
月 日
県団体インドア大会 3 6 男子 16

女子 4 金沢商業高校 金沢泉丘高校

県シングルス選手権 4 10 一般男子 28 松岡 樹輝 (能登高校) 大澤 和馬 (能登高校) 久瀬陽一郎 (内灘Ｖ遊クラブ)
端山 都頼 (能登高校)

一般女子 9 西村 理伽 (金沢学院高校) 橋本 茜 (金沢学院高校) 高田 早貴 (北陸電力石川)
春季選手権大会 4 24 一般男子 42 寺下・寺下 (能登町役場・兼六ク) 関戸・田村 (能美クラブ) 田中・小林 (金沢大学)

高山・新平 (兼六クラブ)
一般女子 14 赤井・上田 (金沢大学) 大澤・谷内 (中能登町STA・金沢大学) 丸谷・西口 (兼六クラブ)

今井・松原 (七尾高校)
成年男子 9 瀬戸・西澤 (兼六クラブ) 小原・中宮 (能登町役場) 辻井・宮村 (野々市クラブ)

成年女子 5 多々見・折戸 (かほくクラブ) 安部・前野 (羽咋市STA・ふたばク) 鍋島・平川 (松任ｺｽﾓｽｸﾗﾌﾞ)

ｼﾆｱ男45 7 岩田・山森 (中能登町STA) 田中・下畠 (七尾市STA・内灘V遊ｸ) 大杉・森田 (つるぎク・NTT西日本金沢)

西田・奥野 (能美ク・志賀町STA)
ｼﾆｱ女45 7 岩山・南 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ・松任ｺｽﾓｽｸ) 山口・中村 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ) 木下・坂本 (兼六クラブ)

東方・米澤 （加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ・ふたばク)

ｼﾆｱ男55 6 升田・大神 (かほくク・加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ) 北川・橋口 (NTT西日本金沢・兼六ク) 高田・蔵 (かほくク・ｺﾏﾂ粟津工場)

高見・山田 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ)
ｼﾆｱ女55 6 芝 ・井上 (ふたばクラブ) 本口・森下 (輪島ﾚﾃﾞｨｰｽ・七尾市STA) 木村・伊藤 (ふたばク・中能登町STA)

白坂・谷内 (穴水町STA)
ｼﾆｱ男65 9 山本・長田 (かほくク・金沢愛好会) 郷家・奥原 (野々市ク・七尾市STA) 福田・西田 (金沢愛好会・かほく市STA)

ｼﾆｱ女65 5 北原久・架間 (中能登町STA・松任ｺｽﾓｽ) 服部・中川 (羽咋市STA・七尾市STA) 山城・荒木 (わかばク・富樫ク)

県実業団大会 5 15 男 子 6 コマツ粟津工場
県クラブ選手権 5 15 男 子 7

女 子 2 加賀グリーンクラブ
ゆーりんピック 5 15 男子選考 5 架間・西谷 (白山・加賀) 室崎・津田 (金沢・津幡) 高田・蔵 (かほく・能美)
交流大会 女子選考 2 藤澤・平野 (七尾・中能登) 脇野・津田 (金沢・津幡)

混合選考 6 郷家・架間 (野々市・白山) 大江・中川 (穴水・七尾) 三田・浜田 (加賀・能美)
山崎・服部 (加賀・能美)

交流(男子) 4 山本・長田 (かほく・金沢) 干場・西田 (野々市・かほく) 岩本・川上 (穴水・白山)
交流(混合) 5 奥原・奥原 (七尾) 福田・北原俊 (金沢・中能登) 西村・表谷 (金沢)

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ 5 29 35男子 3 谷口・坂下 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ・能美ク) 山本・浦 (野々市クラブ) 市村・川上 (七尾市STA)
県代表選考会 35女子 1 山口・前野 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ・ふたばク)

45男子 3 岩田・山森 (中能登町STA) 畔柳・長田 (野々市ク・金沢愛好会) 西田・蔵 (能美ク・ｺﾏﾂ粟津工場)

45女子 1 岩山・坂本 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ・兼六ク)
35女45男 2 田中・米澤 (七尾市STA・ふたばク) 大畑・前野 (野々市ク・ふたばク)

全日本ﾚﾃﾞｨｰｽ 6 5 さくら 6 川原・平川 (羽咋ク・松任コスモス) 吉田・干場 (中能登町STA) 池田・架間 (ふたばク・松任コスモス)

県予選 加藤・渡辺 (松ぼっくり・七尾ﾚﾃﾞｨｰｽ)

うめ 7 平野・中川 (中能登町STA・七尾ﾚﾃﾞｨｰｽ) 脇野・津田 (ふたばクラブ) 小上防・西村 (輪島ﾚﾃﾞｨｰｽ・ふたばク)

南 ・北原俊 (松ぼっくり・中能登町STA)

すみれ 安部・前野 (羽咋ク・ふたばク)
ばら 米澤・坂本 (ふたばク・兼六ク)
ゆり 木村・西 (ふたばクラブ)
きく 芝 ・井上 (ふたばクラブ)

あやめ 北原久・伊藤 (中能登町STA)
県スポレク大会 6 19 女45/55/65 6 大畑・池田 (金沢市) 西村・浜田 (金沢市・能美市) 室崎・津田 (金沢市・津幡町)

女65/70ﾌﾘｰ 4 駒井・前田 (かほく市・小松市) 山崎・西山 (羽咋市・小松市） 奥原・田島 (七尾市・金沢市)
石川県民体育大会 8 6-7 壮年男子 18 金沢市 小松市

壮年女子 17 金沢市 加賀市
一般男子 18 能登町 七尾市
一般女子 17 能登町 中能登町

選手権(個人) 10 9 一般男子 28 池端・上野 (北陸電力石川) 川端・坪根 (北陸電力石川・新橋こうや) 瀬戸・高山 (能美ク・兼六ク)
奥田・岸本 (穴水高校)

一般女子 11 赤井・谷内 (金沢大学) 今井・松原 (七尾高校) 関戸・宮西 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ)
辻口・森屋 (七尾高校)

成年男子 10 山田・堀 (北陸電力石川・NTT西日本金沢) 小原・中宮 (能登町役場) 山本・浦 (野々市クラブ)

成年女子 5 鍋島・平川 (松任ｺｽﾓｽｸﾗﾌﾞ) 川原・松本 (羽咋市STA) 多々見・西川 (かほくクラブ)

ｼﾆｱ男45 6 岩田・西 (中能登町STA・七尾市STA) 畔柳・野口 (野々市ク・NTT西日本金沢) 田中・永井 (七尾市STA・北陸電力石川)

西田・奥野 (能美ク・志賀町STA)
ｼﾆｱ女45 4 岩山・米澤 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ・ふたばク) 山口・中村 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ) 井上・西 (羽咋市STA・ふたばク)

ｼﾆｱ男55 6 高見・山田 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ) 升田・大神 (かほくク・加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ) 大畑・池田 (野々市ク・ふたばク)
高田・蔵 (かほくク・ｺﾏﾂ粟津工場)

ｼﾆｱ女55 5 芝 ・井上 (ふたばクラブ) 平野・浦辺 (中能登町STA・七尾市STA) 白坂・谷内 (穴水町STA)

ｼﾆｱ男65 6 架間・高山 (松任ｺｽﾓｽｸ・能登町STA) 郷家・奥原 (野々市ク・七尾市STA) 山下・西田 (野々市ク・かほくク)
山本・長田 (かほくク・金沢愛好会)

ｼﾆｱ女65 4 北原久・架間 (中能登町STA・松任ｺｽﾓｽｸ) 南 ・北原俊 (松ぼっくり・中能登町STA) 小上防・西村 (輪島ﾚﾃﾞｨｰｽｸ・ふたばク)

大 会 名
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加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ．兼六クラブ野々市クラブＡ

2 位
開催日

能登町役場

小松明峰高校、小松市立高校

県連盟主催大会

能美クラブ

3 位
参加
数

能美クラブ 金沢大学Ａ、七尾市ＳＴＡ-Ａ能登町ソフトテニス協会

種 別 1 位

内灘町．能美市
七尾市．羽咋市
野々市市．珠洲市
金沢市．かほく市

北陸電力石川

兼六クラブ



月 日
選手権(団体) 男子 13 能登高校

女子 4
県ｼﾆｱﾐｯｸｽ大会 10 23 85～99 4 山口・山田 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ) 寺口・長澤 (七尾市STA) 福田・新田 (野々市クラブ)

100～109 3 岩山・山口 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ・大同工業) 北本・井上 (野々市ク・羽咋市STA) 大畑・前野 (野々市クラブ)

110～119 8 田中・南 (七尾市STA・松任ｺｽﾓｽｸ) 石田・畔柳 (内灘V遊ｸ・野々市ク) 白坂・松田 (穴水町STA・七尾市STA)

中本・津田 (内灘V遊ｸ・金沢愛好会)

120～129 6 室崎・井上 (金沢愛好会・ふたばク) 干場・津田 (白山市STA・ふたばク) 長田・長元 (金沢愛好会・中能登町STA)

岩本・谷内 (穴水町STA)
130～139 6 架間・架間 (松任ｺｽﾓｽｸﾗﾌﾞ) 山本・中川 (かほくク・七尾市STA) 福田・北原俊 (金沢愛好会・中能登町STA)

奥原・奥原 (七尾市STA)
140以上 4 郷家・荒木 (野々市ク・富樫ク) 小上防・太島 (輪島ﾚﾃﾞｨｰｽｸ・能登町STA) 平野・前田 (中能登町STA・小松市STA)

県選抜ｲﾝﾄﾞｱ大会 11 20 一般男子 30 中平・米澤 (明治大学) 林田・川渕 (ヨネックス) 松岡・山本 (能登高校・日本体育大学)

関戸・田村 (能美クラブ)
一般女子 14 山本・下畠 (能登高校) 田川・西村 (金沢学院高校) 赤井・谷内 (金沢大学)

濱田・宮村 (能登高校)
国体予選(一次) 5 29 成年男子 14

成年女子 1

国体予選(最終) 6 12 成年男子 7
１位 寺下・米澤(能登町役場・明治大学)
２位 島田・清水(富山大学・能登町役場)
３位 大屋・寺尾(日本体育大学・明治大学)
４位 道下・山本(東京ガス・日本体育大学)
５位 関戸・田村(能美クラブ)
６位 高山・新平(兼六クラブ)
７位 谷内・善野(能登町STA)

8 21 成年女子 5 最終決定順位
１位 佐々木・中田(関西大学・立教大学)
２位 髙井・内潟(東京女子体育大学・東京経済大学)
３位 赤井・虎谷(金沢大学・新潟大学)
４位 橋本・井田(日本体育大学)
５位 宮野・秋本(和洋女子大学・慶應義塾大学)

飯田高校

種 別
参加
数 1 位

最終決定順位

能美クラブＡ9/18→10/23

能登高校

赤井・虎谷(金沢大学・新潟大学)

谷内・善野(能登町STA)
大屋・寺尾(日本体育大学・明治大学)

七尾高校
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島田・清水(富山大学・能登町役場)

予選通過(４ペア)
道下・山本(東京ガス・日本体育大学)

大 会 名
開催日

2 位 3 位

県連盟主催大会

金沢学院高校．七尾高校



月 日
田島杯 4 3 一般男子 23 高山・新平 (兼六クラブ) 関戸・田村 (能美クラブ） 山本・高山 (兼六クラブ)

秋野・向出 (能美クラブ)
一般女子 7 赤井・上田 (金沢大学） 瀬戸・山谷 (能美ク・加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ） 干野・吉田 (志賀町STA・羽咋市STA）

中野・今井 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ)
成年男子 5 瀬戸・西澤 (兼六クラブ） 山田・堀 (北陸電力石川・NTT西日本金沢） 榊原・長田 (兼六ク・金沢愛好会）

成年女子 4 中本・岡山 (内灘V遊ク・かほくク) 多々見・折戸 (かほくクラブ) 安部・前野 (羽咋市STA・ふたばク)

ｼﾆｱ男45 5 田中・下畠 (七尾市STA・内灘V遊ク) 水口・橋本 (つるぎク・美川ク) 大杉・藤田 (つるぎクラブ)

ｼﾆｱ女45 4 青木・米澤 (ふたばクラブ) 岩山・南 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ・松任ｺｽﾓｽｸ) 山口・中村 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ)

ｼﾆｱ男55 5 高見・山田 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ) 北川・橋口 (NTT西日本金沢・兼六ク) 藤原・本間 (ｺﾏﾂ粟津工場・野々市ク)

ｼﾆｱ女55 8 平野・藤澤 (中能登町STA・七尾市STA) 石田・井上 (内灘V遊ク・ふたばク) 島崎・南 (穴水町STA)
白坂・谷内 (穴水町STA)

ｼﾆｱ男65 9 山本・長田 (かほく市STA・金沢愛好会) 福田・西田 (金沢愛好会・かほく市STA) 郷家・奥原 (野々市ク・七尾市STA)

ｼﾆｱ女65 6 小上防・西村 (輪島ﾚﾃﾞｨｰｽ・ふたばク) 南 ・北原俊 (松ぼっくり・中能登町STA) 山城・荒木 (わかばク・富樫ク)
奥原・北原久 (七尾市STA・中能登町STA)

西田・西谷杯 5 1 一般男子 20 池田・向出 (ｺﾏﾂ粟津工場・能美ク) 瀬戸・田村 (能美クラブ) 関戸・畑中 (能美ク・大同工業)
夏畑・西村 (金沢市役所・つるぎク)

一般女子 8 関戸・丸谷 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ・兼六ク) 川原・前野 (羽咋市STA・ふたばク) 高田・畑 (北陸電力石川・能美ク)

池田・今井 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ)
成年男子 4 谷口・森 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ・かほくク) 酒井・宮村 (金沢市役所・野々市ク) 市村・柏谷 (七尾市STA)

成年女子 －

ｼﾆｱ男45 4 田中・大神 (七尾市STA・福井鋲螺) 西田・奥野 (能美ク・志賀町STA ) 尾田・藤田 (つるぎクラブ)

ｼﾆｱ女45 5 岩山・南 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ・松任ｺｽﾓｽｸ) 東方・米澤 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ・ふたばク) 山口・中村 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ)

ｼﾆｱ男55 4 高見・山田 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ) 高田・蔵 (かほくク・ｺﾏﾂ粟津工場) 西谷・山口 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ・大同工業)

ｼﾆｱ女55 4 芝 ・井上 (ふたばクラブ) 平野・浦辺 (中能登町STA・七尾市STA） 石田・北原久 (内灘V遊ク・中能登町STA）

ｼﾆｱ男65 6 郷家・奥原 (野々市ク・七尾市STA) 福田・西田 (金沢愛好会・かほく市STA) 山本・長田 (かほく市STA・金沢愛好会)

山下・川上 (野々市ク・美川ク)
ｼﾆｱ女65 4 南 ・北原俊 (松ぼっくり・中能登町STA) 奥原・中川 (七尾市STA) 山城・荒木 (わかばク・富樫ク)

野田杯 6 12 一般男子 28 池端・西田 (北陸電力石川・能美ク) 川端・坪根 (北陸電力石川・新橋こうや) 霜下・岩山 (大同工業)
瀬戸・高山 (能美ク・兼六ク)

一般女子 9 西谷・今井 (かほくク・加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ) 瀬戸・山谷 (能美ク・加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ) 関戸・宮西 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ）

成年男子 6 道端・中 (北陸電力石川・ｺﾏﾂ粟津工場) 山本・浦 (野々市クラブ) 山森・森 (かほくクラブ)
榊原・東 (兼六クラブ)

成年女子 5 多々見・西川 (かほくクラブ) 安部・前野 (羽咋市STA・ふたばク) 中 ・道端 (小松市STA)

ｼﾆｱ男45 8 長田・堀 (金沢愛好会・NTT西日本金沢) 田中・下畠 (七尾市STA・内灘V遊ｸ) 畔柳・野口 (野々市ク・NTT西日本金沢)

杉枝・松田 (志賀町STA・七尾市STA)

ｼﾆｱ女45 6 岩山・南 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ・松任ｺｽﾓｽｸ) 山口・中村 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ) 東方・米澤 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ・ふたばク)

井上・西 (羽咋市STA・ふたばク)

ｼﾆｱ男55 4 升田・大神 (かほくク・福井鋲螺) 高見・山田 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ) 高田・蔵 (かほくク・ｺﾏﾂ粟津工場)

ｼﾆｱ女55 5 平野・浦辺 (中能登町STA・七尾市STA) 芝 ・井上 (ふたばクラブ) 梶 ・光山 (松ぼっくり)

ｼﾆｱ男65 8 山本・長田 (かほくク・金沢愛好会) 西村・浜田 (額ク・小松市STA) 室崎・津田 (金沢愛好会)
郷家・奥原 (野々市ク・七尾市STA)

ｼﾆｱ女65 4 服部・中川 (羽咋市STA・七尾市STA) 山城・荒木 (わかばク・富樫ク) 小上防・西村 (輪島ﾚﾃﾞｨｰｽｸ・ふたばク)

平 成 28 年 度 事 業 報 告

3 位1 位

各地区主催の主な大会

大 会 名
開催日

種 別
参加
数 2 位



月 日
円角杯 7 5 一般男子

一般女子

成年男子

成年女子

ｼﾆｱ男45

ｼﾆｱ女45

ｼﾆｱ男55

ｼﾆｱ女55

ｼﾆｱ男65

ｼﾆｱ女65
上坂杯 7 31 一般男子 12 谷内・善野 (能登クラブ) 宮下・徳野 (中能登町STA) 岡崎・前川 (志賀町STA)

下畠・髙宮 (能登ク・未登録)
一般女子 4 川原・土川 (羽咋市STA・志賀町STA) 干野・吉田 (羽咋市STA) 宮本・濱本 (七尾市STA・志賀町STA)

成年男子 6 岡井・森 (かほくクラブ) 大森・源 (中能登町STA) 谷口・坂下 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ・能美ク)

山森・折戸 (かほくクラブ)
成年女子 5 池田・前野 (ふたばクラブ) 寺口・稲田 (七尾市STA) 岡島・竹谷 (かほくクラブ)

ｼﾆｱ男45 7 畔柳・野口 (野々市ク・NTT西日本金沢) 田中・下畠 (七尾市STA・内灘V遊ク) 竹田・新田 (内灘V遊ク・野々市ク)

長澤・西 (七尾市STA)
ｼﾆｱ女45 8 井上・西 (羽咋市STA・ふたばク) 岩山・南 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ・松任ｺｽﾓｽｸ) 木下・坂本 (兼六クラブ)

青木・米澤 (ふたばクラブ)
ｼﾆｱ男55 5 高見・山田 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ) 高田・蔵 (かほくク・ｺﾏﾂ粟津工場) 藤原・橋口 (ｺﾏﾂ粟津工場・兼六ク)

ｼﾆｱ女55 6 平野・浦辺 (中能登町STA・七尾市STA) 芝 ・井上 (ふたばクラブ) 石田・津田 (内灘V遊ク・ふたばク)

白坂・谷内 (穴水町STA)
ｼﾆｱ男65 6 山本・長田 (かほく市STA・金沢愛好会) 山下・津田 (野々市市STA・金沢愛好会) 高山・米田 (能登町STA・七尾市STA)

福田・西田 (金沢愛好会・かほく市STA)

ｼﾆｱ女65 5 小上防・西村 (輪島ﾚﾃﾞｨｰｽｸ・ふたばク) 北原・北原 (中能登町STA) 奥原・脇野 (七尾市STA・ふたばク)

ｼﾆｱ70 4 奥原・田島 (七尾市STA・ふたばク) 伊藤・山城 (七尾市STA・わかばク) 山崎・東渡 (羽咋市STA)
とりや大会 8 21 一部男子 20 山本・宮村 (野々市クラブ) 乾 ・小川 (野々市クラブ) 谷内・善野 (能登クラブ)

池端・作田 (北陸電力石川・志賀町ＳＴＡ)

一般女子 6 西谷・荒井 (かほくクラブ) 高田・濱本 (北陸電力石川・志賀町STA) 松尾・山谷 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ)
大澤・濱田 (中能登町STA)

成年男子 7 小林・森 (かほくクラブ) 谷口・坂下 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ・能美ク) 大森・源 (中能登町ＳＴＡ)
松本・柏谷 (志賀町STA・七尾市STA)

成年女子 4 川原・松本 (羽咋市STA) 寺口・稲田 (七尾市STA) 吉田・干場 (中能登町STA)

ｼﾆｱ男45 6 大杉・奥野 (つるぎク・志賀町STA) 長澤・西 (七尾市STA) 川端・山崎 (能登町ＳＴＡ・羽咋市ＳTA)

岩田・山崎 (中能登町STA)
ｼﾆｱ女45 4 山口・中村 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ) 井上・西 (羽咋市STA・ふたばク) 島崎・鵜野 (穴水町STA)

ｼﾆｱ男55 4 田中・下畠 (七尾市STA・内灘V遊ク) 藤原・本間 (ｺﾏﾂ粟津工場・野々市ク) 大畑・池田 （野々市ク・ふたばク)

ｼﾆｱ女55 7 芝 ・井上 (ふたばクラブ) 本口・森下 (輪島ﾚﾃﾞｨｰｽｸ・七尾市STA) 平野・浦辺 (中能登町STA・七尾市STA)

白坂・谷内 (穴水町STA)
ｼﾆｱ男65 4 山本・長田 (かほく市STA・金沢愛好会) 福田・西田 (金沢愛好会・かほく市STA) 郷家・奥原 (野々市ク・七尾市STA)

ｼﾆｱ女65 4 北原・架間 (中能登町STA・松任ｺｽﾓｽｸ) 山城・荒木 (わかばク・富樫ク) 服部・中川 (羽咋市STA・七尾市STA)

山田杯 10 30 一般男子 28 米澤・奥野 (能登高校) 絈井・大澤 (能登高校) 久瀬・山本 (内灘V遊ク・新橋こうや)

寺下・佐野 (能登町役場・能登ク)

一般女子 10 山本・下畠 (能登高校) 濵中・谷村 (能登高校) 濱田・佐々木 (能登高校)
岸本・中嶋 (穴水高校)

35才以上 8 高山・森 (穴水町STA・かほくク) 長澤・柏谷 (七尾市STA) 小原・中宮 (能登町役場)
混合 川崎・長田 (能登町役場・金沢愛好会)

雨天延期

平 成 28 年 度 事 業 報 告

2 位 3 位

各地区主催の主な大会

大 会 名
開催日

種 別
参加
数 1 位



月 日
北信越選手権大会 5 22 一般男子 68 品川・中本 (福井) 國松・新倉 (新潟) 関戸・田村 能美クラブ

寺下・新平 能登町役場・兼六ク
一般女子 26 浅田・村井 (富山) 原 ・宮田 (富山) 松原・上田 (福井)

前田・長尾 (富山)
成年男子 19 中野・真島 (新潟) 瀬戸・西澤 兼六クラブ 瀬戸・高山 能美ク・兼六ク

道端・中村 北陸電力石川・ｺﾏﾂ粟津工場

成年女子 7 守谷・幅下 (長野) 鍋島・平川 松任ｺｽﾓｽｸﾗﾌﾞ 福田・前野 野々市ク・ふたばク
川畑・山下 (福井)

ｼﾆｱ男45 9 山田・堀 北陸電力石川・NTT西日本金沢 小谷・長田 兼六ク・金沢愛好会 岩田・山森 中能登町STA
清水・河村 (富山)

ｼﾆｱ女45 15 岩山・南 加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ・松任ｺｽﾓｽｸ 石林・中川 (長野) 太田・池上 (長野)
西島・竹内 (長野)

ｼﾆｱ男50 12 権平・内山 (新潟) 田中・下畠 七尾市STA・内灘V遊ク 関 ・小林 (長野)
吉岡・兼田 (新潟)

ｼﾆｱ女50 －

ｼﾆｱ男55 －

ｼﾆｱ女55 12 鈴木・鈴木 (新潟) 芝 ・井上 ふたばクラブ 穂苅・小林 (長野)
滝澤・春日 (長野)

ｼﾆｱ男60 10 升田・大神 かほくク・加賀ｸﾞﾘｰﾝｸ 高田・蔵 かほくク・ｺﾏﾂ粟津工場 高見・山田 加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ
市川・竹村 (長野)

ｼﾆｱ女60 －

ｼﾆｱ男65 14 上野・高野 (新潟) 林 ・住安 (長野) 架間・高山 松任ｺｽﾓｽｸ・能登町STA

間山・相澤 (長野)
ｼﾆｱ女65 11 豊本・赤星 (福井) 中村・石井 (長野) 吉田・中島 (新潟)

南 ・北原俊 松ぼっくり・中能登町STA

ｼﾆｱ男70 －

ｼﾆｱ女70 －
北信越実業団リーグ 6 26 １部 6

２部 6

３部 7

東日本選手権大会 7 16-17 一般男子 275 村田・山本 (日本体育大学；山本選手能登高OB)

ｼﾆｱ女45 26 五十嵐・米澤 (燕ク・ふたばク)
全日本実業団大会 7 24-26 一般男子 131
全日本ﾚﾃﾞｨｰｽ大会(個人戦) 8 5-7
北信越国民体育大会 8 20-21 成年男子 5 長野 富山 石川

少年男子 5 石川 長野 福井
少年女子 5 富山 石川 新潟

競技者育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 8 26-28 U-14男子 3
Step-3 U-14女子 3

U-17男子 3
U-17女子 3
U-20男女 2

全日本社会人選手権 9 3-4
全日本シニア選手権 9 9-11 女子45 59 五十嵐・米澤 (燕テニスク・ふたばク)

男子50 78
日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2016 9 24-26 30
国民体育大会 10 2-5
ねんりんピック 10 15-17 65
全日本選手権 10 21-23 男子

女子
日本実業団リーグ 男子 32
全日本クラブ選手権 男子 194

女子 49
競技者育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 11 25-28 U-14男子D 22 寺本・端山 (東京・中能登中)
Step-4ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ U-17男子D 21 坂田・根本 (金沢学院高・奈良)
日本リーグ 12 16-18

北信越選抜ｲﾝﾄﾞｱ大会 12 10-11 一般男子 24 増田・柴田 (招待；和歌山県庁・同志社ク) 中本・鈴木 (福井；福井県庁・福井STク) 林田・森田 (招待；ﾖﾈｯｸｽ)
村上・水澤 (招待；NTT西日本広島)

一般女子 24 橋本・井田 (石川；日本体育大学) 早川・桑名 (富山；高岡西高) 貝瀬・上田 (新潟；和歌山信愛高・文大杉並高)

清水・吉原 (新潟；三重高・文大杉並高)

東京インドア 一般女子 8
全日本インドア 1 29

第３位グループ ベスト16

女子 橋本・髙井（日本体育大学・東京女子体育大学）出場

少年男子第６位

６位 新潟県庁(新潟)

石森崇大選手(福井)・東和輝選手(富山)・小林裕仁郎選手(福井)
大井月葵選手(富山)・木村日恵選手(長野)・濱中彩花選手(石川)
坂田瑛慎選手(石川)・奥野立樹選手(石川)・米澤優選手(石川)

鈴木愛香選手(新潟)・保科葵選手(新潟)・田辺なつき選手(新潟)
松岡樹輝選手(石川)・早川日向選手(富山)

山田・堀(北陸電力石川・NTT西日本金沢)ベスト8

４位 金沢市役所(石川) Bﾘ2位 JR東日本新潟(新潟)
３位 不二越(富山) Aﾘ2位 北陸電力福井(福井)

H29.1.15

１位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ ベスト8 石川県

野々市クラブ・七尾市STA・兼六クラブ・つるぎクラブ・中能登町STA 出場
北陸電力石川 出場10/28-30

10/29-30

2 位

２位 松本市役所(長野)２位 ＹＫＫ(富山)
１位 北陸電力石川(石川)

北陸電力石川・能登町役場・ｺﾏﾂ粟津工場 出場

男子 寺下・新平(能登町役場・兼六ク)松岡・奥野(能登高)濵田・端山（中能登中）出場

２位 能登町役場(石川)

Bﾘ3位 北陸電力富山(富山)
Bﾘ4位 長野日本無線(長野)

１位 福井県庁(福井)

４位 富山県庁(富山)

平 成 28 年 度 事 業 報 告

１位 JR東日本長野支社(長野)

参加
数

＜男子１部＞

3 位

北信越・日連主催大会

大 会 名

＜男子３部＞

1 位

中能登町STA 出場

＜男子２部＞

種 別
開催日

Aﾘ3位 クラレ新潟(新潟)

３位 中部電力長野(長野)

５位 ｺﾏﾂ粟津工場(石川) ５位 新潟市役所(新潟)
６位 大同工業(石川)


