
表彰名 氏　名 所　属 内　　　　　容

優秀指導者賞 大槻　三喜 住友ゴム工業（株）
第６２回全日本実業団ソフトテニス選手権大会　第３位
コリアカップ２０１８　女子ダブルス　大槻　麗　第２位

優秀選手賞
（個人）

大槻　麗 住友ゴム工業（株）
第４６回全日本社会人ソフトテニス選手権大会　第３位
コリアカップ２０１８　女子ダブルス　第２位

大槻　　麗

大羅　夢真

優秀選手賞 岡村　葵

（団体） 濱谷　杏奈

森松　百花

森合　弥代

清水　麻美

表彰名 氏　名 所　属 内　　　　　容

江尻　久三 いわき連盟

佐藤　和之 高体連

大槻　　麗 ダンロップ 社会人女子　３位

鈴木　洋子 いわきママクラブ シニア女子８０　２位

表彰名 氏　名 所　属 内　容　・　育　成　選　手　等

髙橋　強

三浦　定治

大竹　真二

鈴木　光浩

折原　久男

鈴木　康寛

目黒　堂真

安藤　喜美子

大内　清美

松本　正弘

大武　姫菜 須賀川スポ少 「ひろげよう　みんなのえがおと　フェアプレー」

マナ－向上 野崎　莉央 いわきジュニア 「あいさつは　すべてのプレーの　第一歩」

キャンペ－ン 根本　いずみ 須賀川スポ少 「つかみとろう　技術とマナーの　頂点を」

二瓶　愛梨 須賀川スポ少 「フェアプレー　目指そう真の　チャンピオン」

佐藤　康介 西郷ジュニア 佐藤優真選手を育成

荒井　士之 西郷ジュニア 相山昂慧・鈴木　煌選手を育成

櫻本　慎也 西郷ジュニア 北野咲斗選手を育成

松本　涼 田村高校 第43回全日本高等学校選抜大会　団体戦男子　第５位

吉田　真輔 須賀川第二中学校 第46回東北中学校選手権大会　団体戦男子　優勝

ダンロップ

ランキング表彰

（いわき・磐城三和STC）いわき市ソフトテニス連盟の理事・常任理事を歴任し、平成２６年４月より、副理事長となる。副理事長就任後
は連盟大会のプログラム作成を行うとともに大会運営に携わる等、長年にわたりソフトテニス発展に大いに貢献している。

優秀指導者

（レディース・須賀川レディース）平成26年より2期4年にわたり、福島県レディース連盟の監事として連盟発展に寄与した。また、本県
代表として全国大会、東北大会等に出場し本県の競技力発展にも尽力した。

（シニア・旭ＳＴＣ）長年に亘り、シニア会活動に参加し、各種行事に積極的に協力する等貢献している。また、旭ソフトテニスクラブ会
長、いわき市ソフトテニス連盟常任理事としてソフトテニス発展のため、多大な貢献をしている。

（実業団・ＪＲ東日本いわき）長年、ＪＲ東日本いわきの選手として活躍し、また、県実業団連盟総務副委員長を務めるなど、実業団発
足当時から様々な役員を歴任して来た。　現在は、同クラブの若手育成に力を注いでおり、また、地元いわき連盟の役員として地域
発展のために尽力している。

平成３０年度　ソフトテニス表彰者 　

◎（公財）福島県体育協会　受賞者（伝達）

支部功労賞

◎　福島県ソフトテニス連盟　表彰者

第６２回全日本実業団ソフトテニス選手権大会　第３位

◎（公財）日本ソフトテニス連盟　受賞者（伝達）

優良団体賞 西郷第一中学校

功労賞

（中体連・郡山第三中学校）平成１９年から５年間大越中学校でソフトテニス部顧問となり、田村支部中体連ソフトテニス専門部委員長
を３年務めた。平成２４年度からは郡山市立郡山第三中学校ソフトテニス顧問となり、平成２６年度からは県中地区中体連ソフトテニス
専門部委員長を４年務めた。平成２９年度には中体連県大会開催の開催地区委員長として、大会運営に尽力した。

中体連

（相双・原町クラブ）昭和６３年４月より長年にわたり南相馬市ソフトテニス協会の理事としてソフトテニスを通して相双地域での社会体
育の振興に寄与されました。その功績は多大であり、ソフトテニス競技の発展に尽力され各種大会の事業の実施に繋がるものであり
ます。平成２４年４月からは、南相馬市ソフトテニス協会会計として本協会の運営に現在も携わり、相双地域のソフトテニスの普及活動
とともに、大会および協会の主催事業を通し、子供たちの心身の健全な育成に努めている。

（県南・東ST協会）白河市の小、中学生の指導に長年携わり優秀な人材を育成してきた。また、地元中学校ソフトテニス部との連携強
化にも尽力し外部指導を経験し地域に貢献した。現在も主に中学生の指導をしており誰でも指導を受けられる体制で指導を続けて
いる。また、平成２２年から県南連盟副会長や理事として連盟事業の遂行に尽力している。

（会津・会津美里町ST協会）長年に渡り審判長として務めており、審判講習会の講師を務めるなど、年間数回の中学生を対象とした
講習会を行い、底辺拡大に努めている。　県連盟の理事にもなっていて、選手としても活躍しているおり、今でも素晴らしい成績を残
し後輩の育成に努めている。

（県北・福島ジュニア）福島県ソフトテニス連盟事務局長及び県北連盟の事務局、福島市ソフトテニス協会の役員等を歴任、また、指
導者としてジュニアの育成、技術向上と発展に努めてきた。これまでのソフトテニス関係における功績は多大である。

（県中・三春クラブ）２００７年より１１年間　県中連盟の監事を務められる。また、地元高等学校ソフトテニス部の外部コートとして１０年
以上地元の活性化に尽力されている功績。



表彰名 氏　名 所　属 内　容　・　育　成　選　手　等

松本　詩生 二本松第一中学校 第29回都道府県対抗全日本中学生大会　男子シングルス第５位

第58回東北ソフトテニス選手権大会　一般女子　優勝
第3回東北シングルス選手権大会　一般女子　優勝

森松　百花 ダンロップ 第58回東北ソフトテニス選手権大会　一般女子　優勝
第58回東北ソフトテニス選手権大会　シニア女子５０　優勝

第73回東日本選手権大会　シニア女子５０　第３位
第29回ナガセ杯東北レディースインドア大会　ゆり組　優勝

第58回東北ソフトテニス選手権大会　シニア女子５０　優勝

第73回東日本選手権大会　シニア女子５０　第３位
第29回ナガセ杯東北レディースインドア大会　ゆり組　優勝

武山　上雄 原町クラブ 第58回東北ソフトテニス選手権大会　シニア男子７０　優勝
藤本　紀久男 いわきクラブ 第58回東北ソフトテニス選手権大会　シニア男子７５　優勝

第73回東日本選手権大会　一般女子　第３位
第４６回全日本社会人選手権大会　一般女子　第３位
コリアカップ２０１８　女子ダブルス　第２位

広島　康浩 いわきクラブ 第73回東日本選手権大会　シニア男子５０　第５位
武田　秀作 須賀川テニス愛好会 第73回東日本選手権大会　シニア男子５０　第５位

第73回東日本選手権大会　シニア男子５５　第２位
第53回東北インドア選手権大会　シニア男子55　優勝
第73回東日本選手権大会　シニア男子５５　第２位
第53回東北インドア選手権大会　シニア男子55　優勝

佐賀　勝 福島ＳＴクラブ 第73回東日本選手権大会　シニア男子６０　第５位
松崎　成次 福島ＳＴクラブ 第73回東日本選手権大会　シニア男子６０　第５位

第73回東日本選手権大会　シニア女子７５　第２位
第２２回全日本シニア選手権大会　シニア女子８０　第２位

西山　勢子 原町プリティー 第73回東日本選手権大会　シニア女子７５　第２位
第２８回東北小学生学年別大会　６年男子　優勝
第１６回東北小学生インドア選手権大会　優勝
第２８回東北小学生学年別大会　６年男子　優勝
第１６回東北小学生インドア選手権大会　優勝

佐藤　優真 西郷ジュニア 第２８回東北小学生学年別大会　４年以下男子　優勝
北野　咲斗 西郷ジュニア 第２８回東北小学生学年別大会　４年以下男子　優勝
森合　弥代 ダンロップ 第53回東北インドア選手権大会　一般女子　優勝
岡村　葵 ダンロップ 第53回東北インドア選手権大会　一般女子　優勝

深沢　雅人 帝京クラブ 第53回東北インドア選手権大会　３５男子　優勝
関根　正人 西郷ＳＴ協会 第53回東北インドア選手権大会　３５男子　優勝
柳沼　仁 三春船引ジュニア 第53回東北インドア選手権大会　４５男子　優勝

遠藤　吉嗣 二本松市役所 第53回東北インドア選手権大会　４５男子　優勝
守谷　善太
小泉　啓人
草野　緋夏
齋藤　円空
佐藤　功輝

ミヒニャック瑠偉
安藤　源

湯田　将貴
佐藤　光一
遠藤　吉嗣
三菅　光晴
佐藤　真

佐久間　将
高原　直樹
齋藤　祥経

大槻　麗 ダンロップ

濱谷　杏奈

高橋　佳子

いわきクラブ

いわきクラブ

いわきママクラブ

優秀選手賞
（個人）

中野　雅弘

佐藤　光一

いわきクラブ

二本松市役所

相山　昂慧

中野　直美

第３２回日本実業団リーグ東北予選会　優勝二本松市役所

優秀選手賞
（団体）

鈴木　煌

西郷ジュニア

西郷ジュニア

田村高校 第４３回全日本高等学校選抜大会　団体戦男子　第５位

ダンロップ

鈴木　洋子



表彰名 氏　名 所　属 内　容　・　育　成　選　手　等

大槻　麗
濱谷　杏奈
大羅　夢真
岡村　葵

森合　弥代
清水　麻美
森松百花

会田　楓輝
橋本　蒼弥
吉田　琉晟
吉田　航

山邉　勇和
岩本　翔太

大和田　海斗
熊田　楓都
佐藤　未宙
清水　空

相山　幸希奈
大越　冴珠
古川　永

栁沼　里彩
尾股　朋香
山根　涼
大槻　麗 ダンロップ

森合　弥代 ダンロップ
濱谷　杏奈 ダンロップ
小山　舞 早稲田大学

鈴木　梨沙 明治大学

第73回東日本選手権大会　一般女子　第３位

平成30年全日本学生大会　個人戦女子　第５位

第43回全日本高等学校選抜大会　団体戦男子　第２位

第47回ﾊｲｽｸｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ　男子ダブルス　第5位

第61回東北高校選手権大会　個人戦男子　優勝
平成30年度全日本高等学校選手権大会　団体戦男子　第２位・個人戦男子　第５位

第25回JOC杯全日本ジュニア選手権大会　Ｕ２０男子ダブルス　第３位

第73回国民体育大会　少年男子　第５位

第43回全日本高等学校選抜大会　団体戦男子　第２位

平成30年度全日本高等学校選手権大会　団体戦男子　第２位

第73回国民体育大会　少年男子　第５位

斎須　大夢 羽黒高校 第50回東北高校インドア選手権　団体戦男子　優勝
優秀選手 第43回全日本高等学校選抜大会　団体戦男子　優勝

第47回ﾊｲｽｸｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ　男子ダブルス　第２位
第47回ﾊｲｽｸｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ　男子シングルス　第２位
第61回東北高校選手権大会　団体戦男子　優勝
平成30年度全日本高等学校選手権大会　団体戦男子　第３位・個人戦男子　第５位

第25回JOC杯全日本ジュニア選手権大会　Ｕ２０男子ダブルス　第５位

第73回国民体育大会　少年男子　第３位
特別表彰 第43回全日本高等学校選抜大会　団体戦男子　優勝

第47回ﾊｲｽｸｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ　男子ダブルス　第２位

第61回東北高校選手権大会　団体戦男子　優勝
平成30年度全日本高等学校選手権大会　団体戦男子　第３位・個人戦男子　第５位

第25回JOC杯全日本ジュニア選手権大会　Ｕ２０男子ダブルス　第５位

第73回国民体育大会　少年男子　第３位

第13回ｿﾌﾄﾃﾆｽｼﾞｭﾆｱｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ（Ｓｔｅｐ4-４）　Ｕ２０男子ダブルス　第３位

第43回全日本高等学校選抜大会　団体戦男子　優勝

第61回東北高校選手権大会　団体戦男子　優勝
平成30年度全日本高等学校選手権大会　団体戦男子　第３位・個人戦男子　第５位

第73回国民体育大会　少年男子　第３位

優秀選手賞
（団体）

檜山　遥斗 東北高校

第36回日本リーグ　女子の部　　３位

第73回国民体育大会　成年女子　第５位

第４５回東北総合体育大会　成年女子　優勝

第46回東北中学校選手権大会　団体戦男子　優勝

第６２回全日本実業団選手権大会　女子の部　　３位

ダンロップ

齋藤　大樹 羽黒高校

羽黒高校

第46回東北中学校選手権大会　団体戦女子　優勝

須賀川第二中学校

西郷第一中学校

北野　亮介 東北高校

鈴木　竜弥 東北高校

小山　舞 早稲田大学

根本　拓哉



表彰名 氏　名 所　属 種 別

中家　寛貴 帝京クラブ

佐藤　翔太 二本松クラブ

濱谷　杏奈

森松　百花

菅野　智之 福島テニス研究会

村上　勉 東ＳＴ協会

広島　康浩 いわきクラブ

武田　秀作 須賀川テニス愛好会

中野　直美

高橋　佳子

中野　雅弘 いわきクラブ

佐藤　光一 二本松市役所

那知上　由紀子

穂積　洋子

兼子　直美

鈴木　貴一

大河原　キミ子 いわきクラブ

杉本　尚美 あさかクラブ

鈴木　健一 須賀川テニス愛好会

馬上　千秋 旭ＳＴＣ

吉田　シサ子 いわきクラブ

新妻　恭子 いわきママクラブ

佐藤　功輝

ミヒニャック瑠偉

角田　夏歩

齋藤　百優

二瓶　碧音

井上　龍斗

鎌田　美樹

永沼　さくら

相山　昂慧

鈴木　煌

助川　愛依

箱﨑　未歩

相山　尚慧

櫻本　珠穏

二瓶　愛梨

大河原　唯

草野　緋夏 田村高校 一般男子

岡村　葵 ダンロップ 一般女子

松本　詩生 二本松第一中学校 中学男子

佐藤　日香莉 石川義塾中学校 中学女子

吉田　拓翔 三春船引ジュニア 小学男子

藤井　心愛 相馬馬陵ジュニア 小学女子

佐藤　優真 西郷ジュニア 小学男子（４年以下）

二瓶　愛梨 須賀川スポ少 小学女子（４年以下）

三春船引ジュニア

高校女子

４５女子

シニア男子５５

シニア女子５５

シニア男子６５

小学女子

シニア女子６０

該当者なし

須賀川スポ少 小学女子（４年以下）

桜の聖母学院高校

小学男子

◎　福島県ソフトテニス連盟　ランキング表彰

３５女子

４５男子

いわきクラブ

須賀川サンデー

高校男子

シングルス

鏡石中学校 中学男子

須賀川第二中学校 中学女子

西郷ジュニア 小学男子（４年以下）

西郷ジュニア

ダブルス

田村高校

一般女子

３５男子

シニア女子６５

いわきクラブ シニア男子６０

一般男子

ダンロップ
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