
平成27年度大会結果（県・九州他　大会）

第49回インドア 第60回観桜大村 第28回佐世保大会 第49回諫早大会
一般男子 優勝 中尾・児玉 児玉・中尾 前道・横尾 前道・児玉

準優勝 丸山・田中 前道・横尾 丸山・田中
第三位 前道・中尾、犬塚・田口 片山・荒木 梅田・出水

一般女子 優勝 田中・川野 田中・川野
準優勝 川野・中倉
第三位 西平・三池、辻・岡野 坊上・岡野 山口・丸山

成年男子 優勝 小竹・松田 松永・前川
準優勝 長嶋・島津 永石・前川
第三位

成年女子 優勝
準優勝
第三位

ｼﾆｱ1部男子 優勝 下村・髙木
準優勝 中村・堀 長嶋・島津
第三位 長嶋・島津

ｼﾆｱ1部女子 優勝
準優勝
第三位

ｼﾆｱ3部男子 優勝
準優勝 久田・岩井
第三位 成松・堀

ｼﾆｱ3部女子 優勝 上野･田中
準優勝
第三位

ｼﾆｱ5部男子 優勝
準優勝
第三位

第36回島原大会 第48回長崎大会 第50回インドア 国　体
一般男子 優勝 瀬川・井元

準優勝 井上・荒木 丸山・田中 入賞なし
第三位 谷口・馬場 児玉・中尾、前道・木原

一般女子 優勝 石原・大場
準優勝 川野・西平 﨑田・勇
第三位 田中・川野

成年男子 優勝 松永・前川
準優勝 小竹・松田
第三位 長嶋・島津

成年女子 優勝
準優勝
第三位

ｼﾆｱ1部男子 優勝
準優勝
第三位

ｼﾆｱ1部女子 優勝 石原・山﨑
準優勝
第三位

ｼﾆｱ3部男子 優勝
準優勝
第三位 久田・岩井、成松・堀 久田・岩井

ｼﾆｱ3部女子 優勝 成松・堀 成松・堀
準優勝
第三位

ｼﾆｱ5部男子 優勝
準優勝
第三位



平成27年度大会結果（県・九州他　大会）

第18回シングルス 27年度九州選手権 九州実業団リーグ 県民体育大会
一般男子 優勝

準優勝 丸山　秀樹 参加チームなし
第三位 児玉浩太・前道侑典 平川・中尾

一般女子 優勝 川野　楓
準優勝 丸山　亜希
第三位 坊上　愛実

成年男子 優勝 佐世保市
準優勝 （8連覇）
第三位 松田　泰輔

成年女子 優勝
準優勝
第三位

成年Ⅱ部 優勝
準優勝
第三位 佐世保市

総合成績 優勝
準優勝
第三位 佐世保市

ｼﾆｱ1部男子 優勝
準優勝
第三位 中村・島津 蒲原・松田

優勝
準優勝
第三位

第50回西日本百才大会 九州インドア 全日本実業団リーグ ランキング(3位内)
松の部 優勝 1位前道侑典(一般男子)

準優勝 雨天中止 入賞なし 6位（親和銀行） 2位児玉浩太(一般男子)

第三位 3位横尾真樹(一般男子)

竹の部 優勝 1位川野　楓(一般女子)

準優勝
第三位

梅の部 優勝 3位長嶋正和(ｼﾆｱ1部男子)

準優勝 3位島津勇一郎(ｼﾆｱ1部男子)

第三位
鶴の部 優勝 3位堀　マチ子(ｼﾆｱ3部女子)

準優勝
第三位

亀の部 優勝
準優勝
第三位
優勝
準優勝
第三位
優勝
準優勝
第三位
優勝
準優勝
第三位



平成27年度大会結果（市内大会）

第53回春季ＡＢＣ大会 第13回中学団体交流戦 第54回夏季職域 市民体育大会
男子Ａ 優勝 松永・諏訪(県立大) 広田中A 長島ITC　A 木原・田口(親和銀行)

準優勝 牧野・前川(平戸・武蔵) 佐々中A 球屋本舗A 梅野・畑(長島ITC)
第三位 丸山・松本(球屋本舗) 中里中A 長島ITCB 谷村・長島(長島ITC)
第三位 中嶋・三原(県立大) 相浦中A 親和クラブ 宮崎・谷脇(中体連・長島ITC)

男子Ｂ 優勝 岩井・堀(ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ) 金曜ナイターズ 前川・森宗(球屋本舗)

準優勝 山口・宮村(猪調ｸﾗﾌﾞ) ファミリークラブA 中村・堀(ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ)
第三位 畠中・小崎(猪調ｸﾗﾌﾞ) 笠原ドリーム 柴田・中尾(佐世保高専)

第三位 尾崎・堀江(猪調ｸﾗﾌﾞ) 球屋本舗C 久田・岩井(ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ)

男子Ｃ 優勝 嘉村・中峯(日宇中) 中野・末吉(相浦中)
準優勝 横山・前田(早岐中) 丸山・椎山(まるCLUB)

第三位 村瀬・中島(早岐中) 林・山村(中里中)
第三位 小林・平林(日宇中) 松尾・岡田(中里中)

女子Ａ 優勝 下平・熊野(猪調ｸﾗﾌﾞ） 大野中A 武蔵 ｴﾝﾄﾘｰなし
準優勝 大川・熊谷(県立大) 中里中A 長島ITC　A
第三位 田中・浜野(松浦高校) 愛宕中A 球屋本舗
第三位 菅原・山下成(武蔵・平戸市) 大野中B

女子Ｂ 優勝 坊上・相浦(福石中) 中里中A 稲垣・岩﨑(まるCLUB)

準優勝 川村・市瀬(小値賀中) 大野中A 林・原口(中里中)
第三位 宮崎奏・丸田(大野中) 福石中A 井手・佐藤(佐世保高専)

第三位 中冨・川口(佐世保北) 福石中B 阿比留・井上(まるCLUB)

女子Ｃ 優勝 井上・岡野(福石中) 岩永・富永(福石中)
準優勝 前田・迎(福石中) 杉田・松井(東明中)
第三位 椎山・井手(吉井中) 馬場・宮副(福石中)
第三位 木場・石原(佐々中) 松橋・ｸﾞｯﾄﾏﾝ(東明中)

第53回秋季ＡＢＣ大会 第54回秋季職域 第20回選抜団体戦（一般) 第19回選抜団体戦（中学)

男子Ａ 優勝 前道・木原(親和銀行) 親和銀行 親和銀行 日宇中学校
準優勝 荒木・丸山(長島ITC・球屋本舗) 長島ITC　Ａ 鹿町工業高校 諫早中学校
第三位 横尾・田口(親和銀行) 武蔵A 精道三川台高校 佐世保選抜A
第三位 片山・村山(長島ITC) 長島ITC　Ｂ 佐世保市一般選抜 三日月中学校

男子Ｂ 優勝 下村・下村(長島ITC) 西海あおぞら
準優勝 大穂・岩井（ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ) 球屋本舗Ｃ
第三位 松尾・田中(佐世保高専) 金曜ナイターズＢ
第三位 大川内・吉田(YTC) 平戸市ソフトテニス協会

男子Ｃ 優勝 中野・吉野(愛宕中)
準優勝 近藤・里中(愛宕中)
第三位 宮崎・志田(西彼中)
第三位

女子Ａ 優勝 大川・熊谷(県立大) 東翔高校Ａ 佐賀清和高校 佐世保選抜B
準優勝 平野・香田(東翔高校) 球屋本舗 大村高校 広田中学校
第三位 三池・小山(球屋本舗) 佐商ＯＧ 球屋本舗 東明中学校
第三位 前田・福田(東翔高校) 県立大 純心女子高校 早岐中学校

女子Ｂ 優勝 宮崎弘・阿比留(まるCLUB) 東明中
準優勝 宮崎・後藤(ＤＴＣ) 大野中Ａ
第三位 岩永・冨永(福石中) 福石中
第三位 林・原口(中里中) まるＣＬＵＢ

女子Ｃ 優勝 杉田・ｸﾞｯﾄﾏﾝ(東明中)
準優勝 松橋・松井(東明中)
第三位 寺田・山口(大野中)
第三位 冨永・大串(大野中)


