
　１ 日本連盟本部表彰
優良団体 あかぼりＪＳＴ

支部功労者 小見　孝夫（前橋支部）、大塚　恵美子（婦人部）

　２ 全日本ランキング
総合・社会人女子 第５位 草野　絵美菜（Ｐａｌａｉｓｔｒａ）

シニア女子７０ 第１位 高野　春子（前橋クラブ）

第３位 大塚　恵美子（高崎中央クラブ）

大学男子 第２位 長尾　景陽（早稲田大学）

大学女子 第５位 上原　由佳（早稲田大学）

中学男子 第３位 喜樂　洸音 ・ 北爪　琉登（荒砥中学校）

第３位 北爪　琉登（荒砥中学校）

小学男子 第５位 牧野　涉（スマイリーＳＴＣ） ・ 片貝　匠（前橋ＪＴＣ）

　３ 県連表彰
功労者 林　勝弘（安中支部）、阿部　恒雄（高崎支部）

石原　美江子（前橋支部）

群馬県ランキング 男子１位 関口　岬 ・ 小林　瑞樹（碓氷安中クラブ）

女子１位 小林　彩奈 ・ 左近　知美（新島学園中学校）

優秀選手・優秀監督

アジアシニアソフトテニス選手権大会

女子団体 第１位 高野　春子（日本チーム女子７０メンバー）

女子個人70 第２位 高野　春子（前橋クラブ）

全日本ソフトテニス選手権大会

女子 第３位 草野　絵美菜（Ｐａｌａｉｓｔｒａ）

全日本社会人ソフトテニス選手権大会

一般女子 第５位 草野　絵美菜（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１位 高野　春子（前橋クラブ）

第３位 大塚　恵美子（高崎中央クラブ）

第５位 吉澤　静江（伊勢崎クラブ） ・ 百瀬　正子（高崎中央クラブ）

全日本クラブソフトテニス選手権大会

男子 第１位 碓氷安中クラブ Ａチーム

　　監督 岩﨑　湧士

　　選手 岩﨑　湧士、津村　肇、関口　岬

小林　瑞樹、原　裕哉、須藤　魁土

女子 第３位 Ｐａｌａｉｓｔｒａ Ａチーム

　　監督 川端　優紀

　　選手 川端　優紀、四元　里佳子、原野　亜衣、

坂東　尚美、中村　裕梨、草野　絵美菜
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国民体育大会 関東ブロック大会 ソフトテニス競技

少年男子 全勝 下田　好輝（高崎健康福祉大学高崎高校）

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）

女子ダブルス 第５位 上原　由佳（早稲田大学）

内閣総理大臣杯 全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会

男子 第２位 長尾　景陽（早稲田大学）

女子 第３位 上原　由佳（早稲田大学）

都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会　【Ｈ２９年度】

男子団体 第１位 群馬県男子選抜チーム

　　監督 森田　　年（並榎中学校）

　　選手 喜樂　洸音 ・ 北爪　琉登（荒砥中学校）

小野　太地 ・ 金井　亮太（榛名中学校）

岩﨑　俊介（安中第一中学校）、神澤　政也（並榎中学校）

相内　翔琉（赤堀中学校）、笠原　大夢（桂萱中学校）

女子個人 第５位 今泉　菜々 ・ 竹和　凜（中之条中学校）

全国小学生ソフトテニス大会　【Ｈ２９年度】

男子５年生ダブルス 第５位 木村　泰楽 ・ 塚越　穂空（おおたＳＡＪ）

男子４年生ダブルス 第５位 木崎　天満（新町ＪＴＣ） ・ 長濱　瑠飛（小野ジュニア）

全国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）

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

U-17男子ダブルス 第５位 喜樂　洸音 ・ 北爪　琉登（荒砥中学校）

U-17男子シングルス 第３位 北爪　琉登（荒砥中学校）

U-14男子シングルス 第５位 片貝　匠　（前橋ＪＴＣ）

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５位 下田　好輝（高崎健康福祉大学高崎高校）

全日本小学生ソフトテニス選手権大会

男子団体 第１位 群馬県男子チーム

　　監督 新嶋　佐知子（スマイリーＳＴＣ）

　　選手 牧野　涉（スマイリーＳＴＣ）、片貝　匠（前橋ＪＴＣ）

木村　泰楽 ・ 塚越　穂空（おおたＳＡＪ）

木崎　天満 ・ 長濱　瑠飛（新町ＪＴＣ）

松本　健太郎（箕郷スポ少） 、 尾花　涼汰（館林スポ少）

男子個人 第５位 牧野　涉（スマイリーＳＴＣ） ・ 片貝　匠（前橋ＪＴＣ）

東日本ソフトテニス選手権大会

一般女子 第３位 上原　由佳（早稲田大学）

シニア７０女子 第２位 高野　春子（前橋クラブ）

第３位 吉澤　静江（伊勢崎クラブ） ・ 古川　千恵子（桐生クラブ）

東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）

平成３０年度　　表　彰　関　係 （Ⅱ）



関東ソフトテニス選手権大会

一般女子 第３位 草野　絵美菜（Ｐａｌａｉｓｔｒａ）

３５女子 第１位 川端　優紀 ・ 三浦　洋美（Ｐａｌａｉｓｔｒａ）

シニア女子６０ 第３位 狩野　恵利子（渋川クラブ） ・ 森島　文代（桐生クラブ）

シニア女子６５ 第２位 井伊　寿子 ・ 岩田　三枝子（高崎中央クラブ）

シニア女子７０ 第３位 高野　春子（前橋クラブ）

シニア女子８０ 第３位 山本　悦子 ・ 大塚　まさ乃（前橋クラブ）

関東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）

第３位 掛川　巧大（中央大学）

関東教員ソフトテニス選手権大会

一般男子 第２位 深堀　将平 ・ 丸岡　哲也

第３位 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）

関東高等学校ソフトテニス選手権大会

男子個人 第１位 櫻井　恒暢 ・ 髙城　直弥（前橋商業高校）

第３位 下田　好輝 ・ 櫻井　恵太（高崎健康福祉大学高崎高校）

男子団体 第１位 前橋商業高校

　　監督 篠原　和隆

　　選手 櫻井　恒暢、佐野間　浄仁、佐藤　匠、倉品　樹

木暮　唯太、髙城　直弥、大野　耕希、山口　悠一朗

関東中学校ソフトテニス大会

男子個人 第２位 猿渡　涼太 ・ 岩﨑　俊介（安中第一中学校）

第３位 喜樂　洸音 ・ 北爪　琉登（荒砥中学校）

女子個人 第１位 小林　彩奈 ・ 左近　知美（新島学園中学校）

第２位 今泉　菜々 ・ 竹和　凜（中之条中学校）

女子団体 第３位 箕郷中学校

　　監督 山田　健司

　　選手 森田　乃愛、野本　杏優、角田　乃依瑠、桒原　帆花

三原　奈津希、池田　瑞葉、劔持　由依

関東小学生ソフトテニス選手権大会

高学年男子 第２位 牧野　涉（スマイリーＳＴＣ） ・ 片貝　匠（前橋ＪＴＣ）

低学年男子 第１位 原田　有 ・ 牧野　穂（スマイリーＳＴＣ）

第３位 佐々木　琉（水上スポ少） ・ 齊藤　慧伸（群馬町ＪＴＣ）

低学年女子 第２位 村上　芹 ・ 福地　奈津美（伊勢崎フレンズ）

３年連続優勝

群馬県ソフトテニスミックス大会

シニア５５ 原田　佳幸（碓氷安中クラブ）・北爪　美奈子（前橋クラブ）

群馬県成年・シニアソフトテニス選手権大会

シニア男子６０→６５ 森島　陸宏（オリオン精工）・須藤　政美（箕郷クラブ）

シニア女子６０ 狩野　恵利子（渋川クラブ）・小島　敬子（桐生クラブ）
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群馬県関係表彰
★群馬県総合表彰
1 峰　哲彦　（群馬県ソフトテニス連盟 副会長）

★群馬県生涯スポーツ功労者表彰
1 佐藤　栄一　（群馬県ソフトテニス連盟 理事長）〔前橋市より推薦〕
2 中野　晴市　（群馬県ソフトテニス連盟 伊勢崎支部長）〔伊勢崎市より推薦〕

（公財）群馬県スポーツ協会長賞
★スポーツ功労者賞
1 茂木　憲司 　（群馬県ソフトテニス連盟 伊勢崎支部常任理事）
2 佐久間　夏江（前橋市ソフトテニス連盟 副会長）〔前橋市スポーツ協会より推薦〕
3 伊藤　良三 　（館林市ソフトテニス協会 会長）〔館林市体育協会より推薦〕

★最優秀指導者賞
1 新嶋　佐知子 （スマイリーＳＴＣ） 全日本小学生ソフトテニス選手権大会　男子団体　第１位
2 森田　　年　 　（並榎中学校） 都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会 男子団体 第１位

★最優秀選手賞
JOC全日本ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 U17男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 第３位

2 喜樂　洸音 （荒砥中学校）
3 小野　太地 （榛名中学校）
4 金井　亮太 （榛名中学校）
5 岩﨑　俊介 （安中第一中学校）
6 神澤　政也 （並榎中学校）
7 相内　翔琉 （赤堀中学校）
8 笠原　大夢 （桂萱中学校）

★優秀選手賞
1 草野　絵美菜 （Ｐａｌａｉｓｔｒａ） 全日本ソフトテニス選手権大会　女子　第３位
2 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２位

★ジュニアスポーツ奨励賞
1 牧野　　渉  （スマイリーＳＴＣ）
2 片貝　　匠  （前橋ＪＴＣ）
3 木村　泰楽 （おおたＳＡＪ）
4 塚越　穂空 （おおたＳＡＪ）
5 木崎　天満 （新町ＪＴＣ）
6 長濱　瑠飛 （新町ＪＴＣ）
7 松本　健太郎 （箕郷スポ少）
8 尾花　涼太 （館林スポ少）
9 櫻井　恒暢 （前橋商業高校）
10 髙城　直弥 （　　　 々 　　　）
11 木暮　唯太 （　　　 々 　　　）
12 佐野間　浄仁 （　　々　　　 ）
13 佐藤　　匠  （　　　 々 　　　）
14 倉品　　樹  （　　　 々 　　　）
15 大野　耕希 （　　　 々 　　　）
16 山口　悠一朗 （　　々　　　 ）
17 小林　彩奈 （新島学園中学校）
18 左近　知美 （  　　　 々   　　　）
19 原田　　有  （スマイリーＳＴＣ）
20 牧野　　穂　（ 　　　 々  　　　）

群馬県スポーツ少年団顕彰
★スポーツ少年団功労者
1 篠田　美智子　（前橋ソフトテニススポーツ少年団）
2 石原　美江子　（前橋ソフトテニススポーツ少年団）
3 西山　　明　　　（箕郷町ソフトテニススポーツ少年団）
4 中島　純枝 　　（高崎ジュニアテニスクラブスポーツ少年団）
5 秋塚　正美　 　（あかぼりＪＳＴスポーツ少年団）
6 阿佐美　博基　（渋川ソフトテニススポーツ少年団）
7 茂木　良和　 　（渋川ソフトテニススポーツ少年団）

関東高校ソフトテニス選手権大会　男子団体　優勝

関東中学校ソフトテニス大会　女子個人　優勝

関東小学生ソフトテニス選手権大会　低学年男子　優勝

全国中学校ソフトテニス大会　男子個人　第３位

都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会 男子団体 第１位

1
北爪　琉登 （荒砥中学校）
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全日本小学生ソフトテニス選手権大会　男子団体　第１位

関東高校ソフトテニス選手権大会　男子個人　優勝


