
令和元年度　表 彰 者

令和２年３月２１日（土）

群馬県ソフトテニス連盟



　１ 日本連盟本部表彰
優良団体 川場村スポーツ少年団テニスクラブ

支部功労者 鈴木　正彦（渋川支部）、大川　和夫（桐生支部）

優秀選手 長尾　景陽（早稲田大学）

　２ 全日本ランキング
総合男子 第２位
大学男子 第１位
女子３５ 第１位 三浦　洋美（Ｐａｌａｉｓｔｒａ）
シニア女子７０ 第３位 高野　春子（前橋クラブ）

第２位
第３位

中学女子 第５位
第２位
第５位 木崎　天満 ・ 長濱　瑠飛（新町ＪＴＣ）

　３ 県連表彰
功労者 小見　孝夫（前橋支部）、大塚　恵美子（婦人部）

岡田　健男（高崎支部）、大竹　政雄（沼田支部）

群馬県ランキング 男子１位 藤井　魁星 ・ 小見　樹（ＯＫＩ）
　※春季大会で表彰 　　〃 岩﨑　湧士（碓氷安中クラブ）・ 後藤　克規（伊勢崎クラブ）

女子１位 手島　唯花 ・ 武田　萌愛実（高崎商業高校）
　　〃 佐藤　奈々子（碓氷安中クラブ）・草野　亜衣奈（慶應義塾大学）
　※同点により男女とも同率１位

優秀選手・優秀監督

国民体育大会ソフトテニス競技〔茨城国体〕
少年男子 第４位 群馬県少年男子チーム

監　督 中島　啓介
選　手 髙城　直弥（前橋商業高校）・北爪　琉登（高崎商業高校）

小林　大晟（高崎商業高校）・室岡　玲音（高崎商業高校）
百澤　一眞（高崎高校）　    ・狩野　佑貴（高崎商業高校）
吉岡　　藍（健大高崎高校） ・菅家　文弥（東農大第二高校）

全日本レディースソフトテニス決勝大会
第１位 群馬県チーム
監　督 川端　優紀（Ｐａｌａｉｓｔｒａ）
選　手 坂東　尚美（Ｐａｌａｉｓｔｒａ）　     ・原野　亜衣（Ｐａｌａｉｓｔｒａ）

鈴木　美津子（Ｐａｌａｉｓｔｒａ）    ・柳川　望美（Ｐａｌａｉｓｔｒａ）
治田　かつ江（Ｐａｌａｉｓｔｒａ）    ・木檜　洋子（高崎中央クラブ）
北爪　美奈子（前橋クラブ）   ・荒関　元子（高崎中央クラブ）
井伊　寿子（高崎中央クラブ）・岩田　三枝子（高崎中央クラブ）

全日本レディースソフトテニス個人戦大会
きく（５５） 第３位 北爪　美奈子（前橋クラブ）・荒関　元子（高崎中央クラブ）

はぎ（６５） 第３位 井伊　寿子・岩田　三枝子（高崎中央クラブ）
第５位 山本　照美（高崎中央クラブ）・高橋　美代子（碓氷安中クラブ）

さつき（７０） 第３位 大塚　恵美子（高崎中央クラブ）

全日本クラブソフトテニス選手権大会
女子 第５位 Ｐａｌａｉｓｔｒａ Ａチーム

監　督 川端　優紀
選　手 川端　優紀、三浦　洋美、上原　由佳、原野　亜衣

坂東　尚美、中村　裕梨、荻野　麻衣

令和元年度　　表　彰　関　係 （Ⅰ）

小学男子

長尾　景陽（早稲田大学）

ジュニアシングルスU17男子

ジュニアダブルスU17男子
北爪　琉登（高崎商業高校）

ジュニアダブルスU14女子
佐藤　心美 ・ 服部　天音（桂萱中学校）



全日本社会人ソフトテニス選手権大会
女子３５ 第１位 三浦　洋美（Ｐａｌａｉｓｔｒａ）

全日本シニアソフトテニス選手権大会
シニア女子70 第３位 高野　春子（前橋クラブ）

ミックス70 第５位 百瀬　正子（高崎中央クラブ）

三笠宮賜杯 全日本学生ソフトテニス選手権大会
男子ダブルス 第１位 長尾　景陽（早稲田大学）

ゴーセン杯争奪ハイスクールジャパンカップ
男子シングルス 第３位 髙城　直弥（前橋商業高校）

ＪＯＣジュニアオリンピック大会 全日本ジュニアソフトテニス選手権大会
男子U-17ダブルス 第３位

男子U-17シングルス 第２位
男子U-14シングルス 第５位 長濱　瑠飛（新町ＪＴＣ）

女子U-14ダブルス 第２位 佐藤　心美 ・ 服部　天音（桂萱中学校）

ソフトテニスジュニアジャパンカップ大会
U-20男子シングルス 第３位 髙城　直弥（前橋商業高校）

U-17男子ダブルス 第５位 吉岡　　 藍（高崎健康福祉大学高崎高校）
U-14男子シングルス 第５位 野本　凌生（並榎中学校）
U-14女子シングルス 第１位 佐藤　心美（桂萱中学校）

全国中学校ソフトテニス大会
女子個人 第５位 佐藤　心美 ・ 服部　天音（桂萱中学校）

都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会　【Ｈ３０年度】
女子シングルス 第２位 佐藤　心美（桂萱中学校）

全日本小学生ソフトテニス選手権大会
男子団体 第５位 群馬県男子チーム

監　督 秋塚　正美（あかぼりＪＳＴ）
選　手 常味　真人（あかぼりＪＳＴ） ・ 鳴海　志優（スマイリーＳＴＣ）

石田　吏 ・ 佐藤　太一（前橋ＪＴＣ）
原田　有 ・ 牧野　穂（スマイリーＳＴＣ）
木崎　天満 ・ 長濱　瑠飛（新町ＪＴＣ）

男子個人 第５位 木崎　天満 ・ 長濱　瑠飛（新町ＪＴＣ）

全国小学生ソフトテニス大会　【Ｈ３０年度】
男子６年生シングルス 第３位 片貝　匠（前橋ＪＴＣ）

男子５年生ダブルス 第５位 常味　真人（あかぼりＪＳＴ） ・ 鳴海　志優（スマイリーＳＴＣ）
女子５年生ダブルス 第５位 伊藤　后玖 ・ 関根　理央（スマイリーＳＴＣ）
男子４年生ダブルス 第５位 原田　有 ・ 牧野　穂（スマイリーＳＴＣ）
女子４年生ダブルス 第１位 村上　芹 ・ 福地　奈津美（伊勢崎フレンズ）

第５位 金子　由芽 ・ 髙山　果歩（スマイリーＳＴＣ）

東日本ソフトテニス選手権大会
一般男子 第２位 長尾　景陽（早稲田大学）

シニア男子５０ 第１位 佐藤　喜芳 ・ 小島　治（新町クラブ）
第３位 小林　恭（太田庭球クラブ） ・ 乾　英之（ＯＫＩ）

シニア女子８０ 第３位 大塚　まさ乃（前橋クラブ）
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北爪　琉登（高崎商業高校）



関東ソフトテニス選手権大会
一般女子 第１位 原野　亜衣（Ｐａｌａｉｓｔｒａ） ・ 草野　絵美菜（ヨネックス）

女子３５ 第１位 三浦　洋美 ・ 川端　優紀（Ｐａｌａｉｓｔｒａ）
第２位 柳川　望美（Ｐａｌａｉｓｔｒａ）

シニア男子４５ 第２位 鳰原　公尚（子持クラブ） ・ 園田　嘉孝（桐生クラブ）

関東レディースソフトテニス選手権大会
７０ 第２位 高野　春子（前橋クラブ） ・ 金子　富江（桐生クラブ）
７５ 第３位 百瀬　正子 ・ 唯野　房子（高崎中央クラブ）

関東教員ソフトテニス選手権大会
一般女子 第１位 中村　裕梨 ・ 竹武　美咲

関東高等学校ソフトテニス選手権大会
男子団体 第３位 高崎商業高校

監　督 北爪　秀明
選　手 小林　大晟、小林　快静、後藤　幹太、狩野　佑貴

佐藤　智仁、北爪　琉登、室岡　玲音、木崎　想太

関東高等学校選抜ソフトテニス大会
男子団体 第２位 高崎商業高校

監　督 北爪　秀明
選　手 佐藤　智仁、岩﨑　俊介、神澤　政也、金井　亮太

喜樂　洸音、北爪　琉登、中村　信平、木崎　想太
男子団体 第３位 前橋商業高校

監　督 篠原　和隆
選　手 清水　遥稀、吉村　岳紀、佐川　健太、相内　翔琉

原　大悟、星野　颯、神宮　玄太朗、天笠　智也

関東中学校ソフトテニス大会
男子個人 第３位 稲葉　太一 ・ 五十嵐　響紀（榛名中学校）

関東小学生ソフトテニス選手権大会
団体戦男子 第３位 群馬県男子Ａチーム

監　督 秋塚　正美（あかぼりＪＳＴ）
選　手 常味　真人（あかぼりＪＳＴ） ・ 鳴海　志優（スマイリーＳＴＣ）

石田　吏 ・ 佐藤　太一（前橋ＪＴＣ）
原田　有 ・ 牧野　穂（スマイリーＳＴＣ）
木崎　天満 ・ 長濱　瑠飛（新町ＪＴＣ）

団体戦女子 第３位 群馬県女子Ａチーム
監　督 新嶋　佐知子（スマイリーＳＴＣ）
選　手 伊藤　后玖 ・ 関根　理央（スマイリーＳＴＣ）

岩井　陽菜乃 ・ 佐野　天音（甘楽町ジュニア）
村上　芹 ・ 福地　奈津実（伊勢崎フレンズ）
伊勢野　心愛（水上スポ少） ・ 宮田　明季（高崎ＳＫＹ）

低学年男子 第３位 小竹　想（あかぼりＪＳＴ） ・ 渡邊　惺矢（甘楽町ジュニア）
第３位 戸丸　雅也 ・ 大河原　唯人（川場村スポ少）

３年連続優勝 〔※該当大会時に表彰〕
群馬県ソフトテニスミックス大会

一般 原野　亜衣（Ｐａｌａｉｓｔｒａ） ・ 後藤　克規（伊勢崎クラブ）
シニア５０ 佐藤　喜芳 ・ 佐藤　清見（新町クラブ）

群馬県35・45・シニアソフトテニス選手権大会
シニア男子６０ 池田　一雄 ・ 高橋　和也（前橋クラブ）
シニア女子４５→５０ 前原　幸子 ・ 根岸　清子（館林クラブ）

群馬県家庭婦人ソフトテニス選手権大会
５５→５０ 荒関　元子（高崎中央クラブ） ・ 北爪　美奈子（前橋クラブ）
６５ 増田　みさ子（館林クラブ） ・ 高橋　美代子（碓氷安中クラブ）
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群馬県関係表彰

★群馬県スポーツ賞　最優秀選手賞

1 長尾　景陽　（早稲田大学） 全日本学生ソフトテニス選手権大会　男子ダブルス　第１位

（公財）群馬県スポーツ協会長賞

★スポーツ功労者賞

1 松本　元雄　 　（群馬県ソフトテニス連盟 副理事長）

2 下山　萬吉雄　（群馬県ソフトテニス連盟 高崎支部長） 〔高崎市スポーツ協会より推薦〕

★最優秀選手賞

1 長尾　景陽　（早稲田大学） 全日本学生ソフトテニス選手権大会　男子ダブルス　第１位

★優秀選手賞

ハイスクールジャパンカップソフトテニス　男子シングルス　第３位
ジュニアジャパンカップソフトテニス大会　U-20男子シングルス　第３位
全日本ジュニアソフトテニス選手権大会　U-17男子シングルス　第２位
全日本ジュニアソフトテニス選手権大会　U-17男子ダブルス　第３位

3 小林　大晟 （高崎商業高校） 国民体育大会ソフトテニス競技　少年男子　第４位

4 百澤　一眞 （高崎高校）

5 室岡　玲音 （高崎商業高校）

ジュニアジャパンカップソフトテニス大会　U-14女子シングルス　第１位
都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会 女子シングルス 第２位

★ジュニアスポーツ奨励賞

1 服部　天音 （桂萱中学校）

2 片貝　　匠  （前橋ＪＴＣ） 全国小学生ソフトテニス大会　男子シングルス　第３位

3 村上　　芹  （伊勢崎フレンズ）

4 福地 奈津美（伊勢崎フレンズ）

群馬県スポーツ少年団顕彰

★スポーツ少年団功労者

1 村上　　貴　（榛東村ソフトテニススポーツ少年団）

令和元年度　関係機関表彰目録

全国小学生ソフトテニス大会　女子４年生以下　第１位

1 髙城　直弥 （前橋商業高校）

2 北爪　琉登 （高崎商業高校）

6 佐藤　心美 （桂萱中学校）

全日本ジュニアソフトテニス選手権大会　U-14女子ダブルス　第２位


