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昭和４２ 上田武夫 青森
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年度 氏名 支部名 氏名 支部名 氏名 支部名 団体名

昭和２８ 横山武夫 青森
昭和２９ 松本純一郎 弘前
昭和３０
昭和３１ 安田有三 八戸 北山直衛 黒石
昭和３２ 工藤哲郎 青森
昭和３３ 竹谷良吉 弘前 上田武夫 青森
昭和３４ 太田玲子 青森 工藤六弥 弘前
昭和３５ 工藤利雄 青森 伊藤和栄 青森
昭和３６ 峰正太郎 八戸 木村　寛 青森 斉藤政太郎 弘前
昭和３７ 一戸平司 青森 奥川文雄 青森
昭和３８ 山本信夫 青森 奥角杏作 青森 青森県庁庭球部
昭和３９ 柳原清一 八戸 青森ネグロクラブ
昭和４０ 八木橋友太郎 青森 木村信三 青森 青森商門クラブ
昭和４１ 西　博躬 八戸 安田良蔵 弘前 弘前庭球協会
昭和４２ 井上　一 青森 木村清一郎 三戸 青森営林局庭球部
昭和４３ 間宮郁夫 青森 佐々木金吾 八戸 八戸庭球協会
昭和４４ 接待健治 八戸 鎌田景三 青森 黒石烏城クラブ
昭和４５ 山之内頼行 八戸 柴田一郎 弘前 青森軟式庭球連盟
昭和４６ 野坂礼史 むつ 中村　明 八戸 八戸市庁庭球部
昭和４７ 佐藤幸夫 弘前 三橋政雄 青森 青森鉄道庭球クラブ
昭和４８ 塩谷健次郎 弘前 松井　実 八戸 青森市役所軟庭部
昭和４９ 村山三太 三戸 奥田武俊 青森 十和田庭球協会
昭和５０ 船水正晴 黒石 三浦良春 八戸 三戸庭球協会
昭和５１ 八島康明 十和田 佐藤忠男 青森 むつ庭球協会
昭和５２ 山口　公 青森 田中国雄 弘前 五所川原庭球協会
昭和５３ 成田芳造 青森 小笠原敏弥 八戸 青森婦人ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
昭和５４ 成田良一 青森 田村文雄 弘前 弘前鷹揚ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
昭和５５ 小川寅義 青森 大西康夫 青森 東北電力青森庭球部
昭和５６ 小田中富夫 青森 工藤弘毅 青森 黒石ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ
昭和５７ 大久保秀男 八戸 藤林孝精 青森 三沢庭球協会
昭和５８ 松田睦明 黒石 前田利夫 青森 日本電々青森庭球部
昭和５９ 太田三男 高体連 伊藤公隆 八戸 七戸庭球協会
昭和６０ 三上　毅 青森 川村逸郎 高体連 八戸製錬所庭球部
昭和６１ 木立睦美 青森 相馬　努 むつ ﾊﾏﾅｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
昭和６２ 竹内　供 高体連 林　良彦 八戸 平賀町軟式庭球協会
昭和６３ 白鳥大八 青森 澤田　祐 青森 みちのく銀行ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
平成元 田中宏昌 黒石 月館和丸 八戸 三菱製紙軟式庭球部
平成２ 田中義則 青森 松田幸雄 十和田 黒石市役所軟式庭球部

平成３ 北山二郎 黒石 奥寺栄二 高体連 ｿﾌﾄ青森テニスクラブ
平成４ 濱田絋路 高体連 難波俊之 高体連 弘前ﾏﾏｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
平成５ 船木清一 黒石 川村清彦 むつ むつｸｨｰﾝｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
平成６ 西　幹雄 八戸 穐元弘道 高体連 八戸ﾏﾏｻﾝｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

平成７ 中村孝之 青森 坂本源吉 青森 百石町ｿﾌﾄﾃﾆｽ協会
平成８ 北山翔士 中体連 貝瀬　章 高体連 青森ﾔﾝｸﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
平成９ 大西幾美 五戸 星野昭次 弘前 ｿﾌﾄﾃﾆｽｾﾐﾅｰ弘前
平成１０ 飯塚　晟 五所川原丹藤公彦 弘前 十和田ﾏﾏさんﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
平成１１ 松代　實 青森 阿部憲夫 弘前 八戸ﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
平成１２ 谷口直春 青森 柿崎哲男 中体連 板柳八方クラブ
平成１３ 藤田　嵩 高体連 谷地　実 八戸 青森銀行ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
平成１４ 一戸和彦 青森 浅原妙子 ＯＧ連 八甲ソフトテニスクラブ
平成１５ 佐々木廣美 青森 中村喜治 弘前 富士通ﾒﾃﾞｨｱﾃﾞﾊﾞｲｽﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ

平成１６ 角谷守通 八戸 田頭公夫 むつ 八工大一高ｿﾌﾄﾃﾆｽ部
平成１７ 野呂紘克 弘前 松代　哲 十和田 サンテニスクラブ
平成１８ 新田良雄 中体連 佐藤秀悦 黒石 イーストクラブ
平成１９ 西　英雄 八戸 梅津敏明 十和田 ｽﾏｯｼｭ五所川原ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

平成２０ 小松明夫 弘前 三浦キヨ子 八戸 ワントリーテニスクラブ
平成２１ 岩崎敬夫 高体連 西谷俊一 高体連 ｸﾞﾘｰﾝﾚﾃﾞｨｰｽｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

平成２２ 鳥谷部　斉 三沢 濱道敏雄 八戸 おいらせ町ソフトテニススポ少

平成２３ 山田義広 八戸 豊巻哲司 黒石 三沢婦人ソフトテニスクラブ

平成２４ 安保敏彦 高体連 佐々木邦夫 八戸 黒石烏城ジュニアソフトテニスクラブ

平成２５ 新保俊彦 青森 佐々木正美 青森 平川市ジュニアソフトテニスクラブ

平成２６ 太田聖子 ﾚﾃﾞｨｰｽ 白鳥クラブ
平成２７ 成田　努 弘前 谷川松義 八戸 八戸ナイトｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
平成２８ 田邊益子 ﾚﾃﾞｨｰｽ 山辺鉄春 三沢 YAMATO.S.T.C
平成２９ 坂下タカ 八戸 大山吉弘 八戸 青柳ＪＡＰＡＮＡ
平成３０ 風穴武寿 小学生 和田秀哉 十和田 東北町ソフトテニス協会
令和　１ 斉藤　満 浪岡 小向勝利 おいらせ 五戸レディースクラブ
令和　２ 滝本正喜 平川 八島明彦 十和田 弘前市役所ソフトテニスクラブ
令和　３ 船水宏二 高体連 片岡　勝 高体連 北友クラブ
令和　４ 伊丸岡みつる ﾚﾃﾞｨｰｽ 吉浦　一 むつ 東北町スポーツ少年団
令和　５

日 本 ソ フ ト テ ニ ス 連 盟 表 彰


