
1R ２R QF SF SF QF ２R １R

1 17

50 50

4

41

1 24

50 32

8 24

50 32

1 32

50 41

9 25

50 41

9 32

41 41

29

32

13 32

32 32

優勝 盛岡市 ２位 滝沢村 3位 花巻市

6

7

盛岡市

BYE

一戸町

久慈市

陸前高田市

BYE

1

2

3

4

5

12

13

BYE

一関市

奥州市

21

22

14

15

16

BYE

BYE

八幡平市

大船渡市

BYE

BYE

宮古市

8

9

10

11

第３５回　県民体育大会テニス競技　男子団体

BYE

花巻市

紫波町

BYE

北上市

BYE

BYE

釜石市

矢巾町

BYE

23

24

25

26

17

金ケ崎町

二戸町

BYE

滝沢村

F

BYE

岩泉町

29

30

31

32

27

28

18

19

20

9.奥州市 24.花巻市

3位決定戦

盛岡市

50

花巻市

32



第６５回岩手県民体育大会テニス競技

３．一戸町 14 ４．久慈市 ２９．金ケ崎町 32 ３０．二戸市

竹沢幸雄 新山明彦 中山理意知 泉田信一

後藤信明 加美孝弘 志賀弘基 氷見和也

川原淳一 大粒来清志 山口　亮 大塚　勉

國分隆史 新山政行 佐久間健吾 国香雅彦

シングルスNO.3 小石川征史 26 笠水上和則 シングルスNO.3 三浦幸也 46 播磨佑亮

シングルスNO.2 佐藤代和 61 菊地浩太郎 シングルスNO.2 小野寺　保 26 佐藤祐司

シングルスNO.1 鳥海高文 16 久慈　弘 シングルスNO.1 赤坂和男 60 橋本智禎

１．盛岡市 50 ４．久慈市 ５．陸前高田市 05 ８．一関市

十和田　潤 菊地浩太郎 大和田　司 菊池勝浩

渡邉英樹 新山政行 及川清見 佐藤正人

谷地隼人 新山明彦 藤原一政 時田道明

柳田直人 高橋秀明 藤原秀平 及川智宏

シングルスNO.3 川口慎矢 60 笠水上和則 シングルスNO.3 山村友幸 26 角口修豊

シングルスNO.2 吉田智哉 60 久慈　弘 シングルスNO.2 麓　隆一 46 鈴木純一

シングルスNO.1 千田慎也 60 加美孝弘 シングルスNO.1 菊池敬一 06 飯田雅史

９．奥州市 50 １２．八幡平市 １３．大船渡市 32 １６．宮古市

坂俣勝則 三浦達美 金野清人 佐々木　満

樋沢　豊 鈴木　守 高屋英洋 間宮康太

吉田　繁 伊藤　司 金野克宏 今井義尚

本山　豊 伊藤　貢 鈴木秀麿 長川　豊

シングルスNO.3 新屋広明 61 佐藤　博 シングルスNO.3 佐藤　栄 63 木澤英樹

シングルスNO.2 武藤　諭 61 塚本　憲児 シングルスNO.2 梅沢良一 62 佐藤光信

シングルスNO.1 藤原勝也 60 島田信一 シングルスNO.1 伊藤圭太 06 五十嵐　崇

市町村対抗男子１R

ダブルスNO.2 64

ダブルスNO.1 60

ダブルスNO.2

ダブルスNO.1

46

16

市町村対抗男子１R

市町村対抗男子2R

市町村対抗男子2R

ダブルスNO.2 16

ダブルスNO.2 64

市町村対抗男子2R

ダブルスNO.2 64

ダブルスNO.2 61

ダブルスNO.1 26ダブルスNO.1 61

ダブルスNO.1 76(12)

市町村対抗男子2R

ダブルスNO.1 46



第６５回岩手県民体育大会テニス競技

１７．北上市 50 ２０．釜石市 ２１．矢巾町 23 ２４．花巻市

高峯　誠 熊倉扶美雄 鈴木一孝 伊藤一男

柳　振一郎 菊池文夫 熊谷　徹 小川修一

阿部　蘭 洲澤俊綱 古川仁士 佐々木俊幸

佐々木光一 渡部正弥 野田聖児 千葉正記

シングルスNO.3 山口智也 60 樵　和也 シングルスNO.3 大仁田直樹 36 山崎　剛

シングルスNO.2 高橋信考 61 小笠原祐樹 シングルスNO.2 千田勇気 26 小黒夏圭

シングルスNO.1 吉田　健 62 佐々木秀樹 シングルスNO.1 小寺晋一 06 國吉大樹

２５．紫波町 41 ２８．岩泉町 ２９．金ケ崎町 23 ３２．滝沢村

岩井勝典 椛田秀雄 中山理意知 山崎敏弘

平間浩寿 佐々木宣之 志賀弘基 松本　理

渡辺賢治 山崎勝行 山口　亮 佐藤晴彦

谷地舘　悟 西倉正喜 小野寺　保 奥村郁己

シングルスNO.3 亀掛川恵一 36 菅原真司 シングルスNO.3 三浦幸也 16 奥村敦己

シングルスNO.2 浅沼宏信 63 永野真章 シングルスNO.2 赤坂和男 36 畠山　良

シングルスNO.1 岩原辰弘 60 佐藤　隆 シングルスNO.1 佐久間健吾 06 佐藤　真

１．盛岡市 50 ８．一関市 ９．奥州市 41 １３．大船渡市

十和田　潤 菊池勝浩 小原　洋 金野克宏

渡邉英樹 佐藤正人 樋沢　豊 鈴木秀麿

谷地隼人 時田道明 坂俣勝則 梅沢良一

柳田直人 及川智宏 本山　豊 金野清人

シングルスNO.3 川口慎矢 64 佐々木裕一 シングルスNO.3 新屋広明 64 泉　憲裕

シングルスNO.2 吉田智哉 60 鈴木純一 シングルスNO.2 武藤　諭 60 佐藤　栄

シングルスNO.1 千田慎也 61 飯田雅史 シングルスNO.1 藤原勝也 60 伊藤圭太

市町村対抗男子2R 市町村対抗男子2R

ダブルスNO.2 62ダブルスNO.2 62

ダブルスNO.1 64

ダブルスNO.1 63

ダブルスNO.1 62

ダブルスNO.2 63 ダブルスNO.2 64

市町村対抗男子2R市町村対抗男子2R

ダブルスNO.1 61

市町村対抗男子3R 市町村対抗男子3R

ダブルスNO.2 62 ダブルスNO.2 57

ダブルスNO.1 63 ダブルスNO.1 64



第６５回岩手県民体育大会テニス競技

１７．北上市 23 ２４．花巻市 ２５．紫波町 14 ３２．滝沢村

高峯　誠 伊藤一男 岩井勝典 佐藤晴彦

柳　振一郎 小川修一 平間浩寿 奥村郁己

阿部　蘭 山崎　剛 渡辺賢治 工藤英司

佐々木光一 千葉正記 谷地舘　悟 松本　理

シングルスNO.3 高橋信考 16 國吉大樹 シングルスNO.3 亀掛川恵一 64 奥村敦己

シングルスNO.2 吉田　健 60 佐々木俊幸 シングルスNO.2 浅沼宏信 16 畠山　良

シングルスNO.1 山口智也 67(2) 小黒夏圭 シングルスNO.1 岩原辰弘 26 佐藤　真

１．盛岡市 50 ９．奥州市 ２４．花巻市 14 ３２．滝沢村

伊藤研治 坂俣勝則 高橋義仁 佐藤晴彦

渡邉英樹 本山　豊 小川修一 奥村郁己

谷地隼人 樋沢　豊 山崎　剛 工藤英司

柳田直人 吉田　繁 千葉正記 松本　理

シングルスNO.3 川口慎矢 76（3） 藤原勝也 シングルスNO.3 國吉大樹 60 奥村敦己

シングルスNO.2 吉田智哉 62 武藤　諭 シングルスNO.2 伊藤一男 06 畠山　良

シングルスNO.1 千田慎也 60 新屋広明 シングルスNO.1 小黒夏圭 57 佐藤　真

９．奥州市 23 ２４．花巻市 １．盛岡市 50 ３２．滝沢村

坂俣勝則 山崎　剛 伊藤研治 工藤英司

本山　豊 千葉正記 渡邉英樹 松本　理

樋沢　豊 小黒夏圭 谷地隼人 佐藤晴彦

新屋広明 高橋義仁 柳田直人 奥村郁己

シングルスNO.3 藤原勝也 26 國吉大樹 シングルスNO.3 吉田智哉 64 畠山　良

シングルスNO.2 武藤　諭 62 伊藤一男 シングルスNO.2 川口慎矢 61 奥村敦己

シングルスNO.1 小原　洋 61 小川修一 シングルスNO.1 千田慎也 76（3） 佐藤　真

市町村対抗男子3R 市町村対抗男子3R

ダブルスNO.2 61 ダブルスNO.2 16

ダブルスNO.1 46 ダブルスNO.1 36

市町村対抗男子SF 市町村対抗男子SF

ダブルスNO.2 62 ダブルスNO.2 16

ダブルスNO.1 60 ダブルスNO.1 16

市町村対抗男子3位決定戦

ダブルスNO.1 36

市町村対抗男子F

ダブルスNO.2 76(3）

ダブルスNO.1 61

ダブルスNO.2 06



1R ２R SF SF ２R １R

9

21

1 12

30 30

3

21

1 12

21 21

5 13

30 30

5 13

21 21

8

21

優勝 盛岡市 ２位 花巻市 3位 奥州市

第６５回　県民体育大会テニス競技　女子団体

1

盛岡市

9

北上市

F

矢巾町

2 10 久慈市

3 11 BYE

124

5 13

15 BYE

紫波町

滝沢村8

6

7

16

花巻市

一関市

八幡平市

岩泉町

大船渡市

宮古市

奥州市

14

BYE

5.八幡平市 13.奥州市

3位決定戦

盛岡市

21

奥州市

21



第６５回　県民体育大会テニス競技　女子団体

３．矢巾町 21 ４．一関市 ５．八幡平市 30 ６．岩泉町

細川加代子 峯沢治美 中村まき子 小松　愛

阿部佳代子 兼重美香子 小野寺つや子 佐々木紗織

吉村明美 井上恒子 畠山ひろみ 佐藤裕美

吉田克惠 山口恵子 小野寺優希 中上ゆかり

シングルスNO.1 岩井奈緒 64 須藤智織 シングルスNO.1 山口祐美子 61 昆野智美

７．大船渡市 12 ８．北上市 ９．宮古市 21 １０．久慈市

平山朋子 相墨生惠 鳥居可奈子 下川原佳子

大田育子 菅原あゆみ 木澤奈美 新井谷かおり

佐藤明美 小原利美子 加藤静子 晴山紀子

伊藤雅江 高橋幸子 芳賀由美子 戸崎ミユキ

シングルスNO.1 小野直美 16 菊池亜紀 シングルスNO.1 平山千恵子 def 吉田純子

１３．奥州市 30 １４．紫波町 １．花巻市 30 ３．矢巾町

小原淑子 山根隆代 重茂真紀 細川加代子

本山奈央子 田中早苗 山口実野子 阿部佳代子

邉　碧 筒井祐子 石井小夏 三上綾香

佐々木b芳香 佐々木百合子 田中美帆 斉藤茂美

シングルスNO.1 菊地晶子 61 小石美佐子 シングルスNO.1 高橋美琴 75 岩井奈緒

５．八幡平市 21 ８．北上市 ９．宮古市 03 １２．盛岡市

畠山ひろみ 小原利美子 高坂由子 酒井裕子

小野寺優希 高橋幸子 大川原昭子 小田島洋子

伊藤泰子 相墨生惠 鳥居可奈子 斉藤香織

山口祐美子 菅原あゆみ 木澤奈美 小原結実

シングルスNO.1 小野寺つや子 16 菊池亜紀 シングルスNO.1 加藤静子 06 小原由愛

市町村対抗女子１R 市町村対抗女子１R

ダブルスNO.2 63 ダブルスNO.2 60

ダブルスNO.1 57 ダブルスNO.1 62

市町村対抗女子１R 市町村対抗女子１R

ダブルスNO.2 64 ダブルスNO.2 61

ダブルスNO.1 06 ダブルスNO.1 46

市町村対抗女子１R 市町村対抗女子2R

ダブルスNO.2 61 ダブルスNO.2 60

ダブルスNO.1 61 ダブルスNO.1 60

市町村対抗女子2R 市町村対抗女子2R

ダブルスNO.2 61 ダブルスNO.2 16

ダブルスNO.1 61 ダブルスNO.1 06



第６５回　県民体育大会テニス競技　女子団体

１３．奥州市 21 １６．滝沢村 １．花巻市 21 ５．八幡平市

小原淑子 工藤恵理 重茂真紀 伊藤泰子

本山奈央子 横山明美 山口実野子 山口祐美子

菊地晶子 高橋有子 高橋美琴 畠山ひろみ

佐々木b芳香 照井美香 田中美帆 小野寺優希

シングルスNO.1 邉　碧 61 加村優惟 シングルスNO.1 石井小夏 60 小野寺つや子

１２．盛岡市 21 １３．奥州市 ５．八幡平市 12 １３．奥州市

酒井裕子 小原淑子 伊藤泰子 小原淑子

小田島洋子 邉　碧 山口祐美子 本山菜央子

斉藤香織 菊地晶子 畠山ひろみ 菊地晶子

小原結実 佐々木b芳香 小野寺優希 佐々木b芳香

シングルスNO.1 小原由愛 60 本山菜央子 シングルスNO.1 中村まき子 16 邉　碧

１２．盛岡市 21 １．花巻市

斉藤香織 重茂真紀

小原結実 山口実野子

小田島洋子 高橋美琴

小原由愛 田中美帆

シングルスNO.1 酒井裕子 06 石井小夏

市町村対抗女子2R 市町村対抗女子SF

ダブルスNO.2 64 ダブルスNO.2 62

ダブルスNO.1 46 ダブルスNO.1 46

市町村対抗女子SF 市町村対抗女子3位決定戦

ダブルスNO.2 62 ダブルスNO.2 60

ダブルスNO.1 36 ダブルスNO.1 16

市町村対抗女子F

ダブルスNO.2 60

ダブルスNO.1 62


