり 松本卓友会

池上ゆり子 あすなろ 青沼　浩子 大北愛球

吉川　菊恵 飯田卓球ｸﾗﾌﾞ 丸山　悦子 大北愛球
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11

小島　陽子 堀金卓球クラブ

13
丸山　健一 ビボルト塩尻

14

猿田　雅子 ファン卓球クラブ

15
前多　一則 大北愛球

丸山　悦子

12

ＴＲＣ

5
西村　昭弘 千曲クラブ

6

押木志のぶ ＦＩＮＥ

西沢　千代 ＴＲＣ

百瀬　章広 ＦＩＮＥ

16

丸山富美子 千曲クラブ

都筑製作所
1

嘉生　正司

4

武川　明光

新海富士子

佐久総合病院

佐久ＴＴＣ

平倉　悦子

村上　裕俊

堀金卓球クラブ

ＴＯＴＯＫＵ

清野　忠司

松田美根子

佐久ＴＴＣ

佐久ＴＴＣ

2
猿田　幸男 堀金卓球クラブ

3

飯島　秋子

松本卓友会

小沢さおり

10
朝倉　和也 オレンジ松本

橋爪八千代 上伊那レディース

中山　　久 堀金卓球クラブ

丸山　純子 吉田卓球クラブ
9

小林　広明 飯田市役所

江口　善朗 吉田卓球クラブ

田近　道弘

8

池上ゆり子 あすなろ

7
松本卓友会

佐久ＴＴＣ山口　芳江

佐久ＴＴＣ赤座　洋史

大北愛球

丸山　明美 塩尻

中島　弘行 鎌田クラブ

若松　栄 堀金卓球クラブ
17

赤堀　敦子 堀金卓球クラブ

湯沢　　均 飯田卓球クラブ
18

吉川　菊恵 飯田卓球クラブ

三好　要範 松本卓友会
19

児玉　雅世 松本卓友会

小野瀬和男 チームＫ
20

横林　香織 チームＫ

菅澤直哉 松本愛球会

青沼　浩子 大北愛球

加野　智久 セイコーエプソン
25

成沢　光子 セイコーエプソン

21

菅澤恵梨香 松本愛球会

伴野　光彦 FINE
22

朝倉　深雪 ＦＩＮＥ

杉山　　貴 大北愛球
23

木村　香織 大北愛球

小松　幸保 ＴＴＣ岡谷
28

遠藤　順子 岡谷レディース

山口　敏夫 堀金卓球クラブ
29

猿田きよみ 堀金卓球クラブ

混合ダブルス

黒澤　信夫 佐久穂クラブ
30

川腰　晴美 アルプスクラブ

岩田　大志 たくせん
31

蓬田千代子 千曲クラブ

小川　二良 佐久穂クラブ
26

青木　秋子 アルプスクラブ

赤羽　博昭 オレンジ松本
27

濱　　勝代 岡谷レディース

吉田　孝行 大北愛球
24
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