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第70回　県民体育大会　テニス競技　団体戦

男　　　子

Ｆ

1 盛 岡 市 17 金 ヶ 崎 町

2 BYE 18 BYE

3 釜 石 市 19 BYE

4 久 慈 市 20 雫 石 町

5 奥 州 市 21 二 戸 市

7 BYE
盛岡市

23 BYE
41

6 BYE 22 宮 古 市

8 矢 巾 町 24 北 上 市
50 50

11 BYE 27 BYE

9 滝 沢 市 25 八 幡 平 市

12 紫 波 町 28 岩 泉 町

10 BYE 26 BYE

13 陸 前 高 田 市 29 一 戸 町

14 BYE 30 花 巻 市

32

滝 沢 市 八 幡 平 市

女　　　子

Ｆ

15 BYE 31 BYE

16 一 関 市
滝沢市

32 大 船 渡 市

1 盛 岡 市 9 大 船 渡 市

2 BYE 10 紫 波 町

3 矢 巾 町
盛岡市

11 BYE
21

4 滝 沢 市 12 宮 古 市
30 21

5 北 上 市 13 八 幡 平 市

6 BYE 14 岩 泉 町

7 BYE 15 BYE

北 上 市 宮 古 市

8 一 関 市
宮古市

16 花 巻 市
21



男子1回戦 男子1回戦

釜石市 14 久慈市 二戸市 14 宮古市

山野目　健 上山　斉 橋本　智禎 三谷　一貴

西洞　孝弘 佐藤　大 内村　誠 中嶋　康

菊池　文夫 高橋　秀明 國香　雅彦 木澤　英樹

坂本　健一 平沼　大助 清川　和善 中村　颯

シングルスNo.3 森谷　尚光 46 新山　政行 シングルスNo.3 欠場 06 佐藤　光信

シングルスNo.2 中山　裕太 26 西賀　新二 シングルスNo.2 濱田　雄太 06 木村　正人

シングルスNo.1 佐々木　秀樹 61 新山　明彦 シングルスNo.1 橋浦　哲哉 62 伊藤　克

男子1回戦

一戸町 05 花巻市

中屋敷　徹 伊藤　一男

佐藤　代和 重茂　猛

後藤　信明 吉田　光作

岩崎　裕樹 千葉　正紀

シングルスNo.3 竹沢　幸雄 26 山崎　剛

シングルスNo.2 小石川　征史 16 坂本　典之

シングルスNo.1 國分　隆史 06 小原　浩臣

男子2回戦 男子2回戦

盛岡市 41 久慈市 奥州市 14 矢巾町

中川　博貴 高橋　秀明 後藤　靖弘 鈴木　一孝

伊藤　悠馬 平沼　大助 村上　将来 和合　健

伊藤　研治 佐藤　大 神尾　雅彦 戸羽　崇

三ツ井　隆容 新山　明彦 鶴田　摂 中村　公亮

シングルスNo.3 島崎　龍太 60 新山　政行 シングルスNo.3 神保　邦正 16 小泉　淳一

シングルスNo.2 石橋　直哉 46 西賀　新二 シングルスNo.2 藤原　勝也 62 大仁田　直樹

シングルスNo.1 南幅　友樹 62 上山　斉 シングルスNo.1 吉田　繁 36 五十嵐　崇

2018年　県民体育大会　テニス競技　団体 

67(5)

62 06

06

16

36

67(3)

06

46

ダブルスNo.2 ダブルスNo.2

ダブルスNo.1ダブルスNo.1

ダブルスNo.2

ダブルスNo.1

ダブルスNo.2

ダブルスNo.1

ダブルスNo.2

ダブルスNo.1

61



男子2回戦 男子2回戦

滝沢市 32 紫波町 陸前高田市 05 一関市

細川　武雄 渡邉　賢司 藤原　一政 佐藤　正人

福島　伸二 谷地舘　悟 藤原　秀平 河田　一朗

佐藤　志貴 平間　浩寿 及川　清見 寺門　信之

大内　郁巳 岩井　勝典 菊池　敬一 時田　道明

シングルスNo.3 浦島　貴之 57 岩原　辰弘 シングルスNo.3 大友　厚夫 06 及川　智宏

シングルスNo.2 奥村　敦己 26 下方　和幸 シングルスNo.2 大友　章一 16 望月　雄太

シングルスNo.1 松本　理 61 亀卦川　恵一 シングルスNo.1 麓　隆一 36 菊池　勝浩

男子2回戦 男子2回戦

金ヶ崎町 05 雫石町 宮古市 05 北上市

関谷　将之 菊池　武彦 木澤　英樹 高橋　信考

高橋　研二 谷地　正人 中嶋　康 川村　祐貴

小野寺　保 桂　功吏 小野寺　理 吉田　健

小原　美鶴 林　晋史 木村　　智博 柳　振一郎

シングルスNo.3 佐久間　健吾 06 谷地　隼人 シングルスNo.3 佐藤　光信 36 小林　勇貴

シングルスNo.2 中山　理意知 57 柳田　直人 シングルスNo.2 三谷　一貴 26 紺野　伊吹

シングルスNo.1 関原　裕二 06 土樋　徹 シングルスNo.1 木村　正人 06 田村　融佑

男子2回戦 男子2回戦

八幡平市 41 岩泉町 花巻市 23 大船渡市

上野　康平 西倉　正喜 吉田　光作 金野　克宏

伊藤　司 小笠原　哲 山崎　剛 曽我　武

三浦　達美 佐藤　隆 千葉　正紀 片山　直

鈴木　守 森　高行 重茂　猛 金野　清人

シングルスNo.3 佐々木　幹明 61 昆野　蒼眞 シングルスNo.3 坂本　典之 63 古坐　一茂

シングルスNo.2 小川　大海 60 椛田秀雄 シングルスNo.2 小原　浩臣 46 吉田　滉

シングルスNo.1 佐々木　悟 60 山崎　勝行 シングルスNo.1 高橋　健一 06 梅沢　良一
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46 67(5)

ダブルスNo.1

ダブルスNo.2
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ダブルスNo.1

ダブルスNo.2
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男子3回戦 男子3回戦

盛岡市 50 矢巾町 滝沢市 32 一関市

中川　博貴 鈴木　一孝 佐藤　志貴 佐々木　裕一

伊藤　悠馬 和合　健 大内　郁巳 時田　道明

伊藤　研治 戸羽　崇 細川　武雄 佐藤　正人

三ツ井　隆容 大仁田　直樹 福島　伸二 河田　一朗

シングルスNo.3 島崎　龍太 60 五十嵐　崇 シングルスNo.3 奥村　敦己 26 望月　雄太

シングルスNo.2 南幅　友樹 63 小泉　淳一 シングルスNo.2 浦島　貴之 75 及川　智宏

シングルスNo.1 石橋　直哉 62 中村　公亮 シングルスNo.1 松本　理 64 菊池　勝浩

男子3回戦 男子3回戦

雫石町 32 北上市 八幡平市 50 大船渡市

土樋　徹 高橋　信考 三浦　達美 金野　克宏

林　晋史 川村　祐貴 鈴木　守 村上　満

柳田　直人 柳　振一郎 佐々木　悟 片山　直

谷地　正人 吉田　健 上野　康平 金野　清人

シングルスNo.3 桂　功吏 26 小林　勇貴 シングルスNo.3 佐々木　幹明 61 吉田　滉

シングルスNo.2 谷地　隼人 64 田村　融佑 シングルスNo.2 佐藤　博 64 梅沢　良一

シングルスNo.1 菊池　武彦 06 紺野　伊吹 シングルスNo.1 小川　大海 62 古坐　一茂

男子ＳＦ 男子ＳＦ

盛岡市 50 滝沢市 雫石町 50 八幡平市

十和田　潤 佐藤　志貴 谷地　正人 中村　静

三ツ井　隆容 大内　郁巳 菊池　武彦 小野寺　道夫

伊藤　悠馬 工藤　英司 林　晋史 三浦　達美

畠山　彬 松本　理 柳田　直人 鈴木　守

シングルスNo.3 島崎　龍太 60 福島　伸二 シングルスNo.3 谷地　隼人 61 佐々木　幹明

シングルスNo.2 石橋　直哉 62 浦島　貴之 シングルスNo.2 桂　功吏 62 上野　康平

シングルスNo.1 久保　真也 60 川野　千代人 シングルスNo.1 土樋　徹 62 佐々木　悟
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76(7) 61

62 64

ダブルスNo.2 62 ダブルスNo.2 60

ダブルスNo.1 75 ダブルスNo.1

62 46
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男子決勝 男子3位決定戦

盛岡市 41 雫石町 滝沢市 32 八幡平市

伊藤　悠馬 谷地　正人 佐藤　志貴 三浦　達美

畠山　彬 菊池　武彦 大内　郁巳 鈴木　守

十和田　潤 林　晋史 細川　武雄 佐々木　悟

三ツ井　隆容 土樋　徹 工藤　英司 上野　康平

シングルスNo.3 石橋　直哉 63 桂　功吏 シングルスNo.3 福島　伸二 61 小野寺　道夫

シングルスNo.2 久保　真也 26 柳田　直人 シングルスNo.2 浦島　貴之 16 佐々木　幹明

シングルスNo.1 島崎　龍太 60 谷地　隼人 シングルスNo.1 松本　理 60 佐藤　博

女子1回戦 女子1回戦

矢巾町 12 滝沢市 大船渡市 12 紫波町

蛇口　清枝 川野　智子 大田　育子 星川　紀子

乙部　純子 武田　裕香 佐藤　明美 小石　美佐子

日野澤　年子 工藤　恵理 伊藤　雅江 大里友紀

伊藤　悦子 高橋　有子 金野　瑞穂 小沢智美

シングルスＮＯ．1高野　多鶴子 16 横山　明美 シングルスＮＯ．1柿本　駒美 64 中田　春菜

女子1回戦

八幡平市 30 岩泉町

中村　まき子 野澤　すの子

小野寺つや子 佐藤　裕美

小野寺　優希 昆野　智美

畠山　ひろみ 阿部　春枝

シングルスＮＯ．1小野寺　咲紀 61 中上　ゆかり

女子2回戦 女子2回戦

盛岡市 30 滝沢市 北上市 30 一関市

林崎　まなみ 工藤　恵理 小原　利美子 及川　洋子

小野寺　晶子 横山　明美 妹尾　文子 阿部　由美子

立花　さくら 高橋　有子 畠山　さおり 山田　恵子

立花　こまち 川野　智子 菊池　亜紀 木村　育子

シングルスＮＯ．1小野朋花 61 武田　裕香 シングルスＮＯ．1菅原　由美子 61 須藤　智織

ダブルスNo.2 63 ダブルスNo.2 26

46

ダブルスＮＯ．1 26 ダブルスＮＯ．1 60

第70回県民体育大会　テニス競技　団体女子

ダブルスNo.1 63 ダブルスNo.1 62

ダブルスＮＯ．２ 10 Ret

ダブルスＮＯ．1 W.O

ダブルスＮＯ．２ 62

ダブルスＮＯ．２ 61 ダブルスＮＯ．２

ダブルスＮＯ．２ 62

ダブルスＮＯ．1 60 ダブルスＮＯ．1 75



女子2回戦 女子2回戦

大船渡市 03 宮古市 八幡平市 03 花巻市

大田　育子 加藤　静子 小野寺優希 杉村　早苗

佐藤　明美 芳賀　ゆみ子 小野寺　咲紀 阿部　香織

伊藤　雅江 鳥居　可奈江 松浦千香子 重茂　真紀

金野　瑞穂 木澤　奈美 畠山ひろみ 佐々木奈津枝

シングルスＮＯ．1柿本　駒美 06 照井　美香 シングルスＮＯ．1小野寺つや子 06 高内　麗

女子ＳＦ 女子ＳＦ

盛岡市 30 北上市 宮古市 12 花巻市

佐藤　友美 妹尾　文子 照井　美香 杉村　早苗

小野朋花 大上　由美子 木澤　奈美 重茂　真紀

久保　沙希 畠山　さおり 大川原　昭子 阿部　香織

立花　さくら 菊池　亜紀 鳥居　可奈江 佐々木奈津枝

シングルスＮＯ．1立花　こまち 60 菅原　由美子 シングルスＮＯ．1高坂　由子 06 高内　麗

女子決勝 女子3位決定戦

盛岡市 21 花巻市 北上市 12 宮古市

小野寺晶子 阿部　香織 畠山　さおり 木澤　奈美

久保　沙希 佐々木奈津枝 菊池　亜紀 鳥居　可奈江

林崎まなみ 杉村　早苗 小原利美子 高坂　由子

佐藤　友美 重茂　真紀 妹尾　文子 大川原　昭子

シングルスＮＯ．1立花　さくら 16 高内　麗 シングルスＮＯ．1菅原　由美子 26 照井　美香

ダブルスＮＯ．２ 67(4) ダブルスＮＯ．２ 16

ダブルスＮＯ．1 16 ダブルスＮＯ．1 26

ダブルスＮＯ．２ 75 ダブルスＮＯ．２ 57

ダブルスＮＯ．1 62 ダブルスＮＯ．1 63

ダブルスＮＯ．２ 60 ダブルスＮＯ．２ 75

ダブルスＮＯ．1 64 ダブルスＮＯ．1 61


