
選手ｎｏ氏名 よみ 所属 列1 列2 列3 列4
w826 相沢匡子 あいざわ 双信電機 m03D 滝澤陽 たきざわ 長野県庁⑫
w016 相澤祐子 あいざわ 信大テニスクラブ md3A 滝澤祐貴 たきざわ 上田日本無線2⑨
m16E 青木義憲 あおき 八十二銀行 m224 滝沢英雄 たきざわ 松本市水道局
ma79 青木健人 あおき 日精樹脂工業⑬ m559 滝沢文昭 たきざわ 山洋電気
mc56 青木省三 あおき 東京特殊電線 m745 滝沢修 たきざわ 岡谷市役所
m872 青木義彦 あおき 長野市役所⑫ mf44 滝沢郁也 たきざわ コトヒラ工業/ＨＥＲＯ’Ｓ
mc74 青木裕士 あおき 長野県教職員組合/わあむほーる my53 武井雅彦 たけい 高遠TC⑩
m14F 青木利晃 あおき 新光電気 ma54 竹内昌彦 たけうち 日置電機
md3G 青木祐一 あおき 上田日本無線2⑬ mc5B 竹内英昭 たけうち 東京特殊電線⑭
m55A 青木彩佳 あおき 山洋電気⑧ m842 竹内理 たけうち エムケー精工⑭
m381 青木幸広 あおき オリンパス光学辰野 m23C 武内秀介 たけうち ＳＥ松本南⑧
w241 青木孝子 あおき ＳＥ松塩 m1aR 竹下祐平 たけした ＳＥ光学⑩
m530 青木秀男 あおき ＪＲ東日本 md38 武捨篤 たけすて 上田日本無線2⑨
m039 青沼信二 あおぬま 長野県庁 w441 武田ひろ美 たけだ 富士電機松本
wz49 赤沼幸子 あかぬま 信大テニスクラブ m12K 武田吉弘 たけだ ＴＤＫ
m22F 赤羽剛志 あかはね 松本市水道局 w20C 竹田美百合 たけだ ＳＥ広丘
m396 赤羽敏一 あかはね オリンパス光学辰野 w200 竹花あけみ たけはな ＳＥ諏訪
me43 赤羽秀樹 あかはね ＫＯＡ m253 武村隆 たけむら ＳＥ松塩
m23P 赤堀裕介 あかぼり ＳＥ松本南⑬ md46 竹村剛昇 たけむら ＫＯＡ
m23R 秋田浩行 あきた ＳＥ松本南⑭ m23A 竹本賢史 たけもと ＳＥ豊科⑪
m058 秋山克良 あきやま キッセイ薬品穂高 m03B 竹森恒平 たけもり 長野県庁松本合庁
w239 上水裕美子 あげみず ＳＹＣ/すがの55 m398 多田剛史 ただ オリンパス光学辰野
m538 浅井孝行 あさい ＪＲ東日本⑭ m394 舘克明 たち オリンパス光学辰野
m216 浅田直美 あさだ 松本市水道局 m26J 立木英俊 たちき ＳＥ豊科⑩
w137 浅沼充代 あさぬま 新光電気 w986 田所由起子 たどころ シナノケンシ
mx21 浅野一徳 あさの 上田日本無線/セットアップ md4A 田中文博 たなか 平和時計⑩
me53 浅野史義 あさの ＫＯＡ⑭ md47 田中宏和 たなか 平和時計
m848 天野義樹 あまの エムケー精工⑭ ma58 田中仁史 たなか 日置電機
m45C 網倉康二 あみくら 富士電機松本 md31 田中一男 たなか 上田日本無線
m005 鮎沢秀樹 あゆさわ 帝国ピストンリング2 m39B 田中宏和 たなか オリンパス光学辰野
ma68 荒井健 あらい 日精樹脂工業 m122 田中良明 たなか ＴＤＫ
m554 荒井修 あらい 東京特殊電線 w121 田中聡美 たなか ＴＤＫ
md49 荒尾清 あらお 平和時計 m207 田中邦章 たなか ＳＥ諏訪南
w251 荒深奈美 あらぶか ＳＥ豊科 w243 田中美和子 たなか ＳＥ松塩
m290 有田進 ありた ＪＤＬ松本 m24M 田中邦章 たなか ＳＥ松塩
m09A 有友宏樹 ありとも ＴＤＫ⑧ m23D 田中博 たなか ＳＥUNO
md3J 有馬浩志 ありま 上田日本無線2⑬ me45 田中康人 たなか ＫＯＡ
m24N 有賀和寿 あるが ＳＥ松本南 ma46 田辺治正 たなべ 日置電機/四六会
w022 飯沢道子 いいざわ 信大テニスクラブ④ wc63 谷川卯月 たにがわ 長野県教職員組合
ma62 飯島透 いいじま 日精樹脂工業 m12Y 谷口裕樹 たにぐち ＴＤＫ
mc7D 飯田宏二 いいだ 長野県教職員組合 m754 田畑淳 たばた 岡谷市役所
m484 飯塚芳良 いいづか シメオ精密小諸 my52 田畑善弘 たばた 高遠TC⑨
m43D 飯沼正樹 いいぬま 長野日本無線 ma47 田渕慎司 たぶち 日置電機
m24C 五十嵐人志 いがらし ＳＥUNO/ぷっちうの m712 玉田圭市 たまだ 日信工業
md44 井口利広 いぐち 平和時計 m901 田村英明 たむら ミヨタ
m491 生野智久 いくの シメオ精密小諸 m20G 田村良太 たむら ＳＥ青柳⑫
wc61 池上美鈴 いけがみ 長野県教職員組合 m12N 田家裕 たや ＴＤＫ
my56 池上寿広 いけがみ 高遠TC⑩ m26B 田山浩貴 たやま ＳＥＵＮＯ⑪
m061 池上一彦 いけがみ キッセイ薬品穂高 m285 千野敏夫 ちの ＪＤＬ松本/ＧＯＡ
m288 池上泰弘 いけがみ ＪＤＬ松本 m26K 千葉拓巳 ちば ＳＥ豊科⑪
m705 池田浩明 いけだ 日信工業 m24L 張俊華 ちょう ＳＥ松塩
m918 池田明浩 いけだ ミヨタ⑬ m001 帖佐修平 ちょうさ 帝国ピストンリング2
mb21 池田久徳 いけだ ＧＡＣ m43H 塚田秀樹 つかだ 長野日本無線⑧
ma64 石井耕二 いしい 日精樹脂工業 mf49 塚田和政 つかだ コトヒラ工業
md24 石井孝幸 いしい 上田日本無線/セットアップ m008 塚原稔 つかはら 帝国ピストンリング2
m23I 石井洋行 いしい ＳＥ松塩松本南⑨ w443 塚本由美子 つかもと 富士電機松本
m149 石川巧 いしかわ 新光電気 w198 辻加津子 つじ ＳＥ広丘
my55 石口雅人 いしぐち 高遠TC⑩ m81M 辻田康太郎 つじた 上田市役所⑭
wc26 石崎喜美子 いしざき ＳＹＣ⑦ w195 津田君枝 つだ ＳＥ広丘
m136 石渡正勝 いしわたり 新光電気 m71G 土田竜吾 つちだ 日信工業⑧
w450 伊豆蔵奈美 いずくら 富士電機松本 wc69 土橋亜希 つちはし 長野県教職員組合
m43G 市川進治 いちかわ 長野日本無線 m824 土屋雅憲 つちや 双信電機
m04W 市川真吾 いちかわ 長野県庁⑧/わあむほーる⑧ m078 筒井将 つつい キッセイ薬品穂高



m025 市川和夫 いちかわ 信大テニスクラブ m1aH 筒井靖隆 つつい ＳＥ光学/高遠TC
m81G 市川章弘 いちかわ 上田市役所 m07T 堤信介 つつみ キッセイ薬品穂高
w074 市川有紗 いちかわ キッセイ薬品⑪ m294 坪井康弘 つぼい ＪＤＬ松本
w233 市川悦子 いちかわ ＳＹＣ m07P 靏栄治 つる キッセイ薬品
m1aJ 市川史生 いちかわ ＳＥ光学 m25A 鶴田雄介 つるた ＳＥ広丘松塩⑫
m23E 市川一彦 いちかわ ＳＥUNO mc5C 出浦弘充 でうら 東京特殊電線⑭
m818 市村誠 いちむら 上田市役所 m257 手塚則彰 てずか ＳＥ松本南
mz70 一色裕史 いっしき Ｙａｍ2⑧ mz66 手塚俊一 てづか Ｙａｍ
m14H 石飛茂樹 いっぴ 新光電気2 m03H 寺沢泰一 てらさわ 長野県庁⑭
m902 井出利則 いで ミヨタ m81L 寺沢拓弥 てらさわ 上田市役所⑬
m446 伊藤直樹 いとう 富士電機松本 mz85 寺島聡 てらしま わあむほーる
m458 伊藤啓一 いとう 富士電機松本 m427 寺田公美 てらだ 長野日本無線
w451 伊藤史子 いとう 富士電機松本 m71H 寺田? てらだ 日信工業⑫
m428 伊藤浩之 いとう 長野日本無線 m17C 寺中僚祐 てらなか ＳＥ青柳
m03A 伊藤雅啓 いとう 長野県庁⑪ m043 傳田利光 でんだ 長野県庁松本合庁
m040 伊藤佳延 いとう 長野県庁 mc7H 伝田佳史 でんだ 長野県教職員組合⑪
m83G 伊藤潤 いとう 双信電機⑧ m535 傳田優 でんだ ＪＲ東日本⑬
my5A 伊藤まなみ いとう 高遠TC⑭ md3D 樋泉卓 といいずみ 上田日本無線2⑪
w392 伊藤美加 いとう オリンパス光学辰野 m704 東条淳 とうじょう 日信工業
w209 北原真理 いとう ＳＥ広丘 w136 常田恵子 ときた 新光電気
m1aA 伊藤隆 いとう ＳＥ光学 m22A 徳永剣 とくなが 松本市水道局
m1a8 伊藤信也 いとう ＳＥ光学 wc27 戸田ゆき美 とだ ＳＹＣ⑦
m99P 伊藤賢二 いとう シナノケンシ⑩ wc22 戸田ひとみ とだ ＳＹＣ/すがの55
wz82 池田紫乃 いぬかい ＺＵＣＣＡ m282 戸田英利 とだ ＪＤＬ松本/Ｙａｍ
mf52 犬塚将嗣 いぬづか コトヒラ工業⑨ m87A 轟 とどろき 長野市役所⑭
m12P 井上素宏 いのうえ ＴＤＫ m53C 轟大希 とどろき ＪＲ東日本⑭
mx82 井上健 いのうえ ＳＥUNO/ぷっちうの m843 戸根川俊充 とねがわ エムケー精工⑭
mz86 今井隼 いまい エムケー精工⑭/わあむほーる wz02 鳥羽カヨ子 とば ＺＵＣＣＡ
m191 今井博一 いまい ＳＥ諏訪 md42 外松秀一 とまつ 平和時計
w196 今井令子 いまい ＳＥ諏訪 m99K 冨澤繁利 とみざわ シナノケンシ⑨
mx81 今井俊 いまい ＳＥUNO/ぷっちうの m39P 冨田歩 とみた オリンパス光学辰野⑪
md74 今水浩一 いまみず 松山テニスクラブ w288 富永亜希子 とみなが ＪＤＬ松本
m04C 今吉聡 いまよし 長野県庁 md27 富松雄介 とみまつ 上田日本無線/セットアップ
mz71 伊東誠 いよう Ｙａｍ⑬ m07Z 豊田泰之 とよだ キッセイ薬品穂高⑪
m39H 伊与田智仁 いよだ オリンパス光学辰野/高遠TC md3E 永井八代枝 ながい 上田日本無線2⑪
w444 岩形香苗 いわがた 富士電機松本 m556 永井弘 ながい 山洋電気
m528 岩崎隆行 いわさき ＪＲ東日本 mc59 永井 ながい 東京特殊電線⑪
ma70 岩田明男 いわた 日精樹脂工業 m39C 長岡傑 ながおか オリンパス光学辰野
m22C 岩田公晴 いわた 松本市水道局 wc21 長岡とし枝 ながおか ＳＹＣ
m027 岩月和彦 いわつき 信大テニスクラブ w206 長岡礼子 ながおか ＳＥ広丘
w212 岩間八重子 いわま 松本市役所 m44A 中川翔 なかがわ 富士電機松本⑫
m71B 岩村慎司 いわむら 日信工業 me52 中川仁 なかがわ ＫＯＡ⑬
m14A 植木淳一 うえき 新光電気2 m11Z 中込晶 なかごみ ＴＤＫ⑪
m23H 上田旨一 うえだ ＳＥ広丘⑨ ma69 中沢潤 なかざわ 日精樹脂工業
md25 上原義彦 うえはら 上田日本無線 m871 中澤秀彰 なかざわ 長野市役所⑫
m807 上原晶 うえはら 上田市役所 mz87 中沢宏友 なかざわ わあむほーる⑨
mx16 上原千佳 うえはら 松本市役所⑨/松本大学⑥ m39I 中澤純一 なかざわ オリンパス光学辰野⑧
m1aF 上原重彦 うえはら ＳＥ光学 m213 中島英文 なかじま 松本市役所
w285 牛越真貴子 うしこし ＪＤＬ松本 w214 中島節子 なかじま 松本市役所
m753 牛沢孝太郎 うしざわ 岡谷市役所 m557 中島潤 なかじま 山洋電気
m17B 牛島一弥 うしじま ＳＥ富士見⑦ w248 中島由香 なかじま ＳＥ松塩
w255 牛丸順子 うしまる ＳＥ豊科 m289 中島義道 なかじま ＪＤＬ松本
m99M 宇仁真彦 うじん シナノケンシ⑨ w284 中島美和 なかじま ＪＤＬ松本
m283 臼井宗孝 うすい ＪＤＬ松本 m226 永瀬幸道 ながせ 松本市水道局
me46 内川洋一 うちかわ ＫＯＡ m39D 中田直久 なかた オリンパス光学辰野
m1aT 内村剛 うちむら ＳＥ光学⑩ m04Y 長谷亮祐 ながたに 長野県庁松本合庁⑭
md36 内山祐一 うちやま 上田日本無線2⑧ w249 中塚勝美 なかつか ＳＥ諏訪
mc44 宇納浩之 うのう 東京特殊電線 m060 永沼剛 ながぬま キッセイ薬品穂高
m23N 梅田寛之 うめだ ＳＥ松塩/☆ＳＥ松本南⑬ w069 中野知葉 なかの キッセイ薬品
m20E 浦野信孝 うらの ＳＥ青柳⑭/☆ＳＥ富士見⑦ m1aK 中原孝司 なかはら ＳＥ光学⑧
m208 江黒寛文 えぐろ ＳＥ諏訪南 m22R 中藤誠 なかふじ 松本市上下水道局/☆松本市役所⑨

md76 江原徹 えはら 松山テニスクラブ⑩ m23Q 永松昌一 ながまつ ＳＥ松塩⑭
m44B 遠藤誠治 えんどう 富士電機松本⑫ w454 中村弘美 なかむら 富士電機松本
m433 遠藤尚樹 えんどう 長野日本無線 m879 中村明倫 なかむら 長野市役所⑬



md77 遠藤しんや えんどう 松山テニスクラブ⑫ w135 中村久美子 なかむら 新光電気
m485 遠藤武次 えんどう シメオ精密/わあむほーる w803 中村早苗 なかむら 上田市役所
m07B 遠藤拓郎 えんどう キッセイ薬品穂高 md58 中村和子 なかむら 松本信用金庫
mz82 大池清 おおいけ わあむほーる my58 中村宗次朗 なかむら 高遠TC⑫
m152 大石秀樹 おおいし 八十二銀行 mz84 中村直樹 なかむら わあむほーる
my03 大浦信輔 おおうら 帝国ピストンリング/諏訪湖クラブ m39E 中村賢史 なかむら オリンパス光学辰野
my06 大浦悠紀 おおうら 帝国ピストンリング/まりナーズ/諏訪湖クラブ wz63 中村千枝 なかむら Ｙａｍ
m23M 大浦雅史 おおうら ＳＥ松本南⑬ wz64 中村美鶴 なかむら Ｙａｍ
m53A 大口貴之 おおぐち ＪＲ東日本⑭ wc28 中村千枝 なかむら ＳＹＣ⑨
m047 大久保英通 おおくぼ 長野県庁 m26E 中村晃仁 なかむら ＳＥ豊科⑦
w801 大久保恵美 おおくぼ 上田市役所 m26C 中村彰秀 なかむら ＳＥ豊科
md45 大沢光博 おおさわ 平和時計 w202 中村由可里 なかむら ＳＥ諏訪
mz83 大科大 おおしな わあむほーる mf50 中山健児 なかやま コトヒラ工業⑧
m534 大島成人 おおしま ＪＲ東日本⑬ w194 中山敏美 なかやま ＳＥ諏訪
w453 太田明美 おおた 富士電機松本 m007 那須速人 なす 帝国ピストンリング2
m035 太田靖 おおた 長野県庁 w197 名取早苗 なとり ＳＥ諏訪
md35 太田 おおた 上田日本無線 m06A 成松翔伍 なりまつ キッセイ薬品穂高⑬
md79 太田 おおた 松山テニスクラブ⑬ m827 新津広明 にいつ 双信電機
m752 太田知則 おおた 岡谷市役所/諏訪湖クラブ w823 新津光知子 にいつ 双信電機
w286 太田ひとみ おおた ＪＤＬ松本 mc57 西川裕二 にしかわ 東京特殊電線⑨
m39T 大塚栄二 おおつか オリンパス光学辰野⑬ m55B 西川修 にしかわ 山洋電気⑩
m07K 大月正直 おおつき キッセイ薬品穂高 md21 西沢聡 にしざわ 上田日本無線
w018 大橋千晶 おおはし 信大テニスクラブ m812 西沢和浩 にしざわ 上田市役所
w219 大畑ますみ おおはた 松本市役所/SYC⑤ w806 西澤裕子 にしざわ 上田市役所
md71 大村英昭 おおむら 松山テニスクラブ m22E 西澤弘 にしざわ 松本市水道局
m137 大桃一宏 おおもも 新光電気2 mc42 西島英典 にしじま 東京特殊電線
m81A 大森敏弘 おおもり 上田市役所 w287 西牧喜久江 にしまき ＪＤＬ松本
ma52 大矢琢磨 おおや 日置電機 m07J 西村俊洋 にしむら キッセイ薬品穂高
m03E 大山勇斗 おおやま 長野県庁⑫ mx71 西村元章 にしむら ＳＥ青柳/ドロップキャッツ
m20Z 岡崎眞也 おかざき ＳＥ諏訪⑩ w033 祢津喜子 ねづ 長野県庁
m158 岡沢正彦 おかざわ 八十二銀行 m878 野口俊輔 のぐち 長野市役所⑫
m424 岡澤昌廣 おかざわ 長野日本無線 m81J 野沢純平 のざわ 上田市役所⑩
m71N 小笠原 おがさわら 日信工業⑭ m133 野治善弘 のじ 新光電気
m536 岡田裕司 おかだ ＪＲ東日本⑬ m99N 野中耕平 のなか シナノケンシ⑨
w246 緒方直子 おがた ＳＥ松塩 m71L 野中 のなか 日信工業⑭
m1aB 岡野和之 おかの ＳＥ松本南 my04 野邊隆浩 のべ 帝国ピストンリング/諏訪湖クラブ

w037 岡村圭子 おかむら 長野県庁 m148 野村智弘 のむら 新光電気/四六会
m139 岡沢秀安 おかやす 新光電気 wc25 野村由紀子 のむら ＳＹＣ⑤
m755 小川陽平 おがわ 岡谷市役所 ma74 萩原壮一郎 はぎわら 日精樹脂工業⑧
w281 小川知恵美 おがわ ＳＹＣ m297 萩原直宏 はぎわら ＪＤＬ松本⑨
mf55 小川原 おがわはら コトヒラ工業⑬ ma75 白田淳也 はくた 日精樹脂工業⑧
ma44 荻久保博之 おぎくぼ 日置電機 m998 橋爪仁 はしづめ シナノケンシ
w452 荻野恵子 おぎの 富士電機松本 mf47 橋本信 はしもと コトヒラ工業
m1aC 荻原正教 おぎわら ＳＥ光学 m81K 長谷川智広 はせがわ 上田市役所⑬
m12R 奥沢信之 おくざわ ＴＤＫ m493 長谷川結城 はせがわ シメオ精密
m24X 小口智 おぐち ＳＥ豊科⑭/SE広丘 m384 長谷川守 はせがわ オリンパス光学辰野
m22G 奥原裕司 おくはら 松本市上下水道局/☆松本市水道局 m206 畠山剛 はたけやま ＳＥ富士見⑦
m054 奥原浩樹 おくはら キッセイ薬品穂高 mx28 花岡裕一 はなおか 日信工業/セットアップ
w071 濱明恵 おくはら キッセイ薬品⑤/はまあーん m11Q 花里著紀 はなざと ＴＤＫ⑭
m22K 小坂俊輔 おさか 松本市役所 m09C 花里著紀 はなざと ＴＤＫ⑩
m44C 尾崎大輔 おざき 富士電機松本⑬ m81F 馬場喜一 ばば 上田市役所
m052 小沢重成 おざわ キッセイ薬品穂高 m002 浜光彦 はま 帝国ピストンリング2
w065 小澤玲子 おざわ キッセイ薬品 wz8C 浜千代 はま ＺＵＣＣＡ⑫
m24P 小澤孝明 おざわ ＳＥ松塩/松本南 w20B 浜はるみ はま ＳＥ広丘
m182 小沢範明 おざわ ＳＥ松塩 m00D 浜崎照道 はまざき 帝国ピストンリング2
w245 小澤常和 おざわ ＳＥ松塩 m439 林昌樹 はやし 長野日本無線
me50 小澤章 おざわ ＫＯＡ md23 林浩司 はやし 上田日本無線/セットアップ
mz81 小田川昇 おだがわ わあむほーる mf41 林慎吾 はやし コトヒラ工業
w447 落合由香 おちあい 富士電機松本 m07D 林守道 はやし キッセイ薬品
my51 音喜多秀顕 おときた 高遠TC⑨ m526 林茂夫 はやし ＪＲ東日本
m22M 小野忠 おの 松本市水道局 m99F 林部敬 はやしべ シナノケンシ
m1aE 小野義史 おの ＳＥ光学 m012 羽山正義 はやま 信大テニスクラブ
m392 尾又順一 おまた オリンパス光学辰野 ma5C 原光章 はら 日置電機⑦
m07Y 恩田雄介 おんだ キッセイ薬品 m12X 原晋治 はら ＴＤＫ



m24F 角谷繁明 かくたに ＳＥUNO/ぷっちうの m23G 原平 はら ＳＥ広丘⑨
ma77 掛川健史 かけがわ 日精樹脂工業⑩ w203 原沢京子 はらさわ ＳＥ広丘
m04Z 掛川友 かけがわ 長野県庁⑪ m064 原田弘 はらだ キッセイ薬品
m547 掛川伸一 かけがわ 山洋電気 m142 原山英男 はらやま 新光電気
mf54 掛野 かけの コトヒラ工業⑬ m17E 春山明秀 はるやま ＳＥ青柳/Ｄdec/ドロップキャッツ

m1a9 影山洋介 かげやま ＳＥ青柳⑬/ＳＥ富士見⑦ m436 繁沢正美 はんざわ 長野日本無線
m757 笠原 かさはら 岡谷市役所⑭ m527 樋口博一 ひぐち ＪＲ東日本
m14D 風間正隆 かざま 新光電気2 mb25 樋口浩一 ひぐち ＧＡＣ
m141 風間拓也 かざま 新光電気 m39K 樋口 ひぐち オリンパス光学辰野⑨
w252 梶川さつき かじかわ ＳＥ豊科 m53E 日々野雄基 ひびの ＪＲ東日本⑭
m14J 春日孝広 かすが 新光電気2 w234 平井輝美 ひらい ＳＥ広丘
m26M 風張弘実 かぜはり ＳＥ豊科⑫ mz61 平岡正二 ひらおか Ｙａｍ
m14M 片岡 かたおか 新光電気⑭ m425 平野正樹 ひらの 長野日本無線
w822 片桐美幸 かたぎり 双信電機 m26F 平野智之 ひらの ＳＥ松塩/☆ＳＥ豊科⑦
m387 片桐岳典 かたぎり オリンパス光学辰野 m435 平林聡 ひらばやし 長野日本無線
me41 片倉和夫 かたくら ＫＯＡ m219 深沢享 ふかざわ 信大テニスクラブ/☆松本市役所

wc23 片山芳子 かたやま ＳＹＣ④ m24H 深沢賢二 ふかざわ ＳＥUNO/ＳＥ広丘
m013 可知偉行 かち ＳＹＣ/信大テニスクラブ/すがの55 w012 福井智加子 ふくい 信大テニスクラブ
wz66 勝野順子 かつの Ｙａｍ m99G 福澤陽仁 ふくざわ シナノケンシ
md78 桂 かつら 松山テニスクラブ⑬ m45Y 福知輝洋 ふくち 富士電機松本⑪
m220 加藤文男 かとう 松本市水道局 m71K 福西 ふくにし 日信工業⑭
m22H 加藤健 かとう 松本市上下水道局/☆松本市役所 m04G 藤井隆男 ふじい 長野県庁松本合庁
m49B 加藤優一 かとう シメオ精密⑧ m227 藤井卓哉 ふじい 松本市水道局
me51 加藤俊 かとう ＫＯＡ m11Y 藤井健 ふじい ＴＤＫ⑫
m423 金井久男 かない 長野日本無線 m744 藤木光平 ふじき 岡谷市役所
w040 金井好美 かない 長野県庁 m1aL 藤倉克己 ふじくら ＳＥ光学⑧
w821 金井由記子 かない 双信電機 m22J 藤崎文男 ふじざき 松本市水道局
md53 金井直史 かない 松本信用金庫 ma73 藤沢麻里 ふじさわ 日精樹脂工業⑧
w221 金井紀絵子 かない 松本市役所 ma61 藤沢誓一 ふじさわ 日精樹脂工業/セットアップ
my59 金井友佑 かない 高遠TC⑫ m495 藤沢千正 ふじさわ シメオ精密小諸
m1aM 金井友佑 かない ＳＥ光学⑨/高遠TCmy59に統合 w204 藤牧幸子 ふじまき ＳＥ諏訪
m20H 金嶋朋浩 かねしま ＳＥ青柳 m075 藤松崇 ふじまつ キッセイ薬品
m07R 鎌田昇 かまた キッセイ薬品穂高 mz88 藤本竜也 ふじもと わあむほーる⑫
md52 上條琢也 かみじょう 松本信用金庫 m916 藤本竜也 ふじもと ミヨタ⑪
m218 上條泰正 かみじょう 松本市役所 wc70 藤森美保 ふじもり 長野県教職員組合
wz8D 上條松美 かみじょう ＺＵＣＣＡ⑫ md57 藤森哲也 ふじもり 松本信用金庫
m255 上條清和 かみじょう ＳＥ諏訪 m22I 藤森邦彦 ふじもり 松本市役所
m02K 亀崎寿尚 かめざき 信大テニスクラブ⑩ m1aP 藤森貴史 ふじもり ＳＥ光学⑩
m26D 亀山修司 かめやま ＳＥ豊科⑦ me44 藤原誠 ふじわら ＫＯＡ
m382 萱島研治 かやしま オリンパス光学辰野 m217 舩坂昭文 ふなさか 松本市上下水道局/☆松本市役所

m806 唐沢英一 からさわ 上田市役所 m492 古川敬二 ふるかわ シメオ精密/わあむほーる
md59 唐沢翔 からさわ 松本信用金庫⑭ m99J 古川顕秀 ふるかわ シナノケンシ⑨
w076 唐澤瑞貴 からさわ キッセイ薬品⑭ m906 古越敏彦 ふるこし ミヨタ
mx15 唐沢祐輝 からさわ Ｙａｍ⑧/松本大学⑥ m004 古田成章 ふるた 帝国ピストンリング2
m034 川上学 かわかみ 長野県庁松本合庁 m02B 古畑知行 ふるはた 信大テニスクラブ
m537 川久保？ かわくぼ ＪＲ東日本⑬ w20A 降旗好美 ふるはた ＳＥ広丘
m914 河瀬大 かわせ ミヨタ⑧ m1a6 降籏恒幸 ふるはた ＳＥ光学
m11R 川戸宏紀 かわど ＴＤＫ⑭ m498 別府和幸 べっぷ シメオ精密小諸
m295 川音正夫 かわね ＪＤＬ松本 md7A 星野裕 ほしの 松山テニスクラブ⑭
m12W 川村浩司 かわむら ＴＤＫ m913 星野達也 ほしの ミヨタ
m04Q 神田隆徳 かんだ 長野県庁 w034 細川かおり ほそかわ 長野県庁
m499 木内範明 きうち シメオ精密 m153 細田伸一 ほそだ 八十二銀行
m07H 菊池健 きくち キッセイ薬品穂高 m1a5 細田隆志 ほそだ ＳＥ光学
m43F 岸田淳 きしだ 長野日本無線 m074 洞昌千代 ほら キッセイ薬品穂高
ma49 北澤正美 きたざわ 日置電機 mc71 堀内政幸 ほりうち 長野県教職員組合
m873 北澤博 きたざわ 長野市役所⑫ m847 堀川潤也 ほりかわ エムケー精工⑭
w039 北澤亨子 きたざわ 長野県庁 mf53 本多史明 ほんだ コトヒラ工業⑨
md26 北沢清都 きたざわ 上田日本無線 m02N 前田暖生 まえだ 信大テニスクラブ⑭
w984 北沢朱美 きたざわ シナノケンシ m915 前田浩司 まえだ ミヨタ⑩
wz04 北沢希世子 きたざわ ＺＵＣＣＡ④ w215 牧羽世津子 まきは 松本市役所
wz65 北澤清子 きたざわ Ｙａｍ mc7B 正村真一 まさむら 長野県教職員組合
m016 北林俊和 きたばやし 信大テニスクラブ m04D 増沢邦彦 ますざわ 長野県庁松本合庁
mf48 北原貴史 きたはら コトヒラ工業 m16F 増田雄一 ますだ 八十二銀行⑦
m02C 鬼頭剛 きとう 信大テニスクラブ m229 間瀬康弘 ませ 松本市水道局



m45Z 木下陽介 きのした 富士電機松本⑫ w242 真関あゆみ まぜき ＳＥ諏訪
mc7A 木下博史 きのした 長野県教職員組合 w240 真関智恵美 まぜき ＳＥ広丘
m233 木下悟志 きのした ＳＥ豊科⑩ m99C 町田康治 まちだ シナノケンシ
m23F 木原亘 きはら ＳＥ豊科⑪ m99Q 松井周 まつい シナノケンシ⑪
w020 京島恭子 きょうじま 信大テニスクラブ m17M 松浦由幸 まつうら ＳＥ青柳⑩
wc79 行田茜 ぎょうだ 長野県教職員組合⑩ w073 松尾日加里 まつお キッセイ薬品⑩
m23L 桐生彬 きりう ＳＥ松塩/ＳＥ松本南⑬ my54 松崎聡 まつざき 高遠TC⑩
mx85 釘町久崇 くぎまち ＳＥUNO/ぷっちうの m1a1 松沢哲也 まつざわ ＳＥ光学
w019 草間美佳 くさま 信大テニスクラブ m1a7 松沢新一 まつざわ ＳＥ光学
m234 草間克郎 くさま ＳＥ松塩 m17G 松下友紀 まつした ＳＥ富士見⑦/ドロップキャッツ
w122 国峰美鈴 くにみね ＴＤＫ mc54 松田弘毅 まつだ 東京特殊電線
m525 久保吉人 くぼ ＪＲ東日本⑬ m459 松永慎一郎 まつなが 富士電機松本
m03G 窪田優希 くぼた 長野県庁⑭ m16A 松林直臣 まつばやし 八十二銀行
m14C 久保田誠 くぼた 新光電気 m489 松原寿一 まつばら シメオ精密小諸
md3B 窪田剛 くぼた 上田日本無線2⑨ w445 松村亜貴子 まつむら 富士電機松本
m236 久保田紀彦 くぼた ＳＥ松塩 m845 松村義郎 まつむら エムケー精工⑭
m531 熊谷東洋司 くまがい ＪＲ東日本 md54 松本綾美 まつもと 松本信用金庫
m532 熊谷俊輔 くまがや ＪＲ東日本⑬ md73 松本直樹 まつもと 松山テニスクラブ
m1aN 熊谷克也 くまがや ＳＥ光学⑨ m26A 松本康裕 まつもと ＳＥ諏訪
md3H 熊倉仁志 くまくら 上田日本無線2⑬ m1a4 松本賢一郎 まつもと ＳＥ光学
m45L 熊田恵志郎 くまだ 富士電機松本 me47 松本健太郎 まつもと ＫＯＡ
w132 倉石智香子 くらいし 新光電気 m11X 真山雄大 まやま ＴＤＫ⑭
m26L 倉科久樹 くらしな ＳＥ松本南⑪ m09E 眞山雄大 まやま ＴＤＫ⑬
m07V 倉嶋誉 くらしま キッセイ薬品穂高 m39S 丸子裕之 まるこ オリンパス光学辰野⑬
mc7K 倉田幸洋 くらた 長野県教職員組合⑭ m823 丸田浩之 まるた 双信電機
md72 倉田泰徳 くらた 松山テニスクラブ m26N 丸茂尚也 まるも ＳＥ豊科⑬
m033 栗林一彦 くりばやし 長野県庁 m159 丸山俊哉 まるやま 八十二銀行
m716 黒岩崇 くろいわ 日信工業/ＨＥＲＯ’Ｓ m03C 丸山陽輔 まるやま 長野県庁⑫
mc58 黒澤めぐみ くろさわ 東京特殊電線⑨ m04R 丸山稔 まるやま 長野県庁
w021 小池洋子 こいけ 信大テニスクラブ w213 上條恵子 まるやま 松本市役所
md37 小池正次 こいけ 上田日本無線2⑨ w217 丸山佳緒里 まるやま 松本市役所
m248 小池利明 こいけ ＳＥ豊科 m221 丸山悦夫 まるやま 松本市水道局
m267 小池法誉 こいけ ＧＡＣ me33 丸山大輔 まるやま 松本市上下水道局/☆茅野市役所

md56 小泉綾子 こいずみ 松本信用金庫 m055 丸山喜正 まるやま キッセイ薬品穂高
w207 小出澤千夏 こいでざわ ＳＥ諏訪 m254 丸山邦雄 まるやま ＳＥ松塩
wz84 小岩井信子 こいわい ＺＵＣＣＡ m22S 三澤宣剛 みさわ 松本市上下水道局⑭
wz61 纐纈とも子 こうきつ Ｙａｍ mb28 三澤稔 みさわ ＧＡＣ/yam2⑧
mz63 纐纈選 こうきつ Ｙａｍ m198 水垣浩一 みずがき ＳＥ富士見
m53F 河野翔太 こうの ＪＲ東日本⑭ m43J 三田村直毅 みたむら 長野日本無線⑬
w20G 小坂めぐみ こさか ＳＥ広丘⑤ m02M 三井義文 みつい 信大テニスクラブ⑭
md5A 輿宏幸 こし 松本信用金庫⑭ w014 三井貞代 みつい 信大テニスクラブ
md51 腰原康弘 こしはら 松本信用金庫 m22D 三井康弘 みつい 松本市役所
ma67 小島祐吾 こじま 日精樹脂工業 m39A 源幸昭 みなもと オリンパス光学辰野
m14E 小島由巳 こじま 新光電気2/四六会 ma51 峯村和孝 みねむら 日置電機/四六会
m07E 小島康成 こじま キッセイ薬品 m539 峯村朋和 みねむら ＪＲ東日本⑭
w201 小島友美 こじま ＳＥ諏訪 m43K 宮井秀次 みやい 長野日本無線⑬
m22V 古謝彰貞 こしゃ 松本市上下水道局⑭ m706 宮川武一 みやがわ 日信工業
mz65 後町正人 ごちょう Ｙａｍ w805 宮川絵理 みやがわ 上田市役所
m12D 後藤宗人 ごとう ＴＤＫ m844 宮川和司 みやがわ エムケー精工⑭
m455 小林俊之 こばやし 富士電機松本 m486 宮坂裕一 みやさか わあむほーる
m16K 小林慶亮 こばやし 八十二銀行⑪ m393 宮坂富雄 みやさか オリンパス光学辰野
m16I 小林弘幸 こばやし 八十二銀行⑦ m209 宮坂光敏 みやさか ＳＥ諏訪南
m00A 小林圭介 こばやし 帝国ピストンリング2 w208 宮坂美季子 みやさか ＳＥ諏訪
m00B 小林優 こばやし 帝国ピストンリング2 m20P 宮坂満 みやさか ＳＥ広丘⑭
m43E 小林健一 こばやし 長野日本無線 mb27 宮坂国広 みやさか ＧＡＣ
m430 小林芳行 こばやし 長野日本無線 m06B 宮阪利明 みやさか キッセイ薬品穂高⑭
m874 小林陽 こばやし 長野市役所⑫ m12T 宮崎哲夫 みやざき ＴＤＫ
m04X 小林信之 こばやし 長野県庁松本合庁⑧ m496 宮沢学 みやざわ シメオ精密小諸
w031 小林恵子 こばやし 長野県庁 m056 宮沢和弘 みやざわ キッセイ薬品穂高
w032 小林みどり こばやし 長野県庁 m324 宮沢寛徳 みやざわ Ｙａｍ
w038 小林沙織 こばやし 長野県庁 w20E 宮澤恵美 みやざわ ＳＥ広丘⑤
m14I 小林大樹 こばやし 新光電気2 m16G 宮下英明 みやした 八十二銀行⑦
w802 小林薫 こばやし 上田市役所 my86 宮下一郎 みやした Ｙａｍ/たけぶちクラブ
m22T 小林淳一郎 こばやし 松本市上下水道局⑭ w20F 宮下幸 みやした ＳＥ広丘⑤



md75 小林茂喜 こばやし 松山テニスクラブ md43 宮島洋司 みやじま 平和時計
m482 小林松孝 こばやし シメオ精密小諸 m542 宮島英彰 みやじま 山洋電気
m07N 小林広明 こばやし キッセイ薬品穂高 mc64 宮原宣浩 みやはら 長野県教職員組合
m39N 小林宙斗 こばやし オリンパス光学辰野⑩ mc51 宮原孝夫 みやばら 東京特殊電線
wz86 小林三千代 こばやし ＺＵＣＣＡ⑤ m401 宮前章 みやまえ ＳＥ富士見⑦
mz69 小林学 こばやし Ｙａｍ m24V 宮本明宣 みやもと ＳＥ松本南
m193 小林雅之 こばやし ＳＥ諏訪 md28 宮山仁 みややま 上田日本無線2
m24T 小林浩 こばやし ＳＥUNO mf51 宮脇広志 みわわき コトヒラ工業⑨
mb37 小林 こばやし ＧＡＣ⑭ m71J 向井？ むかい 日信工業⑬
w391 駒井恵里 こまい オリンパス光学辰野 w385 向山恵美 むかいやま オリンパス光学辰野
m11P 駒崎洋亮 こまざき ＴＤＫ⑭ m919 武捨久史 むしゃ ミヨタ⑬
w449 小松文恵 こまつ 富士電機松本 my87 村上正樹 むらかみ 松本信用金庫/たけぶちクラブ
m749 小松茂 こまつ 岡谷市役所 m39M 村瀬真二 むらせ オリンパス光学辰野⑩
m23S 小松真大 こまつ ＳＥ松本南⑭ w442 熊田容子 むらやま 富士電機松本
w123 駒村広美 こまむら ＴＤＫ mc7L 村山武彰 むらやま 長野県教職員組合⑭
m09D 駒村広美 こまむら ＴＤＫ⑩ w133 村山道子 むらやま 新光電気
m1aG 五味良彦 ごみ ＳＥ豊科 m22P 村山聖 むらやま 松本市役所
m529 込山幹夫 こみやま ＪＲ東日本 w222 村山瑞沙 むらやま 松本市役所
m006 小山昌美 こやま 帝国ピストンリング m451 村山竜一 むらやま ＳＥ諏訪⑪
m802 小山晃 こやま 上田市役所 w446 望月里美 もちづき 富士電機松本
m084 小山充 こやま わあむほーる⑬/★樫山工業 m04J 望月清光 もちづき 長野県庁松本合庁
m841 小山義之 こやま エムケー精工⑭ mz62 望月聖二 もちづき Ｙａｍ
mb31 小山明宏 こやま ＧＡＣ me42 本島勇一 もとじま ＫＯＡ
m71D 斉藤正樹 さいとう 日信工業 m296 本村直樹　 もとむら ＪＤＬ松本⑧
wc7A 斎藤伶子 さいとう 長野県教職員組合⑭ w013 桃井やよい ももい 信大テニスクラブ
wc72 黒岩奈美 さいとう 長野県教職員組合 mz64 森田厚志 もりた Ｙａｍ
w015 斉藤知子 さいとう 信大テニスクラブ m009 矢崎俊介 やざき 帝国ピストンリング
wz8B 斉藤かな さいとう ＺＵＣＣＡ⑩ m09B 矢里晴司 やざと ＴＤＫ⑩
m12I 斉藤雅洋 さいとう ＴＤＫ⑨ m151 安田明広 やすだ 八十二銀行
m259 斉藤和行 さいとう ＳＥ豊科⑪ m02H 柳川貴雄 やながわ 信大テニスクラブ⑧
m042 酒井信一 さかい 長野県庁 m07C 柳孝志 やなぎ キッセイ薬品穂高
wc76 酒井裕子 さかい 長野県教職員組合⑥ w052 柳伸子 やなぎ キッセイ薬品
m1aQ 酒井雅行 さかい ＳＥ光学⑩ m162 柳沢研治 やなぎさわ 八十二銀行
ma5B 坂田祐介 さかた 日置電機⑦/セットアップ w220 柳沢亜由美 やなぎさわ 松本市役所/ＺＵＣＣＡ④
m20B 坂田秀文 さかた ＳＥ諏訪南 my57 柳沢鮎美 やなぎさわ 高遠TC⑪
w247 坂野通子 さかの ＳＥ諏訪 m910 柳沢孝通 やなぎさわ ミヨタ
m20M 阪本英則 さかもと ＳＥ諏訪 m99L 柳澤綾 やなぎさわ シナノケンシ⑨
mc5A 先田卓也 さきた 東京特殊電線⑫ m22Q 栁原一也 やなぎはら 松本市役所⑧
mc75 柵山寛之 さくやま 長野県教職員組合/桃崎G m803 矢幡嘉幸 やはた 上田市役所
m817 桜井俊哉 さくらい 上田市役所/ＨＥＲＯ’Ｓ m020 薮原公徳 やぶはら 信大テニスクラブ
ma72 桜田誠一 さくらだ 日精樹脂工業 m02J 薮原みゆき やぶはら 信大テニスクラブ⑨
m014 佐々木今朝重 ささき 信大テニスクラブ m481 山浦卓也 やまうら シメオ精密
w017 佐々木千加子 ささき 信大テニスクラブ w237 柳沢真紀子 やまぎさわ ＳＥ松塩
m268 佐々木伴行 ささき ＳＥ豊科 m426 山岸正彦 やまぎし 長野日本無線
m71M 佐々木 ささき 日信工業⑭ md3C 山岸裕 やまぎし 上田日本無線2⑨
m02P 佐塚孝文 さづか 信大テニスクラブ⑭ w075 山岸美香 やまぎし キッセイ薬品⑭
ma5D 佐藤徹夫 さとう 日置電機⑬ ma45 山口力 やまぐち 日置電機
mc45 佐藤誠道 さとう 東京特殊電線 mc7G 山口和幸 やまぐち 長野県教職員組合⑨
m43L 佐藤修 さとう 長野日本無線⑬ w985 山口由美 やまぐち シナノケンシ
m558 佐藤寛之 さとう 山洋電気 m39Q 山口朗 やまぐち オリンパス光学辰野⑪
m487 佐藤克己 さとう シメオ精密小諸 wz62 山口雅美 やまぐち Ｙａｍ
m1aV 佐藤定信 さとう ＳＥ松本南/☆ＳＥ光学⑪ m12Z 山口淳 やまぐち ＴＤＫ
w199 佐藤八千代 さとう ＳＥ広丘 w254 山越理恵 やまこし ＳＥ豊科
m533 佐藤浩紀 さとう ＪＲ東日本⑬ m169 山崎千治 やまざき 八十二銀行
mb36 佐藤直樹 さとう ＧＡＣ⑧ m00E 山崎亮 やまざき 帝国ピストンリング⑬
m14K 里見翔平 さとみ 新光電気⑨ m877 山﨑秀明 やまざき 長野市役所⑫
m905 里見一幸 さとみ ミヨタ m04B 山嵜哲哉 やまざき 長野県庁松本合庁
m196 佐野良夫 さの ＳＥ光学 m032 山崎成史 やまざき 長野県庁
m232 沢田繁 さわだ ＳＹＣ/すがの台TC/すがの55 w134 山崎美由理 やまざき 新光電気
wc24 沢本咲幸 さわもと ＳＹＣ⑥ w804 山崎敦子 やまざき 上田市役所
ma76 塩入公彰 しおいり 日精樹脂工業⑨ m815 山崎幸雄 やまざき 上田市役所
m917 塩沢慎也 しおざわ ミヨタ⑫ m545 山崎徹 やまざき 山洋電気
m003 塩原高男 しおはら 帝国ピストンリング2 w983 山崎直美 やまざき シナノケンシ
m443 重田善弘 しげた 富士電機松本 m39L 山澤佳嗣 やまざわ オリンパス光学辰野⑨



m846 繁野晃 しげの エムケー精工⑭ m16H 山田尚那 やまだ 八十二銀行⑦
w253 柴田明子 しばた ＳＥ豊科 m04S 山田晃也 やまだ 長野県庁松本合庁
w20D 柴田奈都子 しばた ＳＥ広丘⑤ w036 山田のりこ やまだ 長野県庁
m45S 島田高志 しまだ 富士電機松本 mc7C 山田哲生 やまだ 長野県教職員組合
m04H 島田剛志 しまだ 長野県庁 m135 山田直登 やまだ 新光電気2
m23J 島津雅光 しまづ ＳＥ松本南/ＳＥＵＮＯ⑬ mf43 山田和人 やまだ コトヒラ工業
m39G 島袋敦史 しまぶくろ オリンパス光学辰野 m12Q 山田英司 やまだ ＴＤＫ
ma42 清水徳之 しみず 日置電機 m23K 山田智仁 やまだ ＳＥ松本南⑪
m00C 清水俊成 しみず 帝国ピストンリング2 m524 山田義春 やまだ ＪＲ東日本/ＨＥＲＯ’Ｓ
m07X 清水友弘 しみず キッセイ薬品 w824 山本さとみ やまもと 双信電機
m876 下里真倫 しもざと 長野市役所⑫ m215 山本利明 やまもと 松本市役所
m03F 下村成宣 しもむら 長野県庁⑬ w218 山本典子 やまもと 松本市役所
m756 下村 しもむら 岡谷市役所⑭ m988 山本幸伸 やまもと シナノケンシ
m249 白石康久 しらいし ＳＥ松本南 m521 雪入裕次 ゆきいり ＪＲ東日本
m801 白鳥淳 しらとり 上田市役所 w035 湯本美樹 ゆもと 長野県庁
m14L 白木聡史 しろき 新光電気⑫ m1aS 湯本昇 ゆもと ＳＥ光学⑩
md32 城倉良和 しろくら 上田日本無線 m26G 横澤 よこ ＳＥ豊科⑦
m81H 信藤寛明 しんどう 上田市役所⑨ w011 横内久美子 よこうち 信大テニスクラブ
md55 杉浦直紀 すぎうら 松本信用金庫 m145 横田善二 よこた 新光電気
m39J 杉崎紀行 すぎざき オリンパス光学辰野⑧ w387 横田亜紀 よこた オリンパス光学辰野
m822 杉山郁俊 すぎやま 双信電機 m25B 横田学 よこた ＳＥ松本南/☆ＳＥ松塩⑬
m222 杉山幹夫 すぎやま 松本市役所 m24Z 横手伸祐 よこて ＳＥ広丘
m39R 鋤柄琢磨 すけがら オリンパス光学辰野⑫ m16J 横山健治 よこやま 八十二銀行⑧
m22B 鈴木孝 すずき 松本市水道局 m875 義家文成 よしいえ 長野市役所⑫
mx83 鈴木力 すずき ＳＥUNO/ぷっちうの md4B 吉岡侑 よしおか 平和時計⑬
m298 鈴木泰斗 すずき ＪＤＬ松本⑪ m22N 吉岡 よしおか 松本市水道局
w389 須田佳代子 すだ オリンパス光学辰野 wc73 吉川佳子 よしかわ 長野県教職員組合
m17K 須藤泰宏 すどう ＳＥ青柳⑬/ＳＥ富士見⑩ ma43 吉澤茂正 よしざわ 日置電機
m497 春原磨 すのはら シメオ精密小諸 m121 吉田誠 よしだ ＴＤＫ
m39F 巣山拓郎 すやま オリンパス光学辰野 m488 吉野憲夫 よしの シメオ精密小諸
m71F 関亮祐 せき 日信工業⑧ m53B 吉村良夫 よしむら ＪＲ東日本⑭
m81C 関淳一 せき 上田市役所 m45T 吉渡新一 よしわたり 富士電機松本
m99I 関和也 せき シナノケンシ ma66 依田秀伸 よだ 日精樹脂工業
m989 関利幸 せき シナノケンシ mc48 依田信次 よだ 東京特殊電線⑭
w244 関久美子 せき ＳＥ松塩 mc47 依田直人 よだ 東京特殊電線
m421 関野兼一 せきの 長野日本無線 md39 依田雅志 よだ 上田日本無線2⑨
wz85 川内丸あずさ せんだいまるＺＵＣＣＡ my12 依田哲郎 よだ わあむほーる/東信選抜ユース

m483 袖山勝巳 そでやま シメオ精密/わあむほーる m264 依田剛 よだ ＳＥ豊科
mz67 曾根原和紀 そねはら Ｙａｍ m522 依田敦夫 よだ ＪＲ東日本
mx30 園山卓也 そのやま ＳＥ青柳⑬/ＳＥ富士見⑦/セットアップ m238 米沢隆雄 よねざわ ＳＥ広丘
w390 征矢千春 そや オリンパス光学辰野 w448 米田政美 よねだ 富士電機松本
w825 大工原美奈子 だいくはら 双信電機 md48 米山文英 よねやま 平和時計
w205 高井摂子 たかい ＳＥ広丘 m523 米山仁 よねやま ＪＲ東日本
m45E 高木郁夫 たかぎ 富士電機松本 m45H 若井常雄 わかい 富士電機松本
wz56 高木智加 たかぎ キッセイ薬品/ＨＯＴ＆ＣＯＯＬ ma78 若林俊一 わかばやし 日精樹脂工業⑩
m037 高嶋修 たかしま 長野県庁松本合庁 md3F 若林大翼 わかばやし 上田市役所⑬/上田日本無線⑫

w982 高野裕美子 たかの シナノケンシ m816 若林昭 わかばやし 上田市役所
m12H 高野研一 たかの ＴＤＫ w072 若林美緒 わかばやし キッセイ薬品⑦
m91A 高萩好郎 たかはぎ ミヨタ⑭ m23B 若林繁美 わかばやし ＳＥ松塩
md41 高橋彰 たかはし 平和時計 m286 若林英夫 わかばやし ＪＤＬ松本/Ｙａｍ
mc7E 高橋健一 たかはし 長野県教職員組合⑧ m17L 鷲尾裕一 わしお ＳＥ諏訪⑩
m02L 高橋智生 たかはし 信大テニスクラブ⑩ m548 和田有司 わだ 山洋電気
md22 高橋修一 たかはし 上田日本無線 m036 渡辺晴雄 わたなべ 長野県庁松本合庁
m741 高橋一博 たかはし 岡谷市役所 mc7J 渡部健介 わたなべ 長野県教職員組合⑫
wz89 高橋裕子 たかはし ＺＵＣＣＡ⑦ wc78 渡辺幸子 わたなべ 長野県教職員組合⑧
mb35 高橋優一 たかはし ＧＡＣ m155 綿貫昇 わたぬき 八十二銀行
m83H 高橋芳 たかはし 双信電機⑧
m83F 高山慶次 たかやま 双信電機
w211 高山恒美 たかやま 松本市役所
m22L 高山明博 たかやま 松本市水道局
m223 高山昇 たかやま 松本市水道局
m228 高山芳伯 たかやま 松本市水道局
m397 高山真 たかやま オリンパス光学辰野
m04T 滝沢正崇 たきざわ 長野合庁/ＧＯＡ


