
表彰名 氏　名 所　属 内　　　　　容

表彰名 氏　名 所　属 内　　　　　容

小形　義元 シニア会

永年に亘り二本松工業高校ソフトテニス部で高校生を指導し、優
秀な選手の育成に努めた。また、県連盟シニア会会長として、シ
ニア会会員相互の親睦と融和を図り、県春季大会、秋季大会の開
催、成功に寄与した。

伊藤　晴稔 中体連

永年に亘り福島県ソフトテニス連盟中学生強化委員長として活
躍、都道府県対抗全日本中学生大会福島県選抜チームの監督、
コーチとして本県チームの上位入賞に貢献し、本県中学生が卒業
後も全国の舞台で活躍する礎を築いた。

表彰名 氏　名 所　属 内　　　　　容

鈴木　康寬 磐城三和ＳＴＣ 第54回東北インドア選手権大会35男子の部優勝

濱谷　杏奈 ダンロップ
第54回東北インドア選手権大会一般女子の部優勝
第46回東北総体成年女子優勝（福島県チーム）

表彰名 氏　名 所　属 内　容　・　育　成　選　手　等

菊田　悟

竹山　一幸

野崎　精一

渡部　浩二

板倉　哲男

伊藤　栄子

大内　一博

大倉　仁

（会津・喜多方ソフトテニススポーツ少年団）長年にわたり、スポーツ少年団の指導、育成に携
わり、数多くの選手を育て上げ、多くの大会に出場させている。現在は、会津地区のジュニア担
当委員長を務め、ジュニア大会の運営にも尽力している。

（相双・相馬馬陵クラブ）平成１７年から相馬市ソフトテニス協会の理事、平成２１年からは、
協会の会計として職責を果たしている。また、平成２１年度からは相双ソフトテニス連盟の理事
を務め、令和元年度からは副会長として活躍し、現在に至っている。

（県北・福島市市役所）福島市ソフトテニス協会理事長の要職にあり、協会主催等において傘下
クラブをまとめる中心的役割を果たしている。また、地区連盟、県連盟主催の行事においても積
極的に活動、関与し普及活動に大いに貢献しており、その功績は多大である。

優良団体賞 しらかわジュニア 小学生連盟

白河協会と共催で１５年以上にわたり「しらかわジュニアソフト
テニス大会」を、また、設立当初から「市長杯ジュニア大会」を
実施している。また、県小学生選手権大会男子の部大倉・増子組
優勝を始め優秀な選手を多数育成、輩出した。

支部功労賞

令和３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）

◎　福島県ソフトテニス連盟　表彰者

志田　光夫 福島県ソフトテニス連盟

永年に亘り東北ソフトテニス連盟の役員（副会長）として活躍、
東北総体の開催（会津若松市）に当たり尽力された功績は多大で
ある。

優秀選手賞
（団体）

第65回全日本実業団ソフトテニス選手権大会第２位
（濱谷杏奈、岡村葵、森合弥代、清水麻美、小山舞、
　武藤和果奈、小松﨑茉代、前本真弥）

（県中・郡山ジュニアソフトテニスクラブ）１９９８年郡山ジュニア発足時より保護者として活
動、翌年より郡山ジュニアのコーチとして指導を開始、２０年間の長きに渡り小学生の指導を務
め、多くの選手を育成した。また、２０１８年より県小学生連盟監事、県中連盟常任理事に就任
し、組織の運営等に貢献している。

（県南・白河ソフトテニス協会）昭和６０年の県南連盟発足から前年度まで理事として連盟事業
の遂行に尽力した。また、高校卒業と同時に白河ソフトテニス協会に所属し、昭和５４年から白
河レディースクラブを指導し、何度も全国大会へと導いた。現在も白河ソフトテニス協会の顧問
として活躍している。

（小学生連盟・ 白河ソフトテニス協会）長きにわたり、県連の審判委員を務め、小学生連盟発
足以降は審判委員長して大会の準備・運営に協力し、大会中は常にコート内を巡回し審判および
選手のマナー向に尽力した。また、しらかわジュニアでも指導者として選手の育成に努め、優秀
な選手を多数輩出した。

（レディース連盟）福島県レディース連盟の庶務として5期10年間務め、永年にわたり連盟の発
展に寄与した。また、これまで本県で開催された東北レディース大会、本連盟30周年、40周年の
記念行事等数々の主要な行事開催に対して緻密な準備を一手に引き受け、成功裡に導いた。

（実業団連盟・二本松市役所）昭和63年4月から二本松市役所に奉職以来、二本松市役所チーム
の選手として活躍する傍ら、長年マネージャーとしてチーム運営を務め、全国大会で活躍する
チームの礎を築いた。また、実業団大会や県下都市職員大会、地元協会事業などの開催にあたっ
ては事務運営を率先してこなすなどソフトテニス競技の普及発展に大きく寄与している。

◎（公財）日本ソフトテニス連盟　受賞者（伝達）

ダンロップ

優秀選手賞

功労賞

◎東北ソフトテニス連盟　受賞者（伝達）

功労賞



表彰名 氏　名 所　属 内　容　・　育　成　選　手　等

野崎　莉央 いわきジュニア がんばれと　心でエール　観戦マナー

矢吹　輝 郡山ジュニア つなげよう　コートの外でも　フェアプレー

相原　陵佑 郡山ジュニア おうえんの　ファインプレーは　あなたから

村越　紀志 学法石川高校 鎌田美樹・永沼さくら選手を指導・育成

大武　敬 二本松ジュニア 大武姫菜・大武夢菜選手を指導・育成

宮本　直子 石川義塾中学校 石川義塾中学校女子団体を指導、育成

小松﨑　茉代 ダンロップ 全日本Ｕ－20女子

武藤　和果奈 ダンロップ 全日本Ｕ－20女子

富塚　遥翔 高瀬中学校 全日本Ｕ－14男子

鎌田　美樹 学法石川高校 第50回ハイスクールジャパンカップ　女子ダブルス　第５位

永沼　さくら 学法石川高校 第50回ハイスクールジャパンカップ　女子ダブルス　第５位

大武　姫菜 二本松ジュニア 第31回東北小学生選手権大会　女子の部　優勝

大武　夢菜 二本松ジュニア 第31回東北小学生選手権大会　女子の部　優勝

濱谷　杏奈 ダンロップ 第74回東日本選手権大会　一般女子の部　第３位

岡村　葵 ダンロップ 第74回東日本選手権大会　一般女子の部　第３位

中野　雅弘 いわきクラブ 第74回東日本選手権大会　シニア男子６０の部　第３位

佐藤　光一 二本松市役所 第74回東日本選手権大会　シニア男子６０の部　第３位

鈴木　洋子 いわきママクラブ 第74回東日本選手権大会　シニア女子８０の部　優勝

西山　勢子 原町プリティー 第74回東日本選手権大会　シニア女子８0の部　優勝

宮本　絢菜

久保田　笑心

根本　いずみ

八重樫　夢香

大倉　心陽

川上　桜季

渡邉　結奈

丹野　有菜

濱谷　杏奈

岡村　葵

森合　弥代

清水　麻美

小山　舞

小松﨑　茉代

武藤　和果奈

前本　真弥

森合　弥代

清水　麻美

小松﨑　茉代

濱谷　杏奈

岡村　葵

松本　詩生 羽黒高校 令和３年度全日本高等学校選手権大会　団体戦男子　第５位

遠藤　希来

吉田　航

栗原　成希

令和３年度全日本高等学校選手権大会　団体戦男子　第５位

ダンロップ

木更津総合高校

女子第65回全日本実業団選手権大会　女子の部　第２位ダンロップ

特別表彰

第49回東北中学校選手権大会　女子団体戦　優勝

第48回東北総合体育大会　成年女子　優勝

石川義塾中学校

マナ－向上
キャンペーン

優秀選手賞
（団体）

優秀選手賞
（個人）

優秀指導者



表彰名 氏　名 所　属 種 別

深沢　雅人 帝京クラブ

中村　和樹 学法石川クラブ

森合　弥代 ダンロップ

清水　麻美 ダンロップ

菅野　和彦 福島テニス研究会

川島　貴宏 福島テニス研究会

青木　伸夫 旭ＳＴＣ

角田　敏明 若松クラブ

塩田　咲江 二本松クラブ

石田　晴美 白河レディース

鈴木　光浩 会津美里町ＳＴ協会

小野間　幸一 桑野クラブ

中野　直美 いわきクラブ

高橋　佳子 いわきクラブ

佐賀　勝 福島ＳＴクラブ

松崎　成次 福島ＳＴクラブ

森川　文子 会津美里町ＳＴ協会

松本　和香子 ＳＬＣ

寺島　由喜夫 伊達ＳＴＣ

鈴木　貴一 いわきクラブ

齋藤　楓雅

守谷　善斗

大和田　桃菜

安富　朱莉

相山　昂慧

相山　尚慧

宮本　絢菜

久保田　笑心

佐藤　蒼真 西郷ジュニア

室井　悠伍 西郷ジュニア

大武　姫菜 二本松ジュニア

大武　夢菜 二本松ジュニア

志賀　悠人 はまともジュニア

永山　駿 はまともジュニア

川島　こあ テニ研ジュニア

生田目　麻理映 ＳＵＴＣ

千坂　亮智 福島大学 一般男子

濱谷　杏奈 ダンロップ 一般女子

吉田　拓翔 高瀬中学校 中学男子

宮本　絢菜 石川義塾中学校 中学女子

佐藤　蒼真 西郷ジュニア 小学男子

大武　姫菜 二本松ジュニア 小学女子

志賀　悠人 はまともジュニア 小学男子（４年以下）

川島　こあ テニ研ジュニア 小学女子（４年以下）

該当なし

該当なし

シングルス

西郷第一中学校 中学男子

石川義塾中学校 中学女子

ダブルス

田村高校

一般女子

小学女子

シニア女子６０

小学女子（４年以下）

磐城第一高校

小学男子

高校男子

シニア女子６５

小学男子（４年以下）

高校女子

４５女子

シニア男子５５

シニア女子５５

◎　福島県ソフトテニス連盟　ランキング表彰

シニア男子６０

３５男子

３５女子

４５男子

シニア男子６５

一般男子
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