
★功労者
年度 氏名 支部名 年度 氏名 支部名

昭和３４ 上田武夫 青森 平成４ 中村孝之 青森
昭和３７ 工藤利雄 青森 平成１０ 北山二郎 黒石
昭和４３ 奥川文雄 高体連 平成１２ 角谷守通 八戸
同 山本信夫 青森 平成１６ 伊藤和栄 ＯＧ
同 竹谷良吉 弘前 平成１９ 難波俊之 八戸
昭和５０ 間宮郁夫 青森 平成２２ 木立睦美 青森
昭和５６ 澤田　祐 青森 平成２５ 新保俊彦 青森
昭和６１ 白鳥大八 青森 平成２８ 豊巻哲司 黒石

令和１ 太田聖子 レディース
令和４ 船水宏二 高体連
令和７

★優秀選手
年度 氏名 支部名 氏名 支部名 氏名 支部名

昭和３３ 中村和栄 青森 太田玲子 青森
昭和３４ 工藤利雄 青森
昭和３９ 澤田　祐 青森 蝦名勇穂 青森
昭和４１ 間宮郁夫 青森 山之内頼行 八戸 工藤弘毅 青森
昭和４２ 小田中富夫 青森 木村　寛 青森 佐々木金吾 八戸
昭和４３ 藤田　崇 黒石 田中義則 青森
昭和４４ 田中国雄 弘前 佐藤幸夫 弘前 平井恵美子 青森
昭和４５ 竹内勇三 青森 村山三太 三戸 小笠原敏弥 三戸
昭和４６ 浜田紘路 青森 貝瀬　章 むつ
昭和４７ 工藤和幸 高体連 難波俊之 八戸
昭和４８ 松代　實 青森
昭和４９
昭和５０ 松井　実 八戸 手代森節子 八戸
昭和５１ 三上雄司 高体連 阿部憲夫 弘前
昭和５２ 前川原敏昭 十和田 塩谷　実 青森
昭和５３ 阿部　昇 青森 西谷俊一 黒石
昭和５４
昭和５５ 五十嵐章子 青森 佐々木正之 青森
昭和５６ 田中宏昌 黒石 佐々木幸子 青森
昭和５７ 繋　和範 七戸 永沢信晴 青森
昭和５８ 神　健二郎 青森 柿崎　実 青森
昭和５９ 松岡和夫 青森 安保敏彦 青森
昭和６０ 大平智保 黒石 高坂いく子 青森
昭和６１ 千葉誠一 青森
昭和６２ 柿崎良子 青森 新坂丈晴 高体連 川尻健一 高体連
昭和６３ 佐々木紀子 八戸 前川原紀子 十和田
平成元 水上秀子 青森 一戸雅人 三沢 山辺鉄春 三沢
平成２ 北上良子 八戸 佐藤秀悦 黒石 丹藤公彦 弘前
平成３ 山田義弘 八戸 小田桐康二 黒石
平成４ 豊巻哲司 黒石 信田康子 八戸
平成５ 斎藤　満 黒石 一戸千鶴子 三沢
平成６ 新保俊彦 青森 新保千佳子 青森 松山文子 八戸
平成７ 尾野純二 弘前 船水宏二 黒石
平成８ 宇野影嘉 黒石 沢口　繁 五戸
平成９ 三浦良春 八戸 三浦キヨ子 八戸
平成１０ 大室勝美 青森 木村昭人 青森
平成１１ 蟹沢　正 八戸 久保佳輝 八戸
平成１２ 西　英雄 八戸 浜道敏雄 八戸
平成１３ 久保希世子 八戸 木立睦美 青森
平成１４ 松倉睦子 八戸 対馬明子 黒石
平成１５ 嶋口裕子 五所川原 太田聖子 青森
平成１６ 川村静江 ＯＧ 伊丸岡みつる ＯＧ
平成１７ 坂下タカ 八戸 福田通子 八戸
平成１８ 久保真由美 八戸 滑川千暁 青森
平成１９ 虎谷郁子 弘前 宮野幸子 青森
平成２０ 佐々木公貴 青森 小泉律郎 青森
平成２１ 片岡　勝 五所川原 工藤聡子 青森
平成２２ 滝本正喜 平川 小松和美 むつ
平成２３ 和田啓二 むつ 野呂俊哉 青森
平成２４ 津川三男 黒石 豊巻百合子 黒石
平成２５ 西澤幸子 八戸 兵道朋子 八戸
平成２６ 藤田寛輝 黒石 船水敏晴 黒石
平成２７ 葛西孝藤 青森 吉田旭子 おいらせ
平成２８ 中村富貴子 八戸 吉浦美幸 むつ
平成２９ 附田和樹 東北 附田修宏 東北
平成３０ 長崎育子 青森 永澤智子 青森
令和　１ 岡田恵美子 八戸 野辺地政江 八戸
令和　２
令和　３ 新出秀春 五所川原 天間有香 東北
令和　４ 土門靖子 三沢 鈴木節子 おいらせ
令和　５

東 北 ソ フ ト テ ニ ス 連 盟 表 彰

東北選手権が中止となったことから、選出なし


