
松江市ソフトテニスを楽しむ日

期 日：平成３０年３月２５日（日）

会 場：松江総合運動公園テニスコート

上　　級　　の　　部

◆予選リーグ

順位は，得失ゲーム差による。

◆決勝トーナメント

Ａブロック 1 2 3 勝率 順位

１
テラッセ

2 安達・松本 ④ １ 1/2 ３
テラッセ・松江ＯＢ

1 寺沢・栗原 ３ ④ 1/2

松江ＯＢ・テラッセ

Ｂブロック 4 5 6 勝率 順位

3 福 間 ・ 原 １ ④ 1/2

松江０Ｂ

5 真野・石山 ④ ④ 2/2 １
テラッセ

4 猪子・青砥 １ ④ 1/2

松江ＯＢ・テラッセ

Ｃブロック 7 8 9 勝率 順位

6 山口・福島 ３ １ 0/2

1

１
テラッセ・松江ＯＢ

8 三島・岡田 ０ ④ 1/2 ２

7 古山・神門 ④ ④ 2/2

松江０Ｂ

④

3
三島・岡田（松江ＯＢ） Ｃ２位 3

9 石神・福井 １ ２ 0/2

猪子・青砥（松江０Ｂ） Ｂ２位 ④

真野・石山（テラッセ） Ｂ１位 ④

大庭クラブ・テラッセ

寺沢・栗原（テラッセ） Ａ１位

3

福間・原（松江ＯＢ・テラッセ） Ａ２位 0
④

古山・神門（テラッセ・松江ＯＢ） Ｃ１位 ④

＋2G

△2G

±0G

古山・神門

（テラッセ・松江ＯＢ）

３

３

２

２



中　　級　　の　　部

◆予選リーグ

１位～３位は，得失ポイント差による。

Ｄブロック 10 11 12 勝率 順位

テラッセ・松江ＯＢ

11 飯塚・山本 １ １ 0/2 ３
松江０Ｂ

10 信木・加藤 ④ ④ 2/2

松江ﾚﾃﾞｨｰｽ・東出雲ﾚﾃﾞｨｰｽ

Ｅブロック 13 14 15 勝率 順位

12 安原・黒田 １ ④ 1/2

16

松江ＯＢ

15 本田・岩原 ２ ④ 2/3 ２

13 田辺・朝妻 ２ ④ 2/3

14

20 加納・岩田 ④ ２ 1/2 ２
大庭クラブ・津田クラブ

松江レディース

Ｇブロック 20 21 22 勝率

18 和泉・津田 ④

16 永井・新山 ３ １ １ 0/3

22 濱崎・河原 ④ ④ 2/2 １
津田クラブ・テラッセ

21 藤原・野津 １ ０ 0/2
松江ﾚﾃﾞｨｰｽ・松江ＯＢ

３
大庭クラブ・だんだん会

19 新宮・小川 ０ ④ 1/2

17

Ｆブロック 17 18 19 勝率

２
松江０Ｂ・大庭クラブ

宇田・大谷 ④ ２ 2/3 ３
松江ＯＢ・松江レディース

④ 2/2 １
大庭クラブ・松江ＯＢ

順位

吉田・松村

津田クラブ・大庭クラブ

４

１ ０ 0/2

３

順位

＋2P

△3P

＋1P

④

④

④

１

２

１



◆決勝トーナメント

初　　級　　の　　部

◆決勝リーグ

２位～４位は，得失ゲーム差による。

信木・加藤（テラッセ・松江ＯＢ） Ｄ１位

新宮・小川（松江ＯＢ・大庭クラブ） Ｆ２位 ④

④

3加納・岩田（大庭クラブ・津田クラブ）

本田・岩原（津田クラブ・大庭クラブ） Ｅ２位 ④

安原・黒田（松江ﾚﾃﾞｨｰｽ・東出雲ﾚﾃﾞｨｰｽ） Ｄ２位

3

田辺・朝妻（松江ＯＢ） Ｅ１位 2

和泉・津田（大庭クラブ・松江ＯＢ） Ｆ１位 2

勝率 順位

23 菅井・福間 ④ ④ ④ ④ 4/4

Ｈブロック 23 24 25 26 27

１

24 梶谷・上代 ０ ④ ３ ④ 2/4 ２
津田クラブ・大庭クラブ

高橋・牛尾 ０ １ ④ ④ 2/4 ４

津田クラブ

＋2G

△2G
津田クラブ・大庭クラブ

26 岩見・本田 １ ④ ３

Ｇ２位

1

Ｇ１位 ④

2

3

濱崎・河原（津田クラブ・テラッセ）

25

0/4 ５
大庭クラブ

27 金坂・足立 ０ ０ １ ９

④ 2/4 ３ ±0G
大庭クラブ

④

④

④

信木・加藤

（テラッセ・松江ＯＢ）



松江市春季ソフトテニス大会・歴代記録

山口・西尾 松本・新山 青砥・川見 植田・酒井 中島・高木 本田・新田 橋本・岸本 岩永・古山
（大庭クラブ） （松江レディース） （ＮＬＴ） （NLT・大庭ｸﾗﾌﾞ） （ＰＭＣ） （大庭ｸﾗﾌﾞ・NLT） （松江ＯＢ） （がんこクラブ）

橘・森 宇高・小林 石原・加藤 矢地・森繁 永海・吉岡 武藤・梶谷 宇田・牛尾 多久和・山根
(H8.3.31) （テラッセ） （大庭クラブ） （ＮＬＴ） （海洋センター） （ＮＬＴ） （大庭ｸﾗﾌﾞ・NLT）ＰＭＣ） （大庭クラブ） （松江ＯＢ）

田中・宮崎 遠藤・岩原 青砥・川見 西村・真玉 平野・田中 飛田・山崎
（テラッセ） （津田ｸﾗﾌﾞ・大庭ｸﾗﾌﾞ） （ＮＬＴ） （松江レディース） （松江ＯＢ） （松江ＯＢ）

森・石田 飯塚・持田 青砥・伊藤 小田草・松本 宇田・岸本 平林・後藤
(H9.3.30) （テラッセ） （松江ﾚﾃﾞｨｰｽ・津田ｸﾗﾌﾞ） （松江南高OB・松江四中OB） （大庭クラブ） （松江ＯＢ） （松江ＯＢ）

山根・林 矢地・野津 吉岡・永見 宮廻・平林 山本・高尾 窪田・吉岡
（テラッセ） （松江レディース） （ＮＬＴ） （津田ｸﾗﾌﾞ・松江ﾚﾃﾞｨｰｽ） （ｱﾄﾞﾊﾞﾝ高専・だんだん会） （松江ＯＢ）

田中・宮崎 宇高・小林 植木・石谷 神田・後藤 山口・村上 平野・岸
(H10.3.29) （テラッセ） （大庭クラブ） （松江ＯＢ） （大庭クラブ） （大庭ｸﾗﾌﾞ・だんだん会） （松江OB・県庁ｸﾗﾌﾞ）

三木・松本 伊藤・恩田 神田・後藤 高橋・川島 飛田・古山
（大庭クラブ） （テラッセ） （大庭クラブ） （だんだん会・ｱﾄﾞﾊﾞﾝ高専） （松江ＯＢ）

田中・宮崎 松浦・飯塚 森木・新田 宇田・岸本 岸・山田
(H11.3.30) （テラッセ） （松江レディース） （松江レディース） （大庭ｸﾗﾌﾞ・松江OB） （県庁ｸﾗﾌﾞ・松江OB）

野津・山口 本田・新山 平塚・真玉 山崎・山崎 石原・山根
（友の会） （津田ｸﾗﾌﾞ・松江ﾚﾃﾞｨｰｽ） （松江レディース） （アドバン高専） （NLT・松江OB）

小野・内田 矢地・森木 宮廻・平林 青砥・加藤 平林・吉岡
(H12.3.20) （松江工業高） （松江レディース） （津田ｸﾗﾌﾞ・松江ﾚﾃﾞｨｰｽ） （松江ＯＢ） （松江ＯＢ）

山口・林 本田・新山 細木・岩佐 松浦・平林 山口・村上 多久和・山根
（松江OB・ﾃﾗｯｾ） （津田ｸﾗﾌﾞ・松江ﾚﾃﾞｨｰｽ） （松江ＯＢ） （松江レディース） （大庭ｸﾗﾌﾞ・だんだん会） （松江ＯＢ）

田中・永見 松浦・飯塚 錦織・余村 西村・真玉 宇田・山崎 飯塚・加藤
(H13.3.25) （テラッセ） （松江レディース） （大庭クラブ） （松江レディース） （大庭ｸﾗﾌﾞ・ｱﾄﾞﾊﾞﾝ高専） （松江ＯＢ）

三上・宮崎 長廻・花田 津田・加藤 西村・真玉 三木・田中 新宮・岸
（テラッセ） （テラッセ） （松江ＯＢ） （松江レディース） （大庭ｸﾗﾌﾞ・松江OB） （松江OB・県庁ｸﾗﾌﾞ）

米津・松本 新山・森木 飯塚・池谷 三代・平林 山崎・山崎 高橋・園山
(H14.3.26) （大庭クラブ） （松江レディース） （松江ＯＢ） （PMC・松江ﾚﾃﾞｨｰｽ） （アドバン高専） （松江ＯＢ）

寺沢・田中 内藤・竹部 伊藤・永見 三木・田中
（テラッセ） （松江商業高） （松江ＯＢ） （大庭ｸﾗﾌﾞ・松江OB）

鳥井・坂本 入江・池田 内部・豊島 青砥・細田
(H15.3.30) （松江高専） （松江商業高） （松江高専） （松江ＯＢ）

木村・松本 浜崎・新山 山崎・窪田
（ﾃﾗｯｾ・松江OB） （津田ｸﾗﾌﾞ・松江ﾚﾃﾞｨｰｽ） （ｱﾄﾞﾊﾞﾝ高専・松江OB）

石倉・森脇 本田・岩田 加藤・山崎
(H16.3.28) （斐川クラブ） （津田クラブ） （大庭ｸﾗﾌﾞ・ｱﾄﾞﾊﾞﾝ高専）

(H17.3.28)

松江市ソフトテニスを楽しむ日・歴代記録

(H18.3.26)

(H19.3.25)

(H20.3.23)

(H21.3.22)

(H22.3.21)

(H23.3.20)

(H24.3.18)

(H25.3.17)

(H26.3.23)

(H26.3.18)

(H28.3.21)

(H29.3.20)

(H30.3.25)

平成29年 優　勝 三島・山口 今井・新山 酒井・津田

準優勝 真野・青砥 大谷・野津 梶谷・小藤

平成28年 優　勝 三木基弘・渡部昌司 加納雅章・藤原小恵子 金坂孝・州浜寿晴

準優勝 福間章夫・岡田勉 安原美紀子・新宮安雄 足立佳寿子・牛尾良夫

平成27年 優　勝 佐藤直樹・藤原孝行 本田みな子・永見悦孝 安原美紀子・須田真由美

準優勝 三島晴夫・青砥設 和泉秀二・野津ひで子 外谷雅実・飯塚美智子

平成26年 優　勝 吉儀純一・岡田勉 宇田久弥・野津ひで子 梶谷正枝・須田真由美

準優勝 田中米一郎・三木基弘 本田みな子・城市司 庄原和男・飯塚美智子

平成25年 優　勝 田中・西村 藤原・新山 藤原・山本

準優勝 三木・朝妻 永井・岩田 松浦・本田

平成24年 優　勝 青砥・藤井 永井・永見 州浜・松浦

準優勝 福間・三木 藤原・津田 本田・駅田

平成23年 優　勝 青砥・真玉 菅原・服部 安原・松本

準優勝 三木・藤井 藤原・山本 足立・山本

平成22年 優　勝 青砥・木村 飯塚・服部 木村・真玉

準優勝 宇田・加藤 永井・小藤 驛田・松本

平成21年 優　勝 青砥・西村 永井・新宮 上田・松浦

準優勝 田中・森 生和・野津 木村・松本

準優勝 中林・三代 宇田・山本

平成20年 優　勝 田中・松本 宇田・服部

平成18年 優　勝 加藤・真玉

準優勝 福島・飯塚

平成19年 優　勝 青砥・松本 本田・服部

準優勝 山根・青砥 田辺・野津

準優勝

平成17年
優　勝

準優勝

　　　　　　　　種別
　開催年度

上　級　の　部 中　級　の　部 初心者または初級の部

平成16年
優　勝

平成15年
優　勝

準優勝

平成13年
優　勝

準優勝

平成14年
優　勝

準優勝

平成12年
優　勝

準優勝

平成11年
優　勝

準優勝

平成９年
優　勝

準優勝

平成10年
優　勝

準優勝

初級女子 シニアＡ シニアＢ

平成８年
優　勝

準優勝

　　　　　　　　種別
　開催年度

上級男子 上級女子 中級男子 中級女子 初級男子

平成30年 優　勝 古山・神門 信木・加藤 菅井・福間

準優勝 寺沢・栗原 本田・岩原 梶谷・上代


