平成２９年度

表 彰 関 係 （Ⅰ）

１ 日本連盟本部表彰
優良団体
支部功労者

碓氷安中ジュニアソフトテニスクラブ
林 勝弘（安中支部）、阿部 恒雄（高崎支部）

２ 全日本ランキング
シニア女子７０
大学男子
大学女子
高校男子

第１位
第２位
第５位
第５位
第９位

高野
長尾
平井
上原
田島

春子（前橋クラブ）
景陽（早稲田大学）
裕之（明治大学）
由佳（早稲田大学）
知征・高橋 悠里（高崎商業高校）

３ 県連表彰
功労者
群馬県ランキング

田島 郁文（吾妻支部）、常本 公志（中体連支部）
高野 興一（桐生支部）
男子１位

津村 肇・岩﨑 湧士（碓氷安中クラブ）

※発表はしますが、表彰は
原 裕哉・間渕 準（碓氷安中クラブ）
春季大会開会式にて行います 女子１位 齋藤 瑞貴・三浦 洋美（Ｐａｌａｉｓｔｒａ）

優秀選手・優秀監督
国民体育大会 ソフトテニス競技 〔愛媛国体〕
成年男子 第８位 群馬県成年男子チーム
監督 内田 康彦（碓氷安中クラブ）
選手 掛川 巧大（中央大学）、平井 裕之（明治大学）
長尾 景陽（早稲田大学）、桑原 丈（ＯＫＩ）
鈴木 亮太（伊勢崎クラブ）、岩﨑 湧士（碓氷安中クラブ）
舩田 雅仁（日本体育大学）
全日本シニアソフトテニス選手権大会
シニア女子70 第１位 高野 春子（前橋クラブ）
第５位 大塚 恵美子（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
ふじ（初心者） 第３位 生方
さつき（70歳以上） 第３位 大塚
第５位 高野
もも（80歳以上） 第５位 山本

弘美・佐藤 香里（沼田クラブ）
恵美子（高崎中央クラブ）
春子（前橋クラブ）
悦子・大塚 まさ乃（前橋クラブ）

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 柳川 望美
選手 柳川 望美、原野 亜衣、三浦 洋美、坂東 尚美
川端 優紀、齋藤 瑞貴、四元 里佳子
国民体育大会 関東ブロック大会 ソフトテニス競技
成年男子 全勝 掛川 巧大（中央大学）・平井 裕之（明治大学）
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２位 長尾 景陽（早稲田大学）
第５位 平井 裕之（明治大学）
女子ダブルス 第５位 上原 由佳（早稲田大学）
女子シングルス 第５位 草野 絵美菜（早稲田大学）

平成２９年度

表 彰 関 係 （Ⅱ）

内閣総理大臣杯 全日本学生選抜インドアソフトテニス選手権大会
男子 第１位 長尾 景陽（早稲田大学）
第３位 平井 裕之（明治大学）
女子 第２位 草野 絵美菜（早稲田大学）
全国高等学校定時制通信制ソフトテニス大会
女子個人 第３位 山上 愛音・山﨑 百花（前橋清陵高校）
都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会 【Ｈ２８年度】
女子団体 第５位 群馬県女子選抜チーム
監督 原田 佳幸
選手 久保田 茜・小池 優奈帆（赤堀中学校）
今泉 菜々・竹和 凜（中之条中学校）
小林 彩奈・左近 知美（新島学園中学校）
兵藤 桃花（渋川中学校）、武田 萌愛実（塚沢中学校）
全国小学生ソフトテニス大会 【Ｈ２８年度】
女子５年生ダブルス 第２位 服部 天音・佐藤 心美（前橋ＪＴＣ）
競技者育成プログラムＳｔｅｐ-4 ソフトテニスジュニアジャパンカップ
U-20男子ダブルス 第３位 長尾 景陽（早稲田大学）
U-17男子ダブルス 第１位 櫻井 恒暢（前橋商業高校）
第３位 下田 好輝（健大高崎高校）
U-14男子ダブルス 第３位 金井 亮太（榛名中学校）
全日本小学生ソフトテニス選手権大会
女子団体 第５位 群馬県女子チーム
監督 長尾 景茂（前橋ＪＴＣ）
選手 服部 天音・佐藤 心美（前橋ＪＴＣ）
水野 沙姫・下田 雪乃（前橋ＪＴＣ）
藤澤 実亜・牧野 遙（スマイリーＳＴＣ）
青木 香林（北軽井沢クラブ）、栗本 真有（高崎ＳＫＹ）
東日本ソフトテニス選手権大会
シニア６０男子 第３位
シニア６０女子 第１位
シニア７０女子 第１位
第３位
第３位

森島
井伊
高野
大塚
吉澤

東日本学生ソフトテニス選手権大会
女子ダブルス 第１位
第２位
女子シングルス 第３位

草野 絵美菜（早稲田大学）
佐々木 聖花（早稲田大学）
草野 絵美菜（早稲田大学）

関東ソフトテニス選手権大会
一般男子
一般女子
シニア男子６５
シニア女子７０

第３位
第３位
第１位
第１位
第３位

仲島
上原
須田
大塚
高野

睦宏（オリオン精工）・須藤 政美（箕郷クラブ）
寿子・岩田 三枝子（高崎中央クラブ）
春子（前橋クラブ）
恵美子（高崎中央クラブ）
静江（伊勢崎クラブ）・古川 千恵子（桐生クラブ）

光（東京経済大学）
由佳（早稲田大学）
和敏（渋川クラブ）・星野 二三夫（桐生クラブ）
恵美子（高崎中央クラブ）
春子（前橋クラブ）

関東教員ソフトテニス選手権大会
一般男子 第１位
第２位

深堀 将平・丸岡 哲也
原 裕哉・茂木 昭人

関東家庭婦人ソフトテニス大会
70 第１位

高野 春子（前橋クラブ）
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関東高等学校ソフトテニス選手権大会
男子個人 第１位 田島 知征・高橋 悠里（高崎商業高校）
男子団体 第２位 高崎商業高校
監督 北爪 秀明
選手 田島 知征、高橋 悠里、並木 純希、川崎 竣平
小林 大晟、澤野 力生、岡田 将輝、早川 翔
関東高等学校選抜ソフトテニス大会
男子 第２位 前橋商業高校
監督 篠原 和隆
選手 櫻井 恒暢、髙城 直弥、佐藤 匠、倉品 樹
木暮 唯太、佐野間 浄仁、奈良 龍生、瀬谷 浩紀
関東中学校ソフトテニス大会
男子個人 第３位

喜樂 洸音・北爪 琉登（荒砥中学校）

関東小学生ソフトテニス選手権大会
高学年男子 第３位
高学年女子 第３位
低学年男子 第２位
低学年女子 第３位

野本
服部
木崎
関根

凌生・瀧野 欧介（箕郷スポ少）
天音・佐藤 心美（前橋ＪＴＣ）
天満（新町ＪＴＣ）・長濱 瑠飛（小野ジュニア）
理央・伊藤 后玖（スマイリーＳＴＣ）

男子団体

第３位 群馬県Ａチーム
監督 堀内 金弘
選手 野本 凌生・瀧野 欧介（箕郷スポ少）
近藤 慶一（前橋ＪＴＣ）、間庭 賢人（群馬町ＪＴＣ）
木村 泰楽・塚越 穂空（おおたＳＡＪ）
吉田 聖・宮田 京治（高崎ＳＫＹ）

女子団体

第３位 群馬県Ａチーム
監督 長尾 景茂
選手 服部 天音・佐藤 心美（前橋ＪＴＣ）
水野 沙姫・下田 雪乃（前橋ＪＴＣ）
藤澤 実亜・牧野 遙（スマイリーＳＴＣ）
青木 香林（北軽井沢クラブ）、栗本 真有（高崎ＳＫＹ）

平成２９年度 関係機関表彰目録
（公財）群馬県スポーツ協会長賞
★スポーツ功労者賞
1 小見 孝夫 （群馬県ソフトテニス連盟 強化指導副部長）

★最優秀選手賞
1 長尾 景陽

全日本学生選抜インドアソフトテニス選手権大会
男子ダブルス 優 勝
全日本学生ソフトテニス選手権大会
男子ダブルス 第２位
競技者育成プログラムＳｔｅｐ-4 ソフトテニスジャパンカップ
男子U-20ダブルス 第３位
国民体育大会ソフトテニス競技
成年男子 第８位

（早稲田大学）

★優秀選手賞
1 平井 裕之

全日本学生選抜インドアソフトテニス選手権大会
男子ダブルス 第３位

（明治大学）

2 鈴木 亮太
（アイオー信用金庫）

3 掛川 巧大

国民体育大会ソフトテニス競技
成年男子

（中央大学）

4 桑原

第８位

丈

（ＯＫＩ）

5 草野 絵美菜

全日本学生選抜インドアソフトテニス選手権大会
女子ダブルス 第２位

（早稲田大学）

6 櫻井 恒暢
（前橋商業高校）

7 下田 好輝
（健大高崎高校）

8 金井 亮太

競技者育成プログラムＳｔｅｐ-4 ソフトテニスジャパンカップ
男子U-17ダブルス 優 勝
競技者育成プログラムＳｔｅｐ-4 ソフトテニスジャパンカップ
男子U-17ダブルス 第３位
競技者育成プログラムＳｔｅｐ-4 ソフトテニスジャパンカップ
男子U-14ダブルス 第３位

（榛名中学校）

★ジュニアスポーツ奨励賞
1 服部 天音
（前橋ＪＴＣ）

全国小学生ソフトテニス大会
５年生女子

第２位

全国高等学校定時制通信制ソフトテニス大会
女子個人

第３位

2 佐藤 心美
（前橋ＪＴＣ）

3 山上 愛音
（前橋清陵高校）

4 山﨑 百花
（前橋清陵高校）

群馬県スポーツ指導者協議会40周年記念
★功労者表彰
1 川端 健一
（伊勢崎クラブ） …理事５期（内常任理事２期）
2 星野 二三夫 （桐生クラブ） …理事５期

日本スポーツ少年団顕彰
★表彰登録指導者
1 中村

勉

（渋川市：県指導者協議会運営委員）

