３０周年記念 表彰者一覧【第20回（2010年） ～ 第31回（2021年）】

第20回２０１０年

MVP
優秀選手
長野リーグ男子

第21回２０１１年

第22回２０１２年

谷川信二（ｼｰﾄﾞｴﾑﾂｰｵｰ） 野村智弘(新光電気)

岡崎眞也(SE諏訪)
野村智弘(新光電気)

新妻達也（SE諏訪）

小林雅之(SE諏訪)
阪本英則(SE諏訪)

特別表彰（優秀新人）

MVP
長野県女子チーム対抗戦・長野ﾘｰｸﾞ女子 敢闘優秀選手

藤松崇(ｷｯｾｲ薬品)
野村智弘(新光電気)
該当なし
奥原明恵(ｷｯｾｲ薬品)

実業団３部リーグ

第25回２０１５年
岡崎眞也(SE諏訪)
松崎聡(高遠TC)

該当なし
濱明恵(ｷｯｾｲ薬品)

該当なし
該当なし
松尾日加里(ｷｯｾｲ薬品) 市川有紗(ｷｯｾｲ薬品)

土橋亜希(長野県教職員組合) 池上美鈴(長野県教職員組合） 池上美鈴(長野県教職員組合) 谷川卯月(長野県教職員組合)
谷川卯月(長野県教職員組合)

該当なし
市川有紗(ｷｯｾｲ薬品)
小坂俊輔(松本市役所) 伊与田智仁(高遠TC）
横山健治(八十二銀行) 上田旨一(SE広丘）
米澤隆雄(SE広丘)
優秀選手
大浦信輔（帝国ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ） 山本利明(松本市役所)
岡澤昌廣(長野日本無線) 宮下英明(八十二銀行)
坂田祐介(日置電機)
敢闘選手
林浩司（上田日本無線） 中井弘之(ソニー生命) 金田輝哉(ｿﾆｰEMCS長野)
竹村剛昇（KOA)
村山竜也(IHIシバウラ) 加藤俊（KOA）
平林健児（茅野市役所） 三澤稔（GAC）
戸田英利(JDL松本)
優秀選手
中澤孝和（ソニー生命） 金田輝哉(ｿﾆｰEMCS長野) 滝沢正宗(松本合庁)
松浦由幸(SE青柳）
小池法誉(GAC)
桜井雅文（ソニー生命） 小林篤史(GOA）
田中高広(GOA）
里見一幸（ｼﾁｽﾞﾝﾌｧｲﾝﾃｯｸﾐﾖﾀ） 戸田英利(JDL松本)
秋山克良(ｷｯｾｲ薬品)
優秀選手
葛谷泰幸（ｿﾆｰEMCS長野） 桜井俊哉(上田市役所) 岩村慎司(日信工業)
上條琢也(松本信用金庫）
土屋雅憲(双信電機)
吉渡新一(富士電機）
山浦卓也(ｼﾁｽﾞﾝﾌｧｲﾝﾃｯｸﾐﾖﾀ） 該当なし
100勝（特別表彰） 該当なし
該当なし
該当なし
該当なし

50勝 男子
50勝 女子
30勝 男子

該当なし
阪本英則（SE諏訪）
上條清和(SE諏訪)

第26回２０１６年
小林雅之(SE諏訪)

第28回２０１８年

第29回２０１９年

辻田康太郎(上田市役所) 石岡孝浩(ｱｰｽ製薬)

第27回２０１７年

石岡孝浩(ｱｰｽ製薬)
市川真吾(長野県庁)

第30回２０２０年
小林雅之(SE諏訪)
押金浩(長野県庁)

神林裕太郎(八十二銀行) 市川真吾(長野県庁)

岡崎眞也(SE諏訪)

筒井康隆(高遠TC)

辻田康太郎(上田市役所) 栁原一也(松本市役所) 宮坂満(SE広丘)

小林雅之(SE諏訪)

該当なし
青木利晃（新光電気）
久保田誠(新光電気)

該当なし
柵山寛之(長野県教職員組合)

該当なし
市川有紗(ｷｯｾｲ薬品)
該当なし

該当なし
筒井靖隆(高遠TC)

該当なし
大浦悠紀(TPR)
金田輝哉(ｿﾆｰEMCSながの) 鶴田雄介(SE広丘)
掛川伸一(山洋電気)
米澤隆雄(SE広丘)

該当なし
市川有紗(ｷｯｾｲ薬品)
該当なし

神林裕太郎(八十二銀行) 辻田康太郎(上田市役所) 該当なし

松尾日加里(ｷｯｾｲ薬品) 市川有紗(ｷｯｾｲ薬品)
該当なし
該当なし

市川有紗(ｷｯｾｲ薬品)
該当なし

該当なし
濱明恵(ｷｯｾｲ薬品)
松浦愛(ZUCCA)

20勝 男子
20勝 女子

該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
宮下英明(八十二銀行) 辻田康太郎(上田市役所) 依田哲郎(わあむほーる) 唐沢祐輝(Yam)
宮下一郎(Yam)
岡澤昌廣(長野日本無線) 藤松崇(ｷｯｾｲ薬品)
袖山勝巳(わあむほーる) 義家文成（長野市役所) 宮下一郎(Yam)

金田輝哉(ｿﾆｰEMCS長野) 青木裕士（長野県教職員組合） 岡澤昌廣(長野日本無線) 太田知則(岡谷市役所) 西澤翔(エムケー精工)

宮島英彰(山洋電気)
若林大翼(上田日本無線) 大池清(わあむほーる)
富松雄介(上田日本無線)
関亮祐(日信工業)
依田哲郎(わあむほーる)
田中高宏(GOA)
岩村慎司(日信工業)
丸茂尚也(SE豊科)
藤沢誓一(日精樹脂)
伊藤潤(双信電機)
高山慶次(双信電機)
井上健(SEUNO)
伊与田智仁(オリンパス辰野) 坂田裕介(日置電機)
竹村剛昇(KOA)
冨沢繁利(シナノケンシ)
古川敬二(ｼﾁｽﾞﾝﾌｧｲﾝﾃｯｸﾐﾖﾀ) 該当なし
阪本英則(SE諏訪)
該当なし

藤松崇(ｷｯｾｲ薬品)
坂田祐介(日置電機)

藤松崇(ｷｯｾｲ薬品)
今井隼(ｴﾑｹｰ精工)
辻田康太郎(上田市役所) 下村成宜(岡谷市役所)
浅野史義(KOA)
田山浩貴(SEUNO)
中村明倫(長野市役所) 峯村和孝(日置電機)
深沢亨(信大TC)
桐生彬(SE松塩)
義家文成(長野市役所) 星野裕(松山TC)
今井隼(ｴﾑｹｰ精工)
石岡孝浩(ｱｰｽ製薬)
田山浩貴(SEUNO)
森山彰博(ｷｯｾｲ薬品)
該当なし
野村智弘(新光電気）
該当なし
上條清和(SE諏訪)
青木利晃(新光電気）
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
小坂俊輔(松本市役所) 三井康弘(松本市役所) 該当なし
市川真吾(長野県庁)

林守道(ｷｯｾｲ薬品)
大口貴之(JR東日本)
坂田祐介(日置電機)
傳田優(JR東日本)
冨沢繁利(シナノケンシ)
渡辺由祐(SE松塩)

中村明倫(長野市役所)
今井晃徳(岡谷市役所)
高橋翔(双信電機)
高橋智生(信大TC)
小池法誉(ﾃﾞﾝｿｰｴｱｸｰﾙ) 中山和也(松本信用金庫)
戸田祥太郎(ﾃﾞﾝｿｰｴｱｸｰﾙ)
桃崎孝(松本合庁)

武者久史(シチズンファインデバイス)
加藤優一(シチズンファインデバイス)

寺沢奏一(駒ヶ根市役所) 坂田祐介(日置電機)

該当なし
沢本咲幸(SYC)

該当なし
該当なし
義家文成(長野市役所) 若林大翼(上田市役所)
森山彰博(ｷｯｾｲ薬品) 太田知則(岡谷市役所)
依田哲郎(わあむほーる) 小林学(Yam)

桐生彬（SE豊科）
百瀬勇馬(富士電機)

10勝 女子

石口雅人(駒ヶ根市役所) 尾崎大輔(富士電機)

高橋翔(双信電機)

永松昌一(SE松塩)

高橋智生(信大TC)
向田篤史(SE松本南)
中村猛（JPｸﾞﾙｰﾌﾟ信越）
該当なし
該当なし
今井博一(SE諏訪)
三井康弘(松本市役所)」

市川有紗(ｷｯｾｲ薬品)
村山聖(松本市役所)
筒井靖隆(高遠TC)

吉川佳子(長野県教職員組合)

該当なし
若林美緒(ｷｯｾｲ薬品)
岡崎眞也(SE諏訪)
大浦悠紀(TPR)
栁原一也(松本市役所)
大浦信輔(TPR)

該当なし
該当なし

北沢希世子(ZUCCA)

該当なし

該当なし

若林美緒(ｷｯｾｲ薬品)

該当なし

該当なし

市川真吾(長野県庁)

岡崎眞也(SE諏訪)
村山聖(松本市役所)
野邊隆浩(TPR)
里見翔平(新光電気）
栁原一也(松本市役所)

該当なし

大浦信輔(帝国ピストンリング)

該当なし

該当なし

市川有紗(ｷｯｾｲ薬品)
松尾日加里(ｷｯｾｲ薬品)
筒井靖隆(高遠TC)
田畑善弘(高遠TC)
金井友祐(高遠TC)
松崎聡(高遠TC)
竹森恒平(長野県庁)
鶴田雄介(SE広丘)
宮坂満(SE広丘)

宮坂満(SE広丘)
筒井康隆(高遠TC)
田畑善弘(高遠TC)
金井友祐(高遠TC)
松崎聡(高遠TC)
沢本咲幸(SYC)

市川有紗(ｷｯｾｲ薬品) 該当なし
松尾日加里(ｷｯｾｲ薬品)
辻田康太郎(上田市役所)
上田旨一(SE広丘)
鶴田雄介(SE広丘)
滝澤陽(長野県庁)
石岡孝浩(ｱｰｽ製薬)
柳沼周平(ｱｰｽ製薬)
小野直哉(高遠TC)
該当なし
該当なし

筒井秀美(ｼｰﾄﾞｴﾑﾂｰｵｰ) 清水友弘(ｷｯｾｲ薬品)
宮澤賢二(ｼｰﾄﾞｴﾑﾂｰｵｰ) 長谷亮祐(長野県庁)
小松信一(ｼｰﾄﾞｴﾑﾂｰｵｰ) 市川真吾(長野県庁)

正村真一(長野県教職員組合)
山口和幸(長野県教職員組合)

矢崎俊介(帝国ピストンリング)

栁原一也(松本市役所)

該当なし

大久保英通(長野県庁)
村山聖(松本市役所)

飯田宏二(長野県教職員組合）

5勝 男子

該当なし

岡崎眞也(SE諏訪)
里見翔平(新光電気)

該当なし

該当なし

該当なし

5勝 女子
300勝(特別表彰) 該当なし
該当なし
宮島英彰（203/山洋電気） 該当なし
200勝
丸太浩之(200/双信電機)

岡澤昌廣(304/長野日本無線)
山浦卓也(203･ｼﾁｽﾞﾝﾌｧｲﾝﾃｯｸﾐﾖﾀ）

沢本咲幸(SYC)
松尾日加里(ｷｯｾｲ薬品)
市川有紗(ｷｯｾｲ薬品)
該当なし
該当なし
古川敬二(201/ﾌｧｲﾝﾃｯｸﾐﾖﾀ) 該当なし

渡辺幸子(長野県教職員組合)

唐澤瑞貴(ｷｯｾｲ薬品)

上田旨一(SE広丘)
滝澤陽(長野県庁)
宮下英明(八十二銀行) 大山勇斗(長野県庁)
増田雄一(八十二銀行) 辻田康太郎(上田市役所)
神林裕太郎(八十二銀行) 横手伸祐(SE広丘)
横山健治(八十二銀行) 小野直哉(高遠TC)
大久保尚弥(高遠TC)
石岡孝浩(ｱｰｽ製薬)
柳沼周平(ｱｰｽ製薬)
脇惇弥(ｱｰｽ製薬)
深草めぐみ(長野県教職員組合)
該当なし

該当なし
該当なし
太田知則(岡谷市役所) 戸田英利(JDL松本)

該当なし
小林雅之(SE諏訪)

藤井貴之(ｱｰｽ製薬)
中西紀人(ｱｰｽ製薬)
池田祐人(ｱｰｽ製薬)
桜井俊哉(上田市役所)
若林大翼(上田市役所)
鷲尾裕一(SE諏訪)
白木聡史(新光電気)

200試合出場

全実業団リーグ７（団体戦）100勝＆100試合出場選手

100試合出場

長谷川守(オリンパス光学辰野)

田中仁史(日置電機）

竹村剛昇(KOA)
小口智(SE広丘)

該当なし

大久保英通(長野県庁)
大久保尚弥(高遠TC)
藤井貴之(ｱｰｽ製薬)
中西一仁(ｱｰｽ製薬)

中西紀人(ｱｰｽ製薬)
該当なし
押金浩(長野県庁)
若林大翼(上田市役所)
桜井俊哉(上田市役所)

渡辺幸子(長野県教職員組合)

該当なし

唐澤瑞貴(ｷｯｾｲ薬品)
押金浩(長野県庁)
桃崎孝(長野県庁)
美濃羽弘樹(SE広丘)

該当なし

岸田淳(長野日本無線) 跡部翔太(長野市役所)
小林大樹(新光電気)
村山竜一(SE諏訪)
森山彰博(ｷｯｾｲ薬品)
林守道(ｷｯｾｲ薬品)

該当なし

該当なし
該当なし

該当なし
該当なし

該当なし
該当なし

川上学(松本合庁)
上水裕美子(SYC)

大浦信輔(TPR)
三澤稔(ﾃﾞﾝｿｰｴｱｸｰﾙ)
小山昌美(TPR)
桜井俊哉(上田市役所)
柳孝志(ｷｯｾｲ薬品)
藪原公徳(信大TC)
深澤賢二(SE豊科)
青木利晃(新光電気)
宮下英明(八十二銀行)
市川真吾(長野県庁)
唐沢祐輝(Yam)

角田愛(長野県教職員組合)

細谷和美(ZUCCA)

網倉泰二(200/富士電機松本)

秋山克良(ｷｯｾｲ薬品穂高） 桜井俊哉(上田市役所) 林守道(ｷｯｾｲ薬品)

阪本英則(SE諏訪)
塩原高男(TPR)
上條清和(SE諏訪)

大浦信輔（TPR）

該当なし

大石秀樹(八十二銀行)

深沢賢二(SE豊科)
三澤稔(ﾃﾞﾝｿｰｴｱｸｰﾙ)
小山充(わあむほーる)
大沢光博(ｼﾁｽﾞﾝ時計ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ)

今井博一(SE諏訪)
坂田祐介(日置電機)

小沢重成(ｷｯｾｲ薬品穂高) 宮島洋司(ｼﾁｽﾞﾝ時計ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ) 影山洋介(SE青柳)
新妻達也(SE諏訪)
中沢潤(日精樹脂)
田中智教(ｿﾆｰEMCS長野） 川音正夫(JDL松本)
宮坂国広(GAC)
宮下英明(八十二銀行) 春日孝広(新光電気2)

岸田淳(長野日本無線)
小松茂(岡谷市役所）
靏栄治(ｷｯｾｲ薬品)
荒井修(東京特殊電線） 大沢光博(ｼﾁｽﾞﾝ平和時計）
内川洋一(KOA）
黒岩崇(日信工業）
田山浩貴(SEUNO)

大浦信輔(帝国ピストンリング)

該当なし

該当なし
該当なし

米澤隆雄(200/SE広丘)

原田弘（201/ｷｯｾｲ薬品）
傳田利光(松本合同庁舎) 西島英典(東京特殊電線) 久保田紀彦(SE松塩)
細田伸一(八十二銀行) 田村英明(ｼﾁｽﾞﾝﾌｧｲﾝﾃｯｸﾐﾖﾀM) 原田弘(ｷｯｾｲ薬品)
村山和男(ｼｰﾄﾞｴﾑﾂｰｵｰ) 吉田誠(TDK)
川上学(長野県庁)
山浦隆幸(軽井沢町役場)
林浩司(上田日本無線)
水垣浩一(SE富士見)

久保田誠(新光電気)
阪本英則（SE諏訪）
田渕慎司(日置電機）
三澤稔(GAC)
張俊華(SE松塩)
飯島透(日精樹脂工業)
太田孝裕(エプソンID)
宮澤寛徳（Yam）
若林昭（上田市役所）

該当なし
松崎聡(高遠TC)
辻田康太郎(上田市役所) 石岡孝浩(ｱｰｽ製薬)
田畑善弘(高遠TC)
柳沼周平(ｱｰｽ製薬)
上田旨一(SE広丘)
該当なし
該当なし

松浦愛(ZUCCA)

田村英明(207/ｼﾁｽﾞﾝﾌｧｲﾝﾃｯｸﾐﾖﾀ) 藤沢誓一(207/日精樹脂) 青沼信二(長野県庁)
峯村和孝(207/日置電機) 太田知則(岡谷市役所) 古田成章（207/TPR）
藤井隆男(松本合庁)
浜光彦(帝国ピストンリング） 小林雅之(206/SE諏訪) 林守道(202/ｷｯｾｲ薬品） 野村智弘(205/新光電気） 富松雄介(206/上田日本無線) 千野敏夫(203/JDL松本) 高嶋修(204/松本合庁) 塩原高男(TPR)
福田哲也(204/IHIシバウラ) 宮坂裕一(203/わあむほーる) 林浩司(200/上田日本無線) 秋山克良(ｷｯｾｲ薬品穂高)
土屋雅憲(204/双信電機) 吉田誠(201/TDK)
久保田紀彦(SE松塩)
帖佐修平(203/帝国ピストンリング)
三井康弘(202/松本市役所) 袖山勝巳(203/わあむほーる・上田日本無線)
西島英典(東京特殊電線)
上原一昭(202/ﾙﾈｻｽ東日本ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀ)

100勝

該当なし
宮坂満(SE広丘)

太田郁枝(ZUCCA)
上條松美(ZUCCA)

古川敬二(208/ｼﾁｽﾞﾝﾌｧｲﾝﾃｯｸﾐﾖﾀ) 平嶋賢治(209/ﾙﾈｻｽ東日本ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀ)

全実業団リーグ（団体戦）200勝＆200試合出場選手

松崎本夢(オリンパス光学辰野)

正村康彦(JPｸﾞﾙｰﾌﾟ信越) 大津勇介(信大TC)

該当なし
藤松崇(ｷｯｾｲ薬品)
宮坂満(SE諏訪)
村山聖(松本市役所)

該当なし
市川真吾(長野県庁)

該当なし

石口雅人(駒ヶ根市役所)

中山和也(松本信用金庫)

上水裕美子(SYC)
該当なし
該当なし
栁原一也(松本市役所) 岡澤昌廣(長野日本無線) 該当なし
岡崎眞也(SE諏訪)

該当なし
該当なし

犬飼紫乃(ZUCCA)

杉森優輝(KOA)

該当なし
該当なし

堀内政幸(長野県教職員組合)

10勝 男子

該当なし

徳永直也(長野市役所) 桐生彬(SE豊科)
中山和也(松本信用金庫) 花岡和輝(KOA)
該当なし
該当なし
米澤隆雄(SE広丘)
市川真吾(長野県庁)

吉川佳子(長野県教職員組合)
青木裕士(長野県教職員組合)

該当なし

該当なし

若林俊一(日精樹脂)
宮本明宜(SE松塩)
該当なし
小坂俊輔(松本市役所)

奥原明恵(ｷｯｾｲ薬品) 中野知葉(ｷｯｾｲ薬品）
新妻達也（SE諏訪）
藤松崇(ｷｯｾｲ薬品)
小坂俊輔（松本市役所）

谷川信二(ｼｰﾄﾞｴﾑﾂｰｵｰ) 該当なし

長野リーグ〇〇勝選手 男子

鶴田雄介(SE広丘)

山岡翠(長野県教職員組合) 角田愛(長野県教職員組合)

袖山勝巳(ｼﾁｽﾞﾝﾌｧｲﾝﾃｯｸﾐﾖﾀ）

30勝 女子

第31回２０２１年
跡部翔太(長野市役所)
小林雅之(SE諏訪)

市川真吾(長野県庁)

優秀新人選手 該当なし
市川真吾（長野県庁）
MVP

実業団２部リーグ

第24回２０１４年

古川敬二(ｼﾁｽﾞﾝﾌｧｲﾝﾃｯｸ) 長谷川結城(ｼﾁｽﾞﾝﾌｧｲﾝﾃｯｸ) 小坂俊輔(松本市役所) 小坂俊輔(松本市役所) 栁原一也(松本市役所) 米澤隆雄(SE広丘)

敢闘選手

実業団１部リーグ

第23回２０１３年

栁原一也(松本市役所) 岡崎眞也(SE諏訪)
小林雅之(SE諏訪)
市川真吾(長野県庁)

片倉和夫(KOA)

小山明宏(GAC)

滝沢文昭(山洋電気)

上原義彦(上田日本無線) 小林健一（長野日本無線) 坂田祐介(日置電機)
熊田恵志郎(富士電機松本) 牛沢孝太郎(岡谷市役所) 小池法誉(GAC)

宮坂満(SE青柳)
山田直登(新光電気）
青木裕士(長野県教職員組合)
伊与田智仁(オリンパス辰野)
谷川卯月(長野県教職員組合)

野邊隆浩(TPR)

田中邦章（SE松塩)
大科大(わあむほーる)
小坂俊輔(松本市役所)
鬼頭剛(信大TC)
小林大樹(新光電気）
石井耕二(日精樹脂)
大池清(わあむほーる)

堀内政幸(長野県教職員組合)

松本健太郎(KOA)
橋本信(コトヒラ工業)
宮本明宣(SE松本南)
筒井康隆(高遠TC)

富松雄介(上田日本無線) 田中仁史(日置電機)

古田成章(TPR)
宮坂満(SE広丘)
千野敏夫(JDL松本)
大浦悠紀(TPR)
久保田誠(新光電気)
小坂俊輔(松本市役所)
岸田淳(長野日本無線)
谷川卯月(長野県教職員組合)

田山浩貴(SEUNO)
小池法誉(ﾃﾞﾝｿｰｴｱｸｰﾙ)
大浦悠紀(TPR)
纐纈選(Yam)
滝沢郁也(コトヒラ工業) 唐沢祐樹(Yam)
市川真吾(長野県庁)
恩田雄介(ｷｯｾｲ薬品)
今井俊(SEUNO)
冨沢繁利(シナノケンシ)
田畑淳(岡谷市役所)
高橋一博(岡谷市役所)
池上美鈴(長野県教職員組合)
久保吉人(JR東日本)
柵山寛之(長野県教職員組合) 畠山剛(SE松塩)
金嶋朋浩(SE青柳)

横山健治(八十二銀行)
増田雄一(八十二銀行)
村山聖(松本市役所)
野中耕平(シナノケンシ)
西村元章(SE青柳)
小林優(TPR2)
上田旨一(SE広丘)
井上健（SEUNO）

小田川昇(わあむほーる) 手塚俊一(Yam)
松下友紀(SE青柳)
加藤俊(KOA)
中村明倫(長野市役所)
宮下一郎(Yam)
風間正隆(新光電気)
鈴木泰斗(JDL松本)
栁原一也(松本市役所)

加藤優一(シチズンファインデバイス)

