
平成30年度大会結果（県・九州他　大会）

第63回観桜大村 第31回佐世保大会 第52回諫早大会
一般男子 優勝 古賀・中尾 古賀・中尾

準優勝 今城・木原
第三位 丸山・荒木 児玉・中尾 前道・横尾
第三位 横尾・田口 原・田口

一般女子 優勝
準優勝 江口・岩佐
第三位 早田・三池
第三位

成年男子 優勝 松岡・勝本
準優勝 松岡・勝本 永石・前川
第三位 松岡・勝本

成年女子 優勝
準優勝
第三位

壮年1部男子 優勝 平山・松田
準優勝 石井・松田
第三位

壮年1部女子 優勝
準優勝
第三位

壮年3部男子 優勝 岩井・久田 成松・堀
準優勝 山口・久田
第三位

壮年3部女子 優勝 成松・堀
準優勝 成松・堀
第三位

壮年5部男子 優勝
準優勝
第三位

第39回島原大会 第51回長崎大会 第47回インドア 国民体育大会
一般男子 優勝 平川・村山 前道・木原

準優勝 今城・田口 古賀・中尾
第三位 横尾・木原 今城・木原

一般女子 優勝 副島・萩尾 横田・川野
準優勝 山内・道辻
第三位 副島・三池 副島・江口

成年男子 優勝 佐藤・前川 松岡・勝本
準優勝
第三位 丸山・松田 平山・松田

成年女子 優勝
準優勝
第三位

壮年1部男子 優勝
準優勝
第三位

壮年1部女子 優勝
準優勝 岩井・久田
第三位

壮年3部男子 優勝 岩井・久田
準優勝
第三位

壮年3部女子 優勝
準優勝 成松・堀
第三位

壮年5部男子 優勝
準優勝
第三位



平成29年度大会結果（県・九州他　大会）

第21回シングルス 九州選手権 県民体育大会
一般男子 優勝

準優勝 今城・木原
第三位 丸山　秀樹 丸山・児玉

一般女子 優勝
準優勝
第三位

成年男子 優勝 シニア45男子
準優勝 準優勝
第三位 丸山・松田 佐世保市

成年女子 優勝 シニア50男子
準優勝 第3位 佐世保市
第三位 荒木・島津

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
優勝
準優勝
第三位
優勝
準優勝
第三位

第53回西日本百歳大会 第12回長崎ｵｰﾌﾟﾝｸﾗﾌﾞ 全日本実業団リーグ ランキング
松の部 優勝 蒲原・島津 一般男子

準優勝 1位　木原颯斗
第三位 3位　中尾寛之

竹の部 優勝 5位　田口裕貴
準優勝 成松・堀 6位　前道侑典
第三位 山下・山口 7位　古賀勇哉

梅の部 優勝 8位　横尾真樹
準優勝 8位　今城大貴
第三位 一般女子

鶴の部 優勝 4位　副島春菜
準優勝 成年男子
第三位 6位　前川宏司

亀の部 優勝 6位　松岡直也
準優勝 6位　勝本健太
第三位 シニア1部男子
優勝 5位　松田泰輔
準優勝 シニア3部男子
第三位 1位　久田訓治
優勝 3位　岩井健二
準優勝 5位　堀多摩喜
第三位 シニア3部女子
優勝 1位　堀マチ子
準優勝
第三位



平成30年度大会結果（市内大会）

第56回春季ABC大会 第16回中学団体交流戦 第57回夏季職域 市民体育大会
男子Ａ 優勝 片山・村山（長島ITC) 佐々中A 県立大学 ﾜｲｱｯﾄ・杤原（長島ITC)

準優勝 丸山・木原（球屋本舗・親和銀行） 中里中A 佐世保市役所・MSDF 大川内・大川内（ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

第三位 瀬川・高木（佐世保市役所） 大野中A 球屋本舗A 野田・石田（佐世保高専）

第三位 荒木・馬場（長島ITC） 早岐中A 松尾・三森（佐世保高専）

男子Ｂ 優勝 倉岡・後藤（佐々中） ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞA 山口・山口（ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ)

準優勝 釣本・村松（川棚中） ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞB 久田・岩井（ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ)

第三位 山口・堀（ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 鹿町工業 山下・堀（ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ)

第三位 小竹・中野（早岐中） TKO 山本・濱田（早岐中）

男子Ｃ 優勝 尾崎・山下（中里中） 椎山・丸山（まるCLUB）

準優勝 澤田・井手（さざJr） 尾崎・島田（中里中）

第三位 田村・井手（大野中） 餅田・出來嶋（大野中）

第三位 田中・増田（川棚中） 本山・笹山（祗園中）

女子Ａ 優勝 渡邊・副島（県立大） 小佐々中A 佐々中A 中村・山口（広田中・九文）

準優勝 中島・濱田（佐々中） 日宇中 県立大学 坊上・前田（福石中OB)

第三位 三池・中村（球屋本舗・長島ITC) 佐々中A 西海あおぞら 下平・松本（猪調クラブ）

第三位 大浦・白石（平戸市ソフトテニス協会） 祗園中 球屋本舗A 江口・森山（長島ITC)

女子Ｂ 優勝 山添・西田（西彼中） ガチ勢 吉元・村田（小佐々中）

準優勝 坂口・竹山（球屋本舗） 長島ITC　B 若井・金崎（鹿町倶楽部）

第三位 深江・村田（小佐々中） DTC 山口・久保川（小佐々中）

第三位
女子Ｃ 優勝 古庄・西川（西海中） 山本・福永（小佐々中）

準優勝 大瀬・立石（佐々中） 江口・山口（祗園中）

第三位 井上・今泉（福石中） 清田・松永（福石中）

第三位 稲垣・山口（さざJr) 村上・長島（長島ITCJr）

第55回秋季ＡＢＣ大会 第57回秋季職域 第17回選抜団体戦（一般) 選抜団体戦（中学)

男子Ａ 優勝 台風の為 長島ITC 親和銀行 西大村中
準優勝 中止 県立大A 球屋本舗 佐世保選抜A
第三位 MSDF・佐世保市役所B 塩田工業高校 諫早中
第三位 MSDF・佐世保市役所A 嬉野新高校 志佐中

男子Ｂ 優勝 TKO
準優勝 猪調クラブ
第三位 ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞA
第三位 ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞB

男子Ｃ 優勝
準優勝
第三位
第三位

女子Ａ 優勝 チームのりたま 大村高校 東長崎中
準優勝 県立大 勝中会 多良中
第三位 西海あおぞら 長崎国際大学 諫早中
第三位 長崎北高校 時津中

女子Ｂ 優勝 小佐々中A
準優勝 まるclub
第三位 世知原中
第三位 祗園中

女子Ｃ 優勝
準優勝
第三位
第三位


