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6月21日･ 22日の2日間で熱戦が繰り広げられたハイスクールジャパンカップにおいて､女子南北海

道代表　とわの森三愛高校　高橋みく･測田彩香　組が決勝戦に勝ち進み､石川県金沢学院乗高　西

谷･亀田　組を④-2のスコアで下し､第14回大会(当時:全日本ジュニアの大会名)の旭川北都商･

丹羽･深谷組以来の北海道女子の優勝をもたらした｡

女子優勝決定戦後に行われた男子決勝戦も南北海道代表　北海道尚志学園高校･大塚悠平･中村奏太

組が安定した戦いぶりで勝ち進み､強豪奈良県高田商業･林田･巽組をファイナルで下し､北海道の男

子としては､第27回大会の北海道工業高校･山口･贋島　組以来､ 3度目の優勝を飾り､北海道勢初の

男女アベック優勝の偉業を達成してくれました｡両ペアには､これを自信にインターハイ､国体へとつ

なげて､頂点を目指してほしいと思います｡

また､最高の結果で本年度の大会を終えることができ､多くの声援をいただきました関係者のJ=EjEl様に

厚くお礼を申しあげますとともに､大会をご支援いただいた支部､商社､役員の方々にも心より厚くお

礼を申しあげます｡

南北海道･北海道尚志

大塚　悠平　　　　　中村　奏太

男子優勝　南北海道代表
大塚悠平･中村奏太ペア

(北海道尚志学園高校)

茨木･青木
(新潟･長岡商)

尾山･島田
(富山･高岡商)

古津･那須
(山形･山形市立高)

大塚･中村
(南北海道･北海道尚志学園)

[男女上位8組]

堀内･金森
(岐阜･中京)

林田･巽
(奈良･高田商業)

真野･善野
(岡山･岡山理大附属)

増田･今井
(三重･三重)

南北海道･とわの森三愛

高橋　みく　　　　　測田　彩香

女子優勝　南北海道代表

高橋みく･測田彩香
とわの森三愛高校

中村･石井
(広島･鈴峯女子)

舌垣内･小竹
(鳥取･米子松陰)

西谷･亀田
(石川･金沢学院東)

鈴木･佐怒駕
(埼玉･川口総合)

｢道内出場選手｣

女子

大森･浦田
(愛知･愛知)

長尾･荒井
(富山･高岡商)

酒井･岩崎
(埼玉･上尾)

高橋･測田
(南北海道･とわの森三愛)

南北海道　大塚　悠平･中村　奏大　　南北海道　高橋　みく･測田　彩香

北海道尚志学園高校　　　　　　　　　　　とわの森三愛高校

北北海道　佐藤　久矩･若井　康平　　北北海道　今井　愛美･岩鼻　桃子

旭川北都商業高校　　　　　　　　　　　　旭川商業高校
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埼玉県川口市で行われた全国高等学校体育大会に於いて　北海道尚志学園高校が男子団体戦で準優

勝!ハイスクール　　に続き素晴らしい成績をおさめた

◆男子　ジャパンカップ≪男子団体戦≫
準決勝　　　　　　　　　　準優勝　北海道尚志学園高校
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◆女子　　　　　　　　　　≪女子団体戦≫

1回戦　　　　　　　　　　1回戦　とわの森三愛高校
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《男子個人戦≫
1回戟　新　山･新　浜(根　室　高　校)

2　回戟　西　野･関　谷(とわの森三愛高校)

遠塚谷･三　上(函館工業高校)

藤　田･船　越(とわの森三愛高校)

荒　谷･山　内(苫′J､牧工業高校)

4　回戟　庄司雅･谷　本(北海道尚志学園高校)
5　回戦　大　塚･中　村(北海道尚志学固高校)
ベスト8　庄司智･渡　部(北海道尚志学園高校)

エントリー48組

《女子個人戦≫
1回　戦　山　口･稲

米　山･藤

ー幌佃胤場森

宮　間･西　本(′帯広

西南商_東南 高

高莱

校校

業高校)
2　回戟　北　林･内聞木(とわの森三愛高校)

加　茂･奥　村　月ヒ海道尚志学園高校)
3　回戟　高　橋･潮　田(とわの森三愛高校)

4　回戟　大　沢･佐　藤(とわの森三愛高校)

5　回戟　中　川･吉　田(礼

(道内の記録)

第30回北海道小学生ソフトテニス選手権大会

平成20年5即8
三笠市営運動公園テニスコート

《男　子》

優　勝　河　野

準優勝　久保田
3　位　明　田

3　位　鈴　木

別布見里津比北米(　(　(　′(藤日井井佐野土石

《女　子》

優　勝　仲　谷･長　内(ウイン)

準優勝　椎　名･能　蘭(本　郷)

3　位　千　石･渡　辺(美　唄)

3　位　荒　川･佐　藤(野　幌)

エントリー34組

エントリー48線

第5姻北海道実業団ソフトテニス選手権大会

平成20年6月8日旧)
三笠市営テニスコート

《男　子》

優　勝　JR北海道A

エン樟)-5線

準優勝　苫小牧市役所　　　　　3　位　新日鉄室蘭

《すみれブロック》
優　勝　石　谷･浪　岡(室蘭エースク)

《ばらブロック》
優　勝　　北

準優勝　酒　井･富
3　位　名　和･北

4　位　上　野･久

《ゆりブロック〉
優　勝　按　田･藤

準優勝　佐々木･伴
3　位　渡　辺･堀

4　位　藤　岡･佐々

《さくらAブEjツク》
優　勝　宮　地･成

準優勝　佐　藤･滝
《さくらブロックB》

優　勝　福　崎･片

準優勝　川　内･菅
3　位　福　田･中

3　位　堀　江･富

《ふじフロック》

?.-!

£ントリー5組

エントリー12粗

府(白老)
川(釧路女子･札幌葵)
山(旭川女子クラブ)
煤(北広島･札幌マインク)

エンド)-24祖

田(札幌共栄ク)
戸(江別大麻ク･札幌啓明ク)
江(苫小牧ファジィ一･長万部)
木(函館･札幌啓明ク)

£ントリー8組

田(札幌リバティク)
杏(札幌マインク･苫′J､牧ファジー)

エントリー51組

山(江別江友ク)
野(札幌グリーンク)
村(小樽女子ク)
岡(恵庭･岩見沢)

エントリー4組

優　勝　中　野･安　部(江別江友クラブ)
準優勝　青　木･春　田(札幌マインク･札幌MAク)



《一般男子》

優勝　金森　貴志･山上　　剛

(札幌学院大学)

準優勝　王野･朝倉(札幌学院ク)

3位　薄田･岡(函館ク･旭川M1-1)

3位　高橋･田中(札幌学院ク･札幌学院大学)

《-般女子》

優勝　名和　　泉･谷本麻衣子

(北海学園大学)

準優勝　小池･三井(JR北海道･龍谷クラブ)

3位　高橋･測田(とわの森三愛高校)

3位　長谷部･谷本(龍谷クラブ)

《成年男手》

優勝　安田　礼史･工藤　真人

(函館市役所･札幌学院ク)

準優勝　蝦名･下国(札幌青陽ク･室蘭)

3位　吉田･池田(北見･旭川大成ク)

《成年安子》

優勝　寺田　依子･中山　朋絵

(室蘭エース･旭川大成)

准優勝　堺･吉野(江別大麻ク･札幌MAク)

《シニア男子45》

優勝　吉本　安男･木戸　場寧(北見･美唄)

準優勝　佐藤･UJ下(中空知赤平･千歳)

《シニア女子45》

優勝　丹羽　弘子･滝本三智子

(苫小牧ファジーク)

準優勝　筒井･飛田(札願4Aク･札幌マインク)

3位　戸田･地主(札幌マインク)

《シニア男子50》

優勝　小泉　敏則･増田　伸樹

(札幌手稲ク･旭川)

準優勝　小島･小関(根室市役所･帯広青巣)

3位　斉藤･古川(札幌白石ク)

ントリー-.qG糾

優勝　金森･山上組

エントリー42組

優勝　名和･谷本組

エン付)-9組

優勝　安田･=藤組

エントリー6組

優勝　寺田･中山組

エントリー7組

優勝　吉本･木戸場組

エント1)--9糾

優勝　丹羽･滝本組

エントリー10組

優勝　小泉･増田姐

優勝　接田　祥子･藤田　文子(札幌共栄ク)

準優勝　花井･坂部(札幌啓明ク･旭川迷球会)

3位　村越･内海(北広島月L幌もみじ台)

3位　千葉･青木(小樽女子クラブ)

優勝　寺西　　勉･原　　秀則(旭川JR)

準優勝　上岡･丹治(札幌栄南ク･札幌青陽ク

3位　芳賀･室田(北見･岩見沢)

優勝　桜田･藤田組

ントリー1()副

《シニア女子55》

優勝　井桝　幸子･沼田たかとら

(札幌マインク･札幌グリーンク)

準優勝　山田･浅瀬石(札幌愛球会･札幌グリーンク)

3位　官揮･中原(江別大麻ク･帯広MTク)

優勝寺西･原組

Ir-ントTJ･113組

優勝　井桝･沼田組

3位　藤田･酒井(函館白陽･帯広MTク)

《シニア男子60》

優勝　渡辺　哲雄･河本　雅広

(札幌琴似ク･札幌青陽ク)

準優勝　佐々木･石田(北見･札幌三省クラブ)

《シニア女子60》

優勝　天羽美津枝･本間香代子

(旭川女子ク･札幌もみじ台ク)

準優勝　山口･酒谷(札幌水曜会･札幌グリーンク

3位　鈴木･南(美唄)

3位　河本･川村(札幌青陽ク･札幌愛球会)

《シニア男子65》

優勝　更科　　功･大日向勲男

(帯広青葉･釧路)

準優勝　西尾･加藤(札幌白石･旭川暁)

《シニア女子65》

優勝　鎌田夕起子･岡　　笹子

(苫小牧女子ク･登別ファイン)

準健棒　伊豆倉･志田

(帯広MTク･札幌水曜会)

《シニア男子70》

優勝　山本　文雄･伊藤　良明

(恵庭恵友･札幌青陽ク)

準優勝　須磨･中鉢

(札幌琴似ク･札幌Nワンク)

エントリ-6線

優勝　渡辺･河本組

エントリー13組

優勝　天羽.本間組

エントリー6組

優勝　更科･大日向組

エントリー5楓

優勝　鎌田･岡組

ュン巨)-6組

優暗　山本･伊藤組
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《男子団体戦》

優　勝　北海道尚志学圃高校

準優勝　とわの森三愛高校

3　位　苫小牧工業高校

3　位　旭川北都商業高校

《男子個人戦》

エンい)-21線

エントリー92線

優　勝　大　塚･中　村(北海道尚志学園高校)

準優勝　庄司智･渡　部(北海道尚志学固高校)

3　位　藤　田･船　越(とわの森三愛高校)

3　位　庄司雅･谷　本(北海道尚志学園高校)

《女子団体戦》

優　勝　とわの森三愛高校

準優勝　札幌龍谷学園高校

3　位　帯広南商業高校

3　位　北海道尚志学園高校

《女子個人戦》

エント刃-22姐

エントリー102楓

優　勝　高　橋･測　田(とわの森三愛高校)

準優勝　北　林･内聞木(とわの森三愛高校)

3　位　大　洋･佐　藤(とわの森三愛高校)

3　位　中　川･吉　田(札幌龍谷学園高校)

平成20年6月14日出

岩見沢市営コート

《ねんりんぴっく男子(60才以上)》　　　　　エントリー6線

優　勝　東健治･大島道夫(函館)

準優勝　工　藤･丸　(江別･旭川)

ねんりん代表

《ねんりんぴっく女子(60才以上)》　　　　　エントリー5組

優　勝　辻　八積子･河野　聖子(七飯･帯広)

準優勝　浅　野･大　卜(苫小牧･幕別)

【ねんりんぴっく混合(男子70才以上増子68才以土)】エントリー5耕

優　勝　天羽美津枝･小笠原峰生(旭川･北見)

準優勝　岡　本･二　瓶(苫小牧)

《スボレク男子(45才以上)港

優　勝　小泉　敏則･高橋　健一(札幌･旭川)

準優勝　沼　田･内　藤(登別･室蘭)

エントリー7線

スポレク代表

エントリー12組

優　勝　平田　容子･坂部美由紀(旭川)

準優勝　戸　El]･地　主(札幌)

《スポレク混合(男子55才以上･女子50才以上)》　エントリー5組

優　勝　高木　　徹･西方マリ子(千歳･苫小牧)

準優勝　山　本･鋼　(苫小牧)

【日本マスターズ混合牧子35才以上･男子45才以上)l　エントリー7組

優　勝　佐藤　秀二･宮川　里子(岩見沢･札幌)

準優勝　渡　辺･椎　名(音更)

優勝　佐藤･宮川姐

第20回北海道高齢者大会
平成20年6月15日伯)

岩見沢市営コート

《男子1部(60才～69才)》

優　勝　渡辺　哲雄･河本　雅広(札幌)

準優勝　西　尾･加　藤(札幌･和寒)

《男子2部(70才～76才)》

優　勝　須磨　篤彦･中鉢　　博(札幌)

準優勝　粂　地･田　中(札幌)

《男子3部(77才以上)》

優　勝　山田　　允･吉田　辰雄(旭川)

準優勝　馬　場･石　井(札幌)

《女子1部(60才～64才)》

優　勝　木村　年子･二瓶　敏子僕唄･苫小柳

準優勝　米　沢･川　西(札幌･江別)

《女子2部(65才以上)》

優　勝　鎌田夕起子･岡　　笹子(苫小牧)

準優勝　佐　藤･吉　田(札幌)

エントリー12租

優勝　渡辺･河本抱

エントリ-6租

優勝　須磨･中鉢組

エントリー5組

優勝　山田･吉田組

エントリー8姐

優勝　木村･二瓶租

エントリー9組

優勝　鎌田.岡組
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《一般男子》

優勝　高橋　英行･田中　友也

(札幌学院ク･札幌学院大学)

準優勝　向出･南部(札幌学院大学)

3位　庄司･渡部(北海道尚志学固高校)

3位　中居･今野(札幌学院ク･札幌学院大学)

《成年男子》

優勝　安田　礼史･工藤　真人

(函館市役所･札幌学院ク)

準優勝　蝦名･下国(札幌青陽ク･室蘭)

3位　遠藤･丹治(札幌青陽ク)

《シニア男子45》

優勝　佐藤　秀二･藤原　義行

(岩見沢球友クラブ)

準優勝　野村･谷口(札幌白石ク･帯広音更)

(2位までの表彰)

《シニア男子50》

優勝　中村　孝雄･三浦　　務(釧路)

準優勝　太田･横田(釧路)

(2位までの表彰)

《シニア男子55》

優勝　白川　正信･土屋　裕司

(恵庭･江別大麻クラブ)

準優勝　望月･北嶋(札幌青陽ク･札幌アスートトク)

(2位までの表彰)

《シニア男子60》

優勝　渡辺　哲雄･河本　雅広

(札幌琴似ク･札幌青陽ク)

準優勝　佐々木･石田(北見･札幌三省ク)

(2位までの表彰)

《シニア男子65》

優勝　更科　　功･大日向勲男

(帯広青葉ク･釧路)

準優勝　岡本･若山(苫小牧百歳会･旭川暁ク)

(2位までの表彰)

《シニア男子70》

優勝　須磨　篤彦･中鉢　　博

(札幌琴似ク･札幌Nワンク)

準優勝　前m･小笠原(旭川暁･北見)

(2位までの表彰)

エントリー68組

優勝　高橋.田中組

エントリー1(潮.

優勝　安田･工藤組

エントリー7組

優勝　佐藤･藤原組

エント照一9組

優勝　中村･三浦組

エントlト一丁拙

優勝　白川･土屋組

エントリー6組

優勝　渡辺･河本組

JL-ント])一一一5親

優勝　更科･大Ej向組

エントリー6組

優勝　須磨･中鉢組

優勝　佐藤　佳奈･佐藤　夏実

(龍谷学園高校教員･龍谷学園高校)

準優勝　伊藤･高塚(龍谷ク)

3位　中川･吉田(龍谷学園高校)

3位　高橋･潮田(とわの森三愛高校)

《成年女子》

優勝　椎名　直美･成田　朗子

(音更連盟･札幌リバティク)

準優勝　寺田･中山(室蘭エースク･旭川大成ク)

(2位までの表彰)

《シニア女子45》

優勝　佐々木仁子･伴戸　明巳

(江別大麻ク･札幌啓明ク)

準優勝　名和･北山(旭川女子クラブ)

(2位までの表彰)

エントT)-:lL)細

優勝　佐藤･佐藤組

エント刃-6姐

優勝　椎名･成田組

/lL.ントlJ-〔i組

《シニア女子50》

優勝　花井有利子･坂部美由紀

(札幌啓明ク･旭川迷球会)

準優勝　接田･藤田(札幌共栄ク)

3位　千葉･青木(小樽女予ク)

3位　村越･後藤(北広島･札幌啓明ク)

《シニア女子55》

優勝　安井　憲子･堀江美智子

(札幌もみじ台ク･長万部)

準優勝　青木･西方(札幌マインク･苫小牧女子ク)

3位　八巻･天上(帯広MTク)

3位　井桝･沼円(札幌マインク･札幌グートング)

《シニア女子60》

優勝　天羽美津枝･本間香代子

(旭川女子ク･札幌もみじ台ク)

準優勝　米沢･川西(札幌啓明ク･江別大麻ク)

3位　山口･酒谷(札幌水曜会･札幌グl)-ンク)

【シニア女子65】

優勝　辻　八積子･畑山　博子

(函館フレンドク･札幌もみじ台ク)

準優勝　伊豆倉･書けl (帯飢′ITク･札幌水曜会)

3位　大西･河野(釧路クリーンク･帯EMTク)

優勝　佐々木･伴戸組

エントリー17組

優勝　花井･坂部組

エントリ-1串n.

優勝　安井･堀江組

エントリー11組

優勝　天羽･本間組

エントリー10線

優勝　辻･畑山組

日本スポーツマスターズ2008代表選手

35歳男子代表

安田･工藤(函館市役所･札幌学院クラブ)

35歳女子代表

椎名･成田(音更連盟･札幌リバティクラブ)

45歳男子代表

吉本･木戸場(北見･美唄)

45歳女子代表

佐々木･伴戸(江別大麻ク･札幌啓明ク)

混合

佐藤･宮川(岩見沢･札幌)
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エントリー33組

優　勝　札幌啓明クラブA

準優勝　函　館　ク　ラ　ブ

3　位　苫小牧ファジークラブ

3　位　札幌マイ　ンクラブ

エントリー15組

《予選リ-グ1位チーム≫

優　勝　札幌支部A
準優勝　札幌支部B

3　位　札幌支部C､帯　広 部支

《予選リーグ2位チーム≫　　優　勝　旭　川　支　部

《予選リーグ3位チーム≫　　優　勝　中空知支部A

《予選リーグ4位チーム≫　　優　勝　美幌支部A

平成28年度北海道中学校体育大会
第29回北海道中学校ソフトテニス大会

平成20年8月1日建)～3日泊)

函館白百合学園中学･高等学校テニスコート

《男子団体戦》

優　勝　札幌市立西野中学校

準優勝　北広島市立大曲中学校

3　位　釧路市立美原中学校

3　位　岩見沢市立光陵中学校

《男子個人戦》

エントリー16組

エントリー52組

優　勝　永野　晶輝･黒瀬　雅人(岩見沢光陵)

準優勝　榊　原･榊　原(札幌札苗)

3　位　山　本･佐々木(札幌西野)

3　位　佐　伯･斎　藤(美唄)

《女子団体戦》

優　勝　岩見沢市立光陵中学校

準優勝　芽室町立芽室中学校

3　位　弟子屈町立弟子屈中学校

3　位　江別市立野幌中学校

《女子個人戦》

エントリー18組

エントリー60組

優　勝　藤本樹里･平野美砂(北見東陵)

準優勝　柴　田･西　村(新ひだか静内第三)

3　位　佐　藤･三　上(鵡川)

3　位　押　切･吉ケ谷(江別野幌)

《親　子》

優　勝　藤原

準優勝　川崎

《百　歳》

優　勝　佐藤

準優勝　菊

《混　合》

エントリー9楓

加織･義　行(岩見沢)

直人･明日香(札幌)

エントリー10組

秀二･室田　昭盛(岩見沢)

地･谷　口(札幌･音更)

エントリー13線

優　勝　佐藤　秀二･伴戸　明巳(岩見沢･札幌)

準優勝　藤　原･室　田(岩見沢)

《夫婦A》

優　勝　岡宇

準優勝　森

)　　　＼~川幌旭札
lHuJ川U lⅦ一十_

美昭公利勇和知美

《夫婦B》

優　勝　小関　一義･良　子(帯広)

準優勝　沼田　行雄･美知子(室蘭)

《夫婦C》

優　勝　河本　桂子･雅　広(札幌)

エントリー9組

エントリー8組

エントリー4組

別個国民体育大会北海道代表選考兼平戯0年北海道体育大会

平成20年8月12日次)～14日㈱

帯広の森テニスコート

《少年男子》　　　　　　　　　　　　　エントリー139組

優　勝　船　越･関　谷(とわの森三愛高校)

準優勝　西　野･藤　田(とわの森三愛高校)

3　位　庄司雅･谷　本(北海道尚志学固高校)

《少年女子》　　　　　　　　　　　　　エントリー145組

優　勝　北　林･内聞木(とわの森三愛高校)

準優勝　須　田･佐　藤(札　幌龍　谷　高　校)

3　位　大　洋･佐　藤(とわの森三愛高校)

割3闘民#緑品潜道代表選考

平成20年8月16日出～17日脚

千歳市青葉公園テニスコート

《成年男子》

優　勝　高橋

準優勝　外　山

3　位　倉　貰

《成年女子》

優　勝　名和

準優勝　池　田

3　位　伊　藤

エントリー41組

英行･田中　友也(札幌学院クラブ皿幌学院人草)

･安　tH (札幌学院クラブ)

･根　井(札幌大学･函館大学)

エントリー22組

泉･谷本麻衣子(北海学園大学)
･北　出(東海学院大学･東京女t体育大学)

･高　塚(札幌龍谷クラブ)
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辛

《一般男子》　　　　　　　　　　　　　　エントリー316組
2　回戟　庄司雅･谷　本(北海道尚志学困高校)

中　揮･鈴　木(函館ク･上尾STS)

3　回戟　中　居･今　野(札幌学院ク･札幌学院入学)

4　回戟　川　島･三　浦(名寄農業高校･旭川Ml･1)

高　橋･田　中(札幌学院ク･札幌学院大学)
坂　本･綱　測(札幌学院大学･札幌学院ク)

荏　田･岡　(函館ク･旭川Ml ･ 1)

藤　田･船　越(とわの森三愛高校)

庄司智･渡　部(北海道尚志学固高校)
大　塚･中　村(北海道尚志学園高校)

《成年男子》　　　　　　　　　　　　　　　エンド1 -81組

4　回戦　中　村･市　川(札幌学院ク)

梅　根･溝　田(札幌学院ク･川口市役所)

《シニア男子60》　　　　　　　　　　　　　　工シトり一一70親
ベスト8　青　木･石　出(神奈川･札幌三省ク)

《シニア男子75》　　　　　　　　　　　　　　ユニト17 -13純

予選リーグ2位
藤　坂･小　竹(札幌アスリートク･糸魚川テニスク)

《一般女子》　　　　　　　　　　　　　　エントリー148組
2　回戟　北　林･内聞木(とわの森三愛高校)

大　洋･佐　藤(とわの森三愛高校)

中　川･吉　田(札幌龍谷学園高校)

福　井･千　葉(AGS)

3　回戟　高　橋･潮　田(とわの森三愛高校)

《成年女子》
2　回戟　酒　井･吉　野(釧路女子ク･札幌MAク)

《シニア女子45》　　　　　　　　　　　　　　こしントり-:l:棉1

3　回戦　鈴　木･伴　戸(長岡レモンク･札幌啓明ク)

《シニア女子50》
2　回戟　花　井･坂　部

平　田･井　桝

横　山･青　木

二　羽･別　府

3　回戦　渡　辺･久　保

《シニア女子55》

/T-1･トり-(浴組

(札幌啓明ク･旭川迷球会)
(旭川大成ク･札幌マインク)

(旭川迷球会･小樽女子)

(苫小牧ファジーク･白老)

(苫小牧ファジーク･札幌マインク)

エントリー82組

1回戟　北　藤･高　橋(帯広MTク･岩見沢)

2　回戦　中　山･堀　川(帯広MTクラブ)

3　回戦　海老原･西　方(あじさいク･苫小牧女子ク)
ベスト16　安　井･浅瀬石(札幌もみじ台ク･札幌グリーンク)

《シニア女子68》　　　　　　　　　　　　　エントリー81線
2　回戦　米　沢IJll　西(札幌啓明ク.江別大麻ク)

早　川･酒　井(帯広MTク･函館)

3　回戦　　森･石　岡(札幌太平ク.札幌啓明ク)
ベスト16　山　口･酒　谷(札幌水曜会･札幌グリーンク)

河　本･川　村(札幌青陽ク･札幌愛球会)
ベスト8　天　羽･本　間(旭川女子ク･札幌もみじ台ク)

《シニア女子65》　　　　　　　　　　　　　エントリー58組
1回戦　伊豆倉･吉　田(帯広MTク･札幌水曜会)

《シニア女子75》　　　　　　　　　　　　　エンド) - 9組

予選リーグ3位
秋　山･和　田(横浜健康福祉ク･三笠青空ク)

高　崎･須　田(江別大麻ク･札幌女子ク)

【団体戦】

チーム名 ���2 �2�4 傀x犬�

1 櫨)fｸ､9;��＼ ���③ �"�2 

② ����② ���1 

3 �<�ﾉg��9o���0 ���＼ ���4 

4 �H���ｸ鑛<�ﾉg��0 ���③ ����3 

第32回北海道オールげィ-スソフトテニス冠

平成20年9月11日休)

千歳市青葉公園テニスコート

《1部》　　　　　　　　　　　　　　　　　　エントリー〈15線

優　勝　宮地　智子･成田　朗子(札幌リバティ)

準優勝　佐々木･判　戸(江別大麻･札幌啓明)

3　位　　北　･別　府(白老)

千　葉･青　木(小樽女子)

《2部(49歳以下)》 1ニート])-9拙

優　勝　岩谷　貴子･宮崎　孝子(小樽女子)

準優勝　fl　野.久　保(北広島･札幌マインク)

3　位　勝　見･横　山(苫小牧ファジー)

《3部(50歳以上)》　　　　　　　　　　　　エンい) -13姐

優　勝　阿部　洋子･金子久美子(小樽女子)

準優勝　福　田･中　村(小樽女子)

3　位　沖　本･武　田(カルチャー･ドリーム札幌)

3　位　天　野･菊　地(恵庭･苫小牧すずらん)

《4菖柊(55歳以上)》　　　　　　　　　　　　エントリー23組

優　勝　青木あけみ･西方マリ子(札幌マイン･苫小牧女子)

準優勝　井　桝･沼　田(札幌マイン･札幌グリーン)

3　位　福　出･小　田(札幌北桜･札幌グリーン)

3　位　山　下･太　田(札幌もみじ台･札幌啓明)

《ら部(60歳以上)》 ュン巨)-8組

優　勝　山口　淑子･酒谷　洋子(札幌水曜会･札幌グリーン)

準優勝　鈴　木･南　(美唄)
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香

浦郡中上三南田山島田橋藤

m附mM

子川向高位舶勝勝位佐一　優
《優準33

《成年男子》

エントリ-73親

(名寄農業高校･旭川Ml ･ 1)

(札幌学院大学)
(札幌学院ク･札幌学院大学)
(札幌学院入学･札幌学院クラブ)

エントリー11線

優　勝　清　水･小　川(タケシマスポーツ)

準優勝　安　田･工　藤(函館市役所･札幌学院ク)
3　位　石　谷･浪　岡(日鉄セメントク･室蘭エース)

《シニア男子45》　　　　　　　　　　　　　エントリ-6組
優　勝　佐　藤･藤　原(岩見沢球友ク)
準優勝　野　村･谷　口(札幌白石ク･帯広音更協会)

《シニア男子50》

優　勝　小　島･小

準優勝　竹　内･宮
3　位　上坊寺･後

《シニア男子55〉

優　勝　石　橋･大

準優勝　大　井･太

《シニア男子60〉

優　勝　渡　辺･河

準優勝　佐々木･石

《シニア男子65》

優　勝　更　科･大

準優勝　山　崎･鈴

暮春香合魯魯各藩番董魯魯魯魯番暴食#

エントり-ユl机

関(根室市役所･帯広青葉ク)
下(帯広音更協会)
蘇(札幌白石ク)

エントリー6観

島(旭川大成ク･函館ベテランク)
田(千歳･札幌木曜会ク)

エントリー5線

本(札幌琴似ク･札幌青陽ク)
出(北見･札幌三省ク)

エントリー4組

西(札幌青葉ク)
木(札幌琴似ク･札鉄ク)

･. ･ ･･ - ･◎支部だより◎　室蘭支部一･---､一･､

《シニア男子70》

優　勝　前　田･小笠原(旭川暁ク･北見)

且ント11-5線

準優勝　須　磨･中　鉢(札幌琴似ク･札幌Nワンク)

《一般女子》　　　　　　　　　　　　　　　エントリー37組
優　勝　廉　部･木　多(北翻大学)

準優勝　宇佐見･滝　本(AGC･PALクラブ)
3　位　大　洋･佐　藤(とわの森三愛高校)

3　位　北　林･内聞木(とわの森三愛高校)

《成年女子》　　　　　　　　　　　　　　　　エントリ-lo緒
優　勝　酒　井･川　崎(釧路女子ク･札幌MAク)

準優勝　石　谷･浪　岡(室蘭エースク)

3　位　木　浪･三　浦(函館ク)

《シニア女子45》

優　勝　佐々木･伴
準優勝　海　老･宮

《シニア女子50》

優　勝　丹　羽･堀

準優勝　渡　辺･久
3　位　花　井･坂

3　位　小　泉･後

エントリー7組

戸(江別大麻ク･札幌啓明ク)
川(札幌啓明ク･札幌葵ク)

エントリー16線

江(苫小牧ファジー･長万部)
煤(苫小牧ファジー･札幌マインク;

那(札幌啓明ク･旭川送球会)
藤(札幌啓明ク)

《シニア女子55》

優　勝　溜　田･今　泉(釧路女子ク･北見)

準優勝　湯　村･畠　山(札幌啓明ク)
3　位　岩　野･太　田(江別野幌･恵庭)

エントリー15組

3　位　青　木･西　方(札幌マインク･苫小牧女子ク)

《シニア女子60》　　　　　　　　　　　　　　エントリー11租
優　勝　藤　田･酒　井(函館ク･帯広音更)
準優勝　天　羽･本　間(旭川女子ク･札幌もみじ台ク)
3　位　河　本･川　村(札幌青陽ク･札幌愛球会)

《シニア女子65》　　　　　　　　　　　　　　エントリー4組
優　勝　　辻･河　野(函館フレンドク･帯広MTク)

準優勝　伊豆倉･吉　田(帯広MTク･札幌水曜会)

句㈱㈱軸帥軸軸

乎成一`十年室蘭民報

杯ソフーテニス大会(室蘭ソフトテニス連盟主催)　が十日､室蘭市高砂町の市営高砂テニスコ-ーで開かれ､選手たちは真剣な表情で〓球を迫っていた｡

毎年この時期に開か

れている､男子と女子のダブルスに分かれ'予選リーグと決勝ト-ナメンー形式で行われたo室蘭をはじめ､登別や伊達､苫小牧などの高校生や1板､シニアの選手ら五卜人が出場した｡

会場では､ペアを組

むチームメイーと呼吸を合わせながら'鋭いサーブやスマッシュを相手に打ち込むなど､選手たちは､炎天lLLの

中西　(芹小牧)
▽シニア男子

野穣　(新日鉄)二知博(エース)

▽シニア女子
野直美　(苫小牧)野恵子　(エース)

･ ①　　青

首　浅　　野

①杉

中でも試合に集中していた｡

(松尾秀宜)

結果は次の通-o▽一般男子　①内海
修(大同電設)･下国心　(新日鉄病院)②内海･金港　(室蘭清水丘)③細野･竹中　(苫小牧)､花原･久末(重工)

▽`般女子　①石谷
真希tL･浪岡由美香(エース)②今村･竹中　(苫小牧)③菊地･高橋　(伊達)､本多･

編　集　後　記

残暑の中また嬉しい報告が出来ました｡高校生の快進撃大活

躍の夏でした｡小学生からシニアまでたくさんのソフトテニス

プレイヤーにエールを送ります｡

がんばれ一北海道

○新ホームページのURLhttp://hokkaidosofttennis.com 

○事務局メ-ルアドレスinfo@hokkaidosofttennis.com 

｢重民杯｣懸け炎天下の熱戦

ソフトテニス大会

白球を追う選手
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凝:眠礎川umuM朗州umu同州HmuiZ

SOFHENNISニュース　第88号

発　行　日　平成20年9月25日

発　行　者　北海道ソフトテニス連盟

発行責任者　冨樫　康夫

編集担当　広報委員会

印　刷　所　㈲クリ工サービス･三浦印刷株式会社




