
長野県ソフトテニス連盟　クラブ・実業団委員会 
種別 部/順位

1部 御代田支部 HIN-HIN 佐久支部 佐久庭球会A 松本支部 パルティ松本 千曲支部 千曲クラブ 東御支部 東御雷電

2部 安曇野支部 穂高体協A 長野支部 ウィン長野 長野支部 長野新風会 伊那支部 K-POINT 松本支部 松本Ｕタンポ

3部 須坂支部 須坂竜庭会 飯田支部 飯田STC 長野支部 飯綱リゾートT.C 上田支部 上田染谷クラブ 松本支部 ｍｓｔａ

4部 中体連 中体連 波田支部 波田ＷＯＲＤ　ＲＯＢＥＲＳ 松本支部 East-Japan 長野支部 長野いこいクラブ 長野支部 とよのじゃぱん

5部 岡谷支部 岡谷ＳＴＣ 木曽支部 木曽クラブ 塩尻支部 塩尻ボンバー 長野支部 しらかばクラブ 佐久支部 佐久庭球会B

6部 長野支部 長野豊友会 千曲支部 千曲白球会 伊那支部 伊那弥生クラブ 飯田支部 飯田Ｆａｒｍ みのわ支部　 みのわフレーム

7部 安曇野支部 穂高体協C 茅野支部 ちの赤岳 丸子支部 丸子庭球会CFS 伊那支部 駒ヶ根ＳＴＣ 上田支部 六文銭

8部 松本支部 愉快な仲間たち 御代田支部 Ｆｏｒｚａ御代田ＳC 伊那支部 伊那ドラゴンフィールド 小諸支部 小諸野南クラブ

9部 佐久支部 佐久クラブ 上田支部 さなだＳＣ 朝日支部 朝日タイガース 安曇野支部 安曇野豊科

1部 長野支部 長野たけのこ 長野支部 長野裾花クラブA 佐久支部 アドバンテージ佐久 伊那支部 伊那ウィング 松本支部 ｍｓｔａ

2部 飯田支部 飯田パンプキンず 松本支部 パルティ松本 上田支部 上田プチトパーズ 東御支部 東御ビアーズ 松本支部 松本美まき会

3部 長野支部 長野裾花クラブB 岡谷支部 岡谷軟庭倶楽部 大町支部 大町クラブ 上田支部 上田ブルートパーズ 伊那支部 伊那翼

4部 茅野支部 ちのかりん 木曽支部 チームカラーズ木曽 須坂支部 須坂友庭クラブ

1部 長野支部 ウィン長野 伊那支部 伊那東駒 安曇野支部 あずみ野穂高 飯田支部 飯田STC

2部 佐久支部 佐久浅間クラブ 上田支部 上田幸村 千曲支部 千曲白球会 松本支部 松本Uタンポ

45
3部 波田支部 波田レッドパイン 塩尻支部 upup塩尻 木曽支部 林野労組　木　曽 大町支部 大町クラブ 長野支部 ＦＪＴフェローズ

1部 小諸支部 小諸クラブ 岡谷支部 岡谷庭球会 長野支部 長野裾花クラブ 岡谷支部 岡谷中部 伊那支部 伊那西駒 上田支部 上田桜花

2部 塩尻支部 塩尻ワインクラブ 長野支部 長野東雲クラブ 塩尻支部 塩尻イチイ 丸子支部 丸子球音

55

1部 長野支部 長野ふれあい 下諏訪支部 下諏訪 伊那支部 伊那天竜 中野支部 中野早起クラブ 上田支部 上田名球会

2部 松本支部 松本浅間 佐久支部 佐久クラブ 長野支部 長野百歳シニア 大町支部 大町クラブ 上田支部 上田十遊士

3部 茅野支部 ちのロックツー 飯田支部 いいだ六五郎 御代田支部 御代田いちいクラブ 岡谷支部 ダイハツ＆ＪＯＹ 塩尻支部 塩尻塩嶺クラブ

65
4部 松本支部 ひまわりの種 長野支部 吉田田町テニスクラブ 松本支部 松本城南 飯田支部 飯田かざこし会 千曲支部 千曲クラブB 佐久支部 佐久浅間

1部 飯田支部 飯田アップルレディース 佐久支部 佐久クラブ 長野支部 長野サブロークラブ 安曇野支部 安曇野スウィング 長野支部 長野茶臼山クラブ

2部 塩尻支部 塩尻こまくさ 大町支部 大町クラブ 諏訪支部 諏訪クリスタル 下諏訪支部 下諏訪 丸子支部 丸子たまごっち

3部 塩尻支部 ワンピース塩尻 岡谷支部 スマッシュ岡谷 波田支部 波田アザレア 伊那支部 伊那さくらんぼ 上田支部 ピース上田

4部 茅野支部 リフレッシュちの 岡谷支部 マユ岡谷 伊那支部 伊那グレースA 松本支部 松本ロビンズ 大町支部 松川すずむし（大町）

5部 松本支部 松本美須々 小諸支部 小諸クラブ 上田支部 上田サンレディー 松本支部 松本チョコみんと 茅野支部 ちのフォルテシモ

6部 上田支部 上田ムーンレディー 長野支部 長野咲楽打クラブ 安曇野支部 安曇野アルプス乙女 茅野支部 ちのポピー

7部 佐久支部 佐久ききょう 岡谷支部 ふきんと 松本支部 松本スマイル 安曇野支部 穂高ライラック

8部 丸子支部 丸子フレンズ 上田支部 スターレディ 塩尻支部 塩尻ひまわり 伊那支部 伊那グレースB

9部 長野支部 長野プラチナ 長野支部 ながのエール 岡谷支部 おかやＦママ`ｓ みのわ支部 みのわフレーム

令和４年度　長野県クラブチーム　春季リーグ対戦表（予定）
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