
 《女子》

優　勝　札幌龍谷学園高校

準優勝　とわの森三愛高校

３　位　谷口・沼田（札啓・札グリ）

平成27年1月5日（月）

北海道立総合体育センター「北海きたえ～る」

 《男子》

優　勝　藤田・笹谷（江別市立江別第一中学校）

準優勝　富樫・亀田（江別市立中央中学校）

３　位　佐藤・中山（津別町立津別中学校）

４　位　山根・山村（札幌市立西野中学校）

 《女子》

優　勝　工藤・田中（江別市立大麻東中学校）

３　位　北海道尚志学園高校

４　位　旭川実業高校

準優勝　高野・北川（江別市立野幌中学校）

３　位　藤田・大川（比布町立比布中学校）

４　位　若本　広大（札幌福井野）

３　位　中嶋　拓海（札幌白石）

優　勝　浪岡　菜々美（登別Jr）

準優勝　高橋　咲楽（札幌東月寒）

４　位　渡邊　真衣（比布少）

 《女子》

３　位　岡本　蒼生（静内第三）

準優勝　芦別市立芦別中学校

３　位　新ひだか町立静内第三中学校

平成26年12月27・28日（土・日）

砂川市総合体育館

優　勝　柏倉　友弥（札幌西野）

準優勝　山村　颯人（札幌西野）

 《男子》

準優勝　江別市立江別中央中学校

３　位　弟子屈町立弟子屈中学校

３　位　札幌市立西野中学校

優　勝　茂泉・酒井（札幌白石クラブ）

準優勝　安田・土井（函館市役所・北見市役所）

優　勝　江別市立大麻東中学校

３　位　安平町立追分中学校

平成26年2月2日（日） 平成26年2月13日（木）

岩見沢総合体育館・岩見沢スポーツセンター 野幌運動公園体育館・江別市総合体育館
 《男子》

優　勝　美唄市立美唄中学校

 《女子》

 《シニア50女子》

優　勝　宮川・地主（札伏古・札マイン）

準優勝　海老・佐藤（札啓明・旭女子）

 《シニア55女子》

優　勝　桜本・山下（大麻クラブ・千歳）

準優勝　藤本・関谷（岩見沢球友ク・白石ク）

３　位　寺西・　原（旭川JRク・旭川暁ク）

優　勝　鈴木・坪松（函館ベテランク・琴似ク）

準優勝　岡本・中鉢（苫小牧百歳会・札幌Nワンク）

優　勝　名和・宮川（旭川女子・札幌伏古）

準優勝　木浪・地主（函館ク・札マイン）

優　勝　佐々木・伴戸（江大麻・札リバ）

優　勝　市川・川村（札水曜会・札愛球会）

準優勝　辻　・畑山（函フレンドク・札もみじ台ク）

(11)(2)

平成２５～２６年度大会結果

滝川市スポーツセンター

平成26年12月27・28日（土・日）

 《シニア55女子》

３　位　渡辺・堀江（苫ファ・長万部）

３　位　花井・後藤（札啓明）

 《シニア55男子》

 《シニア45男子》  《シニア45女子》

 《シニア50男子》  《シニア50女子》

優　勝　川崎・吉野（札幌MAク）

準優勝　遊佐・矢口（美幌・遠軽）

３　位　青木・柳谷（札MAク・帯MT）

準優勝　藤岡・藤田（函女・札共・北）

準優勝　北　・大場（白老協会）

準優勝　菊地・熊谷（札幌やこぜん）

優　勝　吉本・高橋（北見・旭川）

優　勝　芳賀・室田（北見・岩見沢）

 《シニア60男子》

 《シニア65男子》

優　勝　渡辺・河本（琴似ク・青陽ク）

準優勝　佐々木・石田（北見・三省ク）

 《シニア70女子》

 《シニア65女子》

 《シニア70男子》

準優勝　米沢・佐藤（札啓明ク・札愛球会）

３　位　森　・石岡（札太平ク・札啓明ク）

優　勝　鈴木・南（美唄青空会）

 《シニア60女子》

優　勝　藤田・西方（函白・苫女）

準優勝　打矢・安井（札啓・札もみ）

３　位　山下・井桝（札もみ・札マイ）

平成27年1月29日（木）

道立野幌総合運動公園体育館・江別市民体育館

 《シニア45女子》

優　勝　山本・川崎（札アスリート・札MA）

準優勝　稲見・片山（岩見沢・札MCセブン）

優　勝　佐々木・伴戸（江大麻・札リバティ）

準優勝　宮岸・津田（旭女子・旭迷球会）

平成27年2月2～5日（月～木）

３　位　按田・藤田（札共栄・北桜）

 《シニア60女子》

優　勝　渡辺・堀江（苫ファジー・長万部）

準優勝　青木・名和（札MA・旭女子）

３　位　打矢・安井（札啓明・札もみじ台）

３　位　河島・明円（旭大成・札グリーン）

３　位　藤岡・佐々木（函女子・札啓明）

４　位　札幌啓成高校

 《シニア65女子》

優　勝　桜本・松永（江大麻・札愛球会）

準優勝　山口・酒谷（札水曜会・札グリーン）

 《シニア70女子》

優　勝　南田・二瓶（札愛球会・苫女子）

準優勝　大西・河野（釧クリーン・帯MT）

４　位　後藤・竹田（安平町立追分中学校）

北海道立総合体育センター「北海きたえ～る」

 《男子》

優　勝　北海道尚志学園高校

準優勝　とわの森三愛高校

３　位　北見緑陵高校

第53回北海道シニア男子インドアソフトテニス選手権大会 第22回北海道シニア女子インドアソフトテニス選手権大会 

第36回北海道中学生団体対抗ソフトテニス大会 

第2回北海道中学生シングルスソフトテニス選手権大会 

第41回北海道中学生インドアソフトテニス選手権大会 

第23回北海道シニア女子インドアソフトテニス選手権大会 

北海道高等学校新人戦ソフトテニス選手権大会 兼 
第40回全日本学校選抜ソフトテニス大会 北海道予選



少年男子　　　８位入賞 少年女子　　　４位入賞

 《シングルス男子》  《シングルス女子》

優　勝　船水　颯人（宮城県：東北） 優　勝　尾上　胡桃（広島県：鈴峰女子）

準優勝　押木　竜之（群馬県：高崎商） 準優勝　田辺　恵理（新潟県：北越）

３　位　上松　俊貴（岡山県：岡山理大附） ３　位　田中　　純（奈良県：奈良育英）

優　勝　野村・関谷（札幌白石クラブ）

準優勝　大島・木戸場（帯青葉・札鉄ク）

(1)

 《ダブルス男子》  《ダブルス女子》

優　勝　内本・丸山（大阪府：上宮） 優　勝　松本・小谷（鳥取県：米子松陰）

準優勝　船水・大津（宮城県：東北） 準優勝　岡部・内潟（広島県：広島翔洋）

３　位　丸岡・宮田（香川県：尽誠学園） ３　位　中谷・長内（南北海道：札幌龍谷学園）

３　位　田邉・内田（三重県：三重） ３　位　帆足・北原（神奈川県：相洋）

５　位　國松・田中（山形県：羽黒） ５　位　高橋・福田（南北海道：札幌龍谷学園）

５　位　楠本・嶋田（長崎県：西陵） ５　位　永尾・泉谷（大阪府：昇陽）

５　位　瀬口・井之上（福岡県：大牟田） ５　位　小林・成田（山形県：山形城北）

５　位　因　・米澤（石川県：能登） ５　位　村上・佐伯（愛媛県：済美）

３　位　生田　花織（北北海道：旭川商）

SOFT-TENNISニュース　第96号

◆　　入　賞　お　め　で　と　う　　◆

平成26年10月13～16日（月～木）

３　位　河野　教弘（和歌山県：和歌山北）

長崎県　佐世保市

優　勝　佐藤・金戸（岩見沢球友ク）

準優勝　染谷・土井（札白石ク・北見）

発行／北海道ソフトテニス連盟 2015.3.30

DO-REN　COMMUNICATION

SOFT-TENNIS

㈲クリエサービス・三浦印刷株式会社

発 行 日

発 行 者

発行責任者

編 集 担 当

印 刷 所

北海道ソフトテニス連盟

広報委員会

原　孝一

平成27年3月30日

 《シニア50男子》

平成26年6月20～22日　　札幌円山庭球場

第43回ゴーセン杯争奪　ハイスクールジャパンカップ2014

平成27年2月1日（日）

岩見沢総合体育館・岩見沢スポーツセンター

(12)

 《シニア55男子》

優　勝　斉藤・谷口（札白石・帯音更）

準優勝　上坊寺・渡辺（札幌白石クラブ）

 《シニア60男子》

優　勝　遊佐・矢口（美幌・遠軽）

準優勝　内海・落合（留萌YYク・北広島北広ク）

３　位　寺原・　原（旭川JRク・暁ク）

 《シニア70男子》

優　勝　鈴木・坪松（函ベテラン・札琴似）

準優勝　安藤・大日向（札もみじ台・釧路）

 《シニア45男子》

ニュース 

vol.96 

編 集 後 記 
 

 今年度は２回の発行を目指そう！と意気込んでい

たものの残念ながら１回の発行、そして大会結果の

みのお知らせとなってしまい大反省。２7年度こそは

２回の発行と内容充実に向けて、頑張っていきま

す！  

 今年も全国トップの高校
生が集い、「ハイスクール
ジャパンカップ２０１４」
が開催されました。 
 
 北海道勢は女子が大活
躍！シングルスで生田選手
（旭川商業高）が３位入賞、
ダブルスでも中谷・長内ペ
ア（札幌龍谷学園高）が３
位入賞、高橋・福田ペア
（札幌龍谷学園高）が５位
入賞といった輝かしい結果
となりました。 シングルス女子３位に輝いた生田 花織選手 ダブルス女子３位に輝いた中谷・長内選手 

第54回北海道シニア男子インドアソフトテニス選手権大会 

第69回国民体育大会ソフトテニス協議会 

【道内出場選手】 
男子シングルス    男子ダブルス     女子シングルス    女子ダブルス 
○武藤 誠真（旭川商）  ○明田・濱田（北見緑陵）  ○生田 花織（旭川商）  ○今成・泉田（旭川西） 

○藤木 雅友（旭川西）  ○奥井・菅野（滝川西）   ○武信 春華（旭川実）  ○生田・田澤（旭川商） 

○小松 大介（旭川商）  ○丹野・秋山（北見柏陽）  ○今野 瑠菜（旭川実）  ○西銘・池田（旭川実） 

○秋山 達哉（北見柏陽） ○杉田・能登（岩見沢東）  ○泉田 歩聖（旭川西）  ○武信・今野（旭川実） 

○正木 大河（とわの森） ○早坂・藤沼（とわの森）  ○中谷 沙希（札龍谷）  ○高木・矢後（帯南商） 

○武田  巧（札幌啓成） ○河野・澁谷（道尚志）   ○高橋 乃綾（札龍谷）  ○中谷・長内（札龍谷） 

○河野 斗夢（道尚志）  ○後藤・天地（道尚志）   ○宮田 香帆（とわの森） ○高橋・福田（札龍谷） 

○小木 啓輔（道尚志）  ○林 ・武田（札幌啓成）  ○林  亜美（とわの森） ○林 ・大原（とわの森） 



　

優　勝　市川・川村（札水曜会・札愛球会）

準優勝　南田・二瓶（札愛球会・苫女子）

３　位　福田・中野（札共栄・北桜・札啓明）

３　位　谷口・柳谷（札啓明・帯MT）

 《シニア65女子》

優　勝　天羽・本間（旭女子・札もみじ台）

準優勝　桜本・米沢（江大麻・札啓明）

 《シニア７０女子》

３　位　佐藤・三浦（函館クラブ）

３　位　木浪・地主（函館ク・札マイン）

優　勝　佐々木・伴戸（大麻・札リバティ）

準優勝　丹羽・滝本（苫小牧ファジー）

３　位　花井・坂部（札啓明・旭迷球）

優　勝　渡辺・堀江（苫ファジー・長万部）

 《シニア55女子》

 《シニア60女子》

準優勝　安藤・大日向（札もみじ台・釧路）

 《シニア75男子》

優　勝　粂地・大寺（札幌白樺ク）

準優勝　須磨・中鉢（札琴似・札Ｎワン）

優　勝　中谷・長内（札幌龍谷学園高）

準優勝　高橋・福田（札幌龍谷学園高）

３　位　武信・今野（旭川実業高）

３　位　池田・本間（恵庭協会・札ウィンク）

優　勝　堺　・伊東（江大麻・札MA）

準優勝　大場・　北（苫白老協会）

準優勝　遊左・矢口（美幌・遠軽）

 《シニア65男子》

優　勝　岸上・石田（札白石・札三省ク）

 《シニア50男子》

優　勝　野村・関谷（札幌白石ク）

準優勝　茂泉・酒井（札幌白石ク）

 《シニア55男子》

優　勝　桜本・山下（江大麻ク・千歳）

 《シニア60男子》

優　勝　芳賀・室田（北見・岩見沢）

３　位　鏡　（札幌龍谷学園高校） 優　勝　浅野・前側（苫女子・札水曜会）

準優勝　遠藤・川西（札アスリート・江大麻）

準優勝　八木（札幌龍谷学園高校）

準優勝　渡辺・堀江（苫ファジー・函館長万部協会）

優　勝　田中（札幌龍谷学園高校） 準優勝　谷口・中野（札啓明）

準優勝　打矢・安井（札啓明・札もみじ台）

３　位　大原（とわの森三愛高校）  《6部》

 《女子シングルス》

 《女子ダブルス》 準優勝　内山・市井（苫小牧TAMA・苫小牧ファジー）

優　勝　花井・伴戸（札啓明・札リバティ）

 《5部》

３　位　後藤（北海道尚志学園高校） 優　勝　青木・福嶋（札ＭＡク・小樽協会）

優　勝　天池（北海道尚志学園高校） 準優勝　宮岸・津田（旭女子・旭迷球会）

準優勝　亀谷（岩見沢東高校） 準優勝　平田・塚本（旭大成・札啓明）

３　位　對馬・津島（新ひだか町立静内第三中学校）

準優勝　森　・鈴木（札リバティ・札ＭＡク）

３　位　後藤・天池（北海道尚志学園高校）  《2部》

３　位　山本・桑田（北海道尚志学園高校） 優　勝　稲見・片山（岩見沢・札ＭＣセブン）

３　位　大原・近藤（とわの森三愛高校） 準優勝　飯田・松井（札啓明）

３　位　石田・安住（岩見沢市立岩見沢光陵中学校）

平成26年9月13・14日（土・日） 平成26年9月18日（木）

旭川市花咲スポーツ公園テニスコート 千歳市青葉公園テニスコート

 《男子ダブルス》  《1部》

３　位　砂村・佐藤（旭川市立東明中学校）

３　位　宮田・正田（とわの森三愛高校）  《4部》

 《男子シングルス》

優　勝　安居・廣富（北海道尚志学園高校） 優　勝　石谷・荒井（苫小牧白老協会）

準優勝　原　・木村（北海道尚志学園高校）

優　勝　鏡　・島尻（札幌龍谷学園高校）  《3部》

準優勝　渡辺・小鹿（とわの森三愛高校） 優　勝　佐藤・戸田（札マイン）

準優勝　渡辺・河本（札琴似・札青陽）

 《シニア70男子》

優　勝　鈴木・坪松（函ベテラン・札琴似）

準優勝　青木・福島（札MA・小樽協会）

優　勝　川崎・吉野（札幌ＭＡク）

準優勝　椎名・飛田（音更・札マイン）

 《シニア50女子》

 《シニア45男子》

優　勝　染谷・土井（札白石ク・北見）

準優勝　安田・工藤（函市役所・札学ク）

優　勝　土岐・遠藤（ウィズ旭川・札三省ク）

準優勝　石谷・荒井（苫白老協会）

 《シニア45女子》

優　勝　中澤・小泉（函館ク・札リバティ）

準優勝　梅根・朝倉（札幌学院ク）

３　位　遠藤・松本（札三省・滝ロード）

３　位　高橋・氏家（札学ク・苫小牧市役所）

３　位　滝本・能登（札学大）

 《成年女子》

平成26年5月25日（日）

苫小牧市営緑が丘テニスコート・千歳青葉公園テニスコート

 《一般男子》  《一般女子》

準優勝　内海・今野（札学大・札学ク）

優　勝　札幌市立西野中学校

平成26年8月1～3日（金～日）

苫小牧市営緑が丘テニスコート

優　勝　比布町立比布中学校

準優勝　札幌市立月寒中学校

３　位　岩見沢市立光陵中学校

３　位　旭川市立東明中学校 ３　位　新ひだか町立静内第三中学校

優　勝　岡田・兼光（当麻町立当麻中学校）

 《男子団体》

 《男子個人》  《女子女子》

準優勝　中村・原田（旭川市立光陽中学校）

３　位　渡邊・中島（札幌市立月寒中学校）

 《女子団体》

準優勝　坂口・西田（栗山町立栗山中学校）

優　勝　増田・落合（帯広市立八千代中学校）

準優勝　札幌市立月寒中学校

３　位　苫小牧市立啓北中学校

(4) (9)

優　勝　大塚・庄司（旭川M1.1ク）

３　位　秋山（北見柏陽高校）

 《成年男子》

準優勝　小島・小関（根室・帯青葉ク）

第46回北海道春季ソフトテニス選手権大会 平成26年度北海道中学校体育大会第35回北海道中学校ソフトテニス大会 

第44回北海道高校新人ソフトテニス選手権大会 第29回北海道オールレディースソフトテニス選手権大会 



　

 《シニア60男子》

優　勝　三木・北嶋（札幌）

 《シニア55男子》  《シニア60女子》

優　勝　佐藤・室田（札幌・岩見沢） 優　勝　渡辺・堀江（苫小牧・長万部）

準優勝　野村・関谷（札幌） 準優勝　宮岸・津田（旭川）

３　位　茂泉・酒井（札幌） ３　位　丹羽・滝本（苫小牧）

準優勝　渡辺・河本（札幌）

３　位　沼田・熊谷（室蘭・札幌）

準優勝　吉本・高橋（北見・旭川） 準優勝　山下・井桝（札幌）

３　位　関　・主代（札幌・静内） ３　位　藤田・西川（函館・苫小牧）

３　位　河村・津田（札幌） ３　位　海老・佐藤（札幌）

 《シニア50男子》  《シニア55女子》

優　勝　佐藤・金戸（岩見沢） 優　勝　佐々木・伴戸（江別・札幌）

４　位　岩城・黒岩（本郷） ４　位　鈴木・杉本（函館）

 《シニア50女子》

優　勝　染谷・土井（札幌・北見） 優　勝　堺　・　北（江別・苫小牧）

準優勝　安田・工藤（函館・札幌） 準優勝　名和・宮川（旭川・札幌）

準優勝　佐藤・伊藤（野幌） 準優勝　古園・小笠原（追分）

３　位　鈴木・久保（滝川ロード） ３　位　黒沢・牛坂（室蘭港北）

４　位　秋葉・遠山（北広島） ４　位　今野・佐藤（当麻）

平成26年12月26日（金）

北海道立総合体育センター「北海きたえ～る」

 《4年生以下男子》  《4年生以下女子》

優　勝　高橋・岡田（名寄・釧路） 優　勝　田中・吉本（早来）

準優勝　下國　ひなた（室蘭港北）

 《5年生以下男子》  《5年生以下女子》

優　勝　荒川　裕貴（津別） 優　勝　関根　彩愛（本郷）

準優勝　岩城　爽太（本郷） 準優勝　原田　美結（追分）

準優勝　堀井　翔太（野幌）

平成26年9月27日（土）

サン・スポーツランド美唄テニスコート

 《6年生男子》  《6年生女子》

優　勝　松尾　海音（静内） 優　勝　笹山　　桜（早来）

優　勝　正田・加藤（江別ユースク・岩見沢球友）

３　位　鈴木・　森（札MAク・札リバティク）

準優勝　小竹・高橋（ウィズ旭川）

優　勝　中澤・関谷（函館ク・白石ク）

野幌運動公園体育館

 《5年生女子》

優　勝　金山・半澤（北広島）

平成26年11月29・30日（土・日）

《男子の部》岩見沢市総合体育館　、《女子の部》岩見沢スポーツセンター

 《シニア45男子》

優　勝　浪岡・原田（登別Jr・追分）

準優勝　橋本・小笠原（ウイン） 準優勝　関根・萱場（本郷）

３　位　荒川・中山（津別） ３　位　山田・田中（比布）

(10)

準優勝　金札　達也（札幌学院クラブ）

 《女子》

優　勝　後藤・天地（北海道尚志）

 《男子》

 《5年生男子》

３　位　北見市役所 ３　位　札幌リバティＡ

４　位　王子製紙苫小牧 ３　位　旭川迷球会

３　位　池田　早織（恵庭協会）

 《女子》

 《女子》

優　勝　下國・黒沢（室蘭港北）

準優勝　生田　花織（旭川商業高） 準優勝　竹田・原田（追分）

３　位　武信　春華（旭川実業高）

平成26年4月6日（日）

準優勝　阿部・後藤（きたの）

３　位　佐々木・岡崎（北見・釧路）３　位　大嶋　敏史（札幌学院クラブ）

三笠市営運動公園テニスコート

湿原の風アリーナ釧路町体育館　他

準優勝　梅根・朝倉（札幌学院ク）

３　位　生田・田澤（旭川実業）

平成26年5月10・11日（土・日）

平成26年5月18日（日）

 《団体戦》

平成26年3月8・9日（土・日）

３　位　能登・理寛寺（北海道尚志）

 《男子》

平成26年3月23日（日）

 《男子》

４　位　関根・大村（本郷）

優　勝　今野　瑠菜（旭川実業高）

準優勝　今成・泉田（旭川西）

平成26年7月24日（木）

準優勝　苫小牧市役所 準優勝　苫小牧ファジーＡ

３　位　氏家　　涼（札幌学院クラブ） ４　位　金山・半澤（北広島）

３　位　笹山・吉本（早来）

 《女子》

優　勝　ＪＲ北海道 優　勝　旭川大成

札幌円山庭球場

 《団体戦》

優　勝　高橋・福田（札幌龍谷学園）

(3)

準優勝　河野・渋谷（北海道尚志）

３　位　小木・小柄（北海道尚志）

 《男子》

優　勝　内海　大輔（札幌学院大学） 優　勝　松尾・　原（静内）

３　位　中谷・長内（札幌龍谷学園）

岩見沢総合体育館・岩見沢スポーツセンター サン・スポーツランド美唄テニスコート

第21回北海道シングルスソフトテニス選手権大会 第36回北海道小学生ソフトテニス選手権大会 

第50回北海道高校インドアソフトテニス選手権大会 第30回北海道成年インドアソフトテニス選手権大会 

第59回北海道実業団ソフトテニス選手権大会 第42回北海道レディース団体ソフトテニス大会 

第2回北海道小学生シングルスソフトテニス選手権大会 兼 第14回全国小学生ソフトテニス大会予選会 

第11回北海道小学生インドアソフトテニス選手権大会 兼 第14回全国小学生ソフトテニス大会予選会 

第10回北海道シニアオールスター王座決定戦 



優　勝　森田・山下（ヨネックス）

３　位　藤田・西方（函白楊・苫女子）

３　位　林　・　余（中華台北） ３　位　中野・小林（ロジコム・NTT西日本広島）

(8) (5)

札幌市円山庭球場

 《一般女子》 《一般男子》

 《ゆりブロック》

３　位　イ　・パク（大韓民国） ３　位　柿崎・神谷（ヨネックス）

平成26年11月23日（日）

平成26年8月31日（日）

帯広の森テニスコート

 《きくブロック》

 《シニア45女子》

準優勝　川内・佐藤（札幌グリーン）

優　勝　福崎・中島（札幌ＭＣセブン）

北海道立総合体育センター「北海きたえ～る」

３　位　工藤・岩崎（恵庭・札幌啓明）

 《さくらシニアブロック》

優　勝　三木・北嶋（札三省・札アスリート）

準優勝　村上・中本（NTT西日本広島） 準優勝　宮代・石山（ワタキューセイモア）

 《すみれブロック》

 《あやめブロック》

 《ばらブロック》

優　勝　森　・鈴木（札幌リバティ・札幌MA）

優　勝　山本・中山（札幌アスリート・旭川大成）

準優勝　安藤・大日向（札もみじ台・釧路）

 《男子》  《女子》

優　勝　水澤・長江（NTT西日本広島）

優　勝　那須・佐々木（帯広地方卸売市場）

準優勝　福地・滝本（旭川北電クラブ）

 《シニア55男子》

優　勝　吉本・高橋（北見・旭川）

準優勝　上坊寺・渡辺（札幌白石クラブ）

 《シニア65女子》

優　勝　大島・木戸場（帯青葉・岩見沢）

 《シニア55女子》

優　勝　佐々木・伴戸（江大麻・札リバティ）

準優勝　花井・坂部（札啓明・旭迷球会）

準優勝　天野・柳谷（恵庭・帯広ＭＴ）

３　位　打矢・安井（札啓明・札もみじ台）

３　位　斉藤・谷口（札白石・帯音更）

 《シニア60男子》

 《シニア50男子》

準優勝　名和・宮川（旭女子・札伏古）

 《シニア50女子》

 《成年男子》

準優勝　遊佐・矢口（美幌・遠軽）

 《シニア65男子》

準優勝　田中・阿部（帯ＭＴレディース）

準優勝　渡辺・河本（札やこぜん・札青陽）

優　勝　石橋・大島（旭大成・函ベテラン）

優　勝　堺　・　北（江大麻・白老協会）

３　位　中谷・長内（札幌龍谷学園高校）

３　位　北海道尚志学園高校

３　位　北海道岩見沢東高校

優　勝　天羽・本間（旭女子・札もみじ台）

 《少年女子》

優　勝　生田・泉田（旭川商業高校・旭川西高校）

準優勝　高橋・福田（札幌龍谷学園高校）

 《さくらＢブロック》

準優勝　堤　・中村（札女子・札太平）

３　位　石田・片山（札幌ＭＣセブン）

優　勝　堤　・太田（札幌女子・札幌啓明）

優　勝　三田・五十嵐（札幌学院クラブ） 優　勝　川崎・吉野（札幌ＭＡクラブ）

３　位　滝本・能登（札学大）

３　位　藤井・　原（旭女子・旭迷球会）

 《男子個人》

３　位　後藤・天地（北海道尚志学園高校）

 《シニア70女子》

 《シニア70男子》 優　勝　大西・河野（釧クリーン・帯ＭＴ）

優　勝　藤原・加藤（旭川暁・和寒）

３　位　中澤・小泉（函館ク・札リバティ）

 《シニア45男子》

準優勝　染谷・土井（札白石ク・北見）

優　勝　大塚・庄司（旭川Ｍ１．１ク） 優　勝　高橋・福田（札幌龍谷学園高）

準優勝　内海・今野（札学大・札学ク） 準優勝　椎名・小笠原（北海道尚志学園高）

３　位　小金・金谷（北海道医療大・O-A-SISクラブ）

３　位　千葉・笹谷（札幌大）

優　勝　小木・澁谷（北海道尚志学園高校）

準優勝　河野・小柄（北海道尚志学園高校）

３　位　田中・新谷（札幌龍谷学園高校）
３　位　能登・理寛寺（北海道尚志学園高校）

３　位　千葉・田中（札学大・札学ク）

３　位　宮岸・津田（旭女子・旭迷球会）

 《シニア60女子》

優　勝　渡辺・堀江（苫ファジー・長万部）

準優勝　堀　・清水（帯タケシマスポーツ） 準優勝　山本・中山（札アスリート・旭大成）

優　勝　河野・小柄（北海道尚志学園高校）

準優勝　小木・澁谷（北海道尚志学園高校）

３　位　早坂・藤沼（とわの森三愛高校）

優　勝　中谷・長内（札幌龍谷学園高校）

準優勝　高橋・福田（札幌龍谷学園高校）

３　位　今成・泉田（旭川西高校）

 《女子個人》

平成26年8月11日（月）～13日（水）

優　勝　北海道尚志学園高校

準優勝　とわの森三愛高校

優　勝　札幌龍谷学園高校

準優勝　とわの森三愛高校

３　位　北海道旭川実業高校

帯広の森テニスコート

 《少年男子》

優　勝　吉田・佐藤（明治大・法政大）

準優勝　川崎・大海（慶応大・中央大）

３　位　大塚・榊原（旭川M1.1・日体大）

平成26年6月10日（火）～14日（土）

優　勝　濱谷・長内（神戸松陰女子学院大・龍谷クラブ）

準優勝　小金・坂下（北海道医療大・青山学院大）

３　位　白田・内間木（北翔大）

深川市営日の出テニスコート・深川市民テニスコート

４　位　千葉・笹谷（札幌大）

３　位　北海道札幌啓成高校

 《男子団体》

４　位　滝本・能登（札学大）

 《女子団体》

平成26年6月3日（火）平成26年５月31・6月1日（土・日）

札幌市円山庭球場

 《成年男子》

優　勝　伴戸・伴戸（札幌リバティ）

 《さくらＣブロック》

 《成年女子》

３　位　谷口・井桝（札幌啓明・札幌マイン）

優　勝　佐々木・細川（札幌・札幌ＥＳＣ）

優　勝　北　・飛田（白老協会・札幌マイン）

優　勝　花井・名和（札幌啓明・旭川女子）

準優勝　按田・藤田（札幌共栄・北桜）

３　位　宮岸・津田（旭川女子・旭川迷球会）

優　勝　佐々木・西方（江別大麻・苫小牧女子）

準優勝　打矢・安井（札幌啓明・札幌もみじ台）

 《さくらＡブロック》

準優勝　石谷・荒井（白老協会）

第36回全日本レディースソフトテニス北海道大会 兼 平成２６年北海道体育大会 
第69回国民体育大会ソフトテニス競技北海道ブロック予選会 

兼 第64回全国高等学校ソフトテニス選手権大会北海道予選会 
第67回北海道高等学校ソフトテニス選手権大会 

第69回国民体育大会ソフトテニス競技北海道ブロック予選会 

兼 平成26年北海道体育大会（少年男女） 

第32回北海道秋季ソフトテニス選手権大会 

ＹＯＮＥＸ ＣＵＰ 2014国際ソフトテニス札幌大会 



　

優　勝　安田・中山（函市役所・旭大成）

 《ねんりんピック女子》

 《ねんりんピック混合》

優　勝　須摩・中鉢（札琴似・札Ｎワン）

準優勝　粂地・大寺（札幌白樺クラブ）

優　勝　小玉・高橋（札伏古・岩見沢）

準優勝　福田・加野島（札幌共栄・北桜）

優　勝　梅根・工藤（札幌学院クラブ）

 《ねんりんピック男子》

優　勝　大塚・庄司（旭川Ｍ１．１ク）

優　勝　安藤・大日向（札もみじ台・釧路）

優　勝　太田・谷藤（札幌学院大学）

 《日本マスターズ男子35》

準優勝　遠藤・小泉（札三省・札リバティ）

準優勝　内海・今野（札学大・札学ク）

３　位　渡辺・小鹿（とわの森三愛高校）

優　勝　山本・吉野（札アスリート・札ＭＡ）

 《日本マスターズ女子35》

 《日本マスターズ混合》

 《日本マスターズ男子45》

３　位　中谷・福田（札幌龍谷学園高校）

 《高齢者男子３部》

 《高齢者女子１部》

 《高齢者女子２部》

準優勝　内海・落合（留萌ＹＹ・北広島）

３　位　千葉・田中（札学大・札学ク）

優　勝　池田・本間（恵庭協会・札幌ウィン）

準優勝　白田・内間木（北翔大学）

 《日本マスターズ女子45》

優　勝　土岐・遠藤（ウィズ旭川・札三省）

準優勝　滝本・能登（札幌学院大学）

３　位　内海・今野（札学大・札学ク）

 《シニア45男子》

 《シニア50男子》

 《シニア55男子》

岩見沢市営テニスコート

準優勝　三木　孝・三木里麻（札幌）

 《百歳》

平成26年11月2日（日）優　勝　佐々木・大日向（江別大麻・釧路）

準優勝　小島・小関（根室・帯広）

平成26年6月7・8日（土・日）

優　勝　藤井真人・藤井佑斗（旭川）

 《親子C》

優　勝　柴瀬俊弘・八重潤宣（北見・釧路）

(6)

優　勝　三田・五十嵐（札幌学院クラブ）

滝川市スポーツセンター・砂川市総合体育館

準優勝　室田昭盛・室田佑樹（岩見沢・北見）

優　勝　山田・打矢（札愛球会・札啓明）

 《シニア45女子》

優　勝　吉本・高橋（北見・旭川）

優　勝　吉本・中山（北見・旭川）

準優勝　芳賀・八重（北見・釧路）

３　位　高橋・野村（旭川）

 《夫婦Ａ》

 《一般女子》

準優勝　山下晃弘・山下恵美子（滝川）

 《一般男子》

準優勝　名和・青木（旭川女子・札幌ＭＡ）

 《混合》

優　勝　遊佐喜美男・遊佐真理子（美幌）

優　勝　千葉・別府（小樽女子・白老協会）

優　勝　遠藤隆史・遠藤百香（札幌）

準優勝　八重潤宣・八重杏子（釧路）

 《夫婦Ｂ》

優　勝　小関一義・小関良子（帯広）

旭川市花咲スポーツ公園テニスコート

 《親子B》

 《成年男子》

(7)

準優勝　堤　・中村（札女子・札太平）

 《一般女子》

準優勝　鈴木・坪松（函ベテラン・札琴似）

 《高齢者男子２部》

優　勝　三木・北嶋（札三省・札アスリート）

準優勝　岡田・記田（札手稲・江別ユース）

優　勝　荒井友美・荒井萌花（白老）

準優勝　後藤範夫・後藤朔真（美幌）

優　勝　吉田・太田（札もみじ台・恵庭）

 《夫婦Ｃ》

平成26年8月3日（日） 平成26年7月6日（日）平成26年6月8日（日）

岩見沢市営テニスコート

 《高齢者男子１部》

当麻町民テニスコート

 《親子A》  《一般男子》

 《シニア70男子》

 《成年女子》

 《シニア60女子》

 《シニア50女子》

 《シニア55女子》

優　勝　大島・木戸場（帯青葉ク・札鉄ク）

優　勝　大町・櫻井（札竜谷・札白樺）

準優勝　土岐・　森（ウィズ旭川・札リバティ）

優　勝　名和・宮川（旭女子・札伏古）

準優勝　海老・佐藤（札幌啓明クラブ）

３　位　堺　・伊東（江大麻・札ＭＡ）

優　勝　梅根・朝倉（札学ク）

準優勝　中澤・小泉（函館ク・札リバティ）

優　勝　安藤・大日向（札もみじ台・釧路）

準優勝　高橋・大西（帯広青葉ク）

優　勝　上坊寺・渡辺（札幌白石ク）

準優勝　小島・小関（根室・帯広青葉）

３　位　斉藤・谷口（札白石・帯音更）

３　位　館山・安田（札学ク）

 《シニア60男子》

 《シニア65男子》

優　勝　中谷・長内（札幌龍谷学園高）

準優勝　池田・本間（恵庭協会・札幌ウィン）

３　位　武信・今野（旭川実業高）

３　位　高橋・福田（札幌龍谷学園高）

優　勝　安田・工藤（函市役所・札学ク）

準優勝　染谷・土井（札白石ク・北見）

優　勝　山本・中山（札アスリート・旭大成）

準優勝　川崎・吉野（札幌ＭＡクラブ）

３　位　高橋・氏家（札学ク・苫小牧市役所）

３　位　高野・新田（札学ク）

優　勝　佐々木・伴戸（江大麻・札リバティ）

準優勝　宮岸・津田（旭女子・旭迷球）

３　位　花井・坂部（札啓明・旭迷球）

準優勝　茂泉・酒井（札幌白石ク）

優　勝　渡辺・堀江（苫ファジー・長万部）

準優勝　藤田・西方（函白楊・苫女子）

３　位　谷口・沼田（札啓明・札グリーン）

３　位　打矢・安井（札啓明・札もみじ台）

優　勝　遊佐・矢口（美幌・遠軽）

準優勝　寺西・　原（旭川ＪＲ・旭川暁）

優　勝　渡辺・河本（札やこぜん・札青陽）

準優勝　石橋・大島（旭川大成・函ベテラン）

 《シニア65女子》

優　勝　天羽・本間（旭女子・札もみじ台）

第26回北海道高齢者ソフトテニス大会 

日本スポーツマスターズ2014ソフトテニス競技北海道予選大会 

第27回全国高齢者健康福祉祭北海道予選ソフトテニス大会 

第59回北海道親子・百歳・混合・夫婦ソフトテニス大会 

第53回ＨＢＣ杯北海道インドアソフトテニス選手権大会 

第66回北海道ソフトテニス選手権大会 


