
第1回～37回全日本選手権長野県選手上位入賞選手(4位まで) W〓 ダブルス、S=シングルス

回 年 月 日 会  場

男 性 女 性

種  目 順 位 選手名 選手名 種  目 順 位 選手名 選手名

第1回 S58年n月 27日 広島県立体育館 シニアーS 優勝 小野塚 正子

第2回 S59`年:8月 18日
代々木第2体

育館

シニアーS 3位 西方 功 一般一W 準優勝 中沢 昌代 島田 高子

シニアーS 準優勝 西方 美知子

第3回 S60年■1月 24日 戸田市スポーツセンター シニアーS 3位 西方 功 シニアーS 3位 塩入 満子

第4回 S61年11月 2日
藤沢市秋葉
台文化体育
館

一般―W 4位 西方 美知子 入山 登志子

シニアーS 準優勝 島田 高子

第5回 S62年11月 3日 駒沢オリンピック公目運動場 該当無し

第6回 S63」年12月 17・ 18日

駒沢オリン
ピック公園運
動場

シニアーW 準優勝 西方 功 山本 弘 シニアーW 4位 依田 よし子 小山 由紀子

シニアーS 3位 島田 高子

第7回 H元年7月 |"・ 30日 戸田市スポーツセンター シニアーW 優勝 島田 高子 小山 由紀子

第8回 H2年7月 7・ 8日

シニアーW 優勝 島田 高子 小山 由紀子

シニアーS 4位 井出 了代

第9回 H3年7月 6・ 7日 武蔵野体育館 該当無し

生 ln闘 H4年7月 18・ 19日 東京体育館
一般―S 4位 東福寺 隆司 シニアーW 優勝 井出 了代 小山 由紀子

シニアーW 準優勝 島田 高子 茂木 利子

第11回 H5年17月 17018日 東京体育館 シニアーS 準優勝 茂木 利子

饉 19日 H6年7月 2・ 3日 東京体育館 該当無し

第13回 H7年7月 8日 東京体育館 フリーーW 3位 本沢 孝 東福寺 隆司 シニアーW 準優勝 依田 よし子 武田 知子

H3年 8月 24025日 東京体育館

フリーーW 3位 山岸 栄 山崎 修 シニアーW 3位 島田 高子 田島 輝子

フリーーS 3位 東福寺 隆司 ミドルーS 3位 茂木 利子

シニアーS 準優勝 島田 高子

第15回 H9年 7月 12013日 東京体育館

フリーーS 3位 東福寺 隆司 ミドルーW 4位 小山 由紀子 井出 了代

ミドルーS 4位 小山 一泰 シニアーW 準優勝 島田 高子 田島 輝子

シニアーS 準優勝 島田 高子

第16回 H10年7月 4・ 5日 東京体育館
フリーーW 3位 山岸 栄 山崎 修 シニアーW 準優勝 島田 高子 田島 輝子

ミドルーS 準優勝 茂木 利子

第17回 Hll年7月 10・ 11日 東京体育館
フリーーW 準優勝 笠原 正司 蓮池 辰男 シニアーW 準優勝 島田 高子 田島 輝子

シニアーS 優勝 島田 高子

第18回 H12年7月 22・ 23日 東京体育館
フリーーW 3位 本沢 孝 北沢 圭司 シニアーS 3位 島田 高子

ミドルーS 優勝 笠原 正司

第19回 H13年7月 7・ 8日 東京体育館 シニアーS 優勝 島田 高子

第20回 H14年 7月 13e14日 東京体育館 シニアーS 4位 島田 高子

第21回 H15年暉月5・ 6日 東京体育館 該当無し



回 年 月 日 会  場

男 性 女 性

種  目 順 位 選手名 選手名 種  目 順 位 選手名 選手名

H16年 7月 24・ 25日 東京体育館 ミドルーS 優勝 笠原 正司 シニアーS 3位 小山 由紀子

第23回 H17年 7月 10011日 東京体育館 シニアーW 4位 小山 由紀子 田中 敏子

第24回 H18年 7月

"・

30日 東京体育館 ミドルーS 3位 笠原 正司 シニアーS 3位 小山 由紀子

H19年7月 8・ 9日 東京体育館
ミドルーW 優勝 笠原 正司 山岸 栄

フリーーS 4位 本沢 孝

H20年6月 280"日 東京体育館
ミドルーW 3位 笠原 正司 山岸 栄
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ミドルーS 3位 笠原 正司

第27回 H21年16月 14015日 東京体育館

フリーーW 4位 渡辺 正博 本沢 孝

ミドルーW 優勝 笠原 正司 山岸 栄

ミドタレーS 3位 笠原 正司

H22年 6月 20・ 21日 東京体育館
ミドルーW 優勝 笠原 正司 山岸 栄 ミドルーS 優勝 百瀬 ゆう子

ミドルーS 準優勝 笠原 正司 ミドルーS 準優勝 茂木 利子

第29回 H23年 6月 25。 26日 東京体育館 ミドルーS 3位 笠原 正司 ミドルーS 3位 百瀬 ゆう子

H24年:5月 5・ 6日 東京体育館
ミドルーW 優勝 笠原 正司 山岸 栄 ミドルーW 3位 百瀬 ゆう子 木藤 裕実

ミドルーS 4位 笠原 正司 ミドルーS 優勝 百瀬 ゆう子

第31回 H25年 7月 14015日 東京体育館 ミドルーW 優勝 笠原 正司 山岸 栄

第32回 H26年6月 607日 東京体育館
ミドルーW 優勝 笠原 正司 山岸 栄

シニアーS 優勝 笠原 正司

第33回 H27年 6月 20021日 東京体育館
ミドルーW 準優勝 笠原 正司 山岸 栄 ミドルーW 準優勝 百瀬 ゆう子 木藤 裕実

シニアーS 優勝 笠原 正司

第34回 H28年9月 16◆ 17日 東京体育館 ミドルーW 3位 笠原 正司 山岸 栄

第35回 H29年9月 15。 16日 東京体育館
シニアーS 準優勝 笠原 正司

シニアーS 4位 渡辺 正博

第36回 H30年5月 5・ 6日 東京体育館 シニアーS 優勝 笠原 正司

R元年7月 405日
武蔵野の森
総合スポーツ
プラザ

フリーーS 準優勝 南 雄輔

シニアーW 準優勝 笠原 正司 渡辺 正博

シニアーS 準優勝 笠原 正司

第1回～37回全日本選手権長野県選手上位入賞選手(4位まで) W〓 ダブルス、S=シングルス

☆全日本ゴールド大会 (シニアチーム戦 )

H27年10月 熊 本 市 1第
3位 (茂木利子、石坂たま子、藤井晶、笠原正司)

H28年 9月 旭 川 市
1準

優勝(茂木利子、石坂たま子、藤井品、笠原正司)

H30年10月 松 山市 1優
勝 (茂木利子、百瀬ゆう子、渡辺正博、笠原正司)

Rl年10月 十 和 田 市 1第
3位 (茂木利子、百瀬ゆう子、渡辺正博、笠原正司)


