
令和3年度大会結果（市内大会）
※第50回市民体育大会は中止。

第59回春季ABC大会 第1９回中学団体交流戦 第60回夏季職域 ソフトテニス協会杯
男子Ａ 優勝 梅野・松本（長島ITC） 佐々中 長島ITC 丸山・畑（ＭＡＲＵＳＰＯＲＴＳ・球屋本舗）

準優勝 丸山・畑（ＭＡＲＵＳＰＯＲＴＳ・球屋本舗） 大野中A 球屋本舗 ワイアット・岡（SS　AOI）

第三位 柄本・下村（長島ITC） 相浦中A 田舎クラブ 中野・野原（SS　AOI）

第三位 宮本・川久保（佐世保市役所・長島ITC） 中里中A 江代・島津（球屋本舗・十八親和銀行）

男子Ｂ 優勝 山口・前川（佐々中・武蔵） MOMO 馬場・久住呂（長島ITC・ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

準優勝 馬場・馬場（長島ITC・ファミリークラブ） 球屋本舗 三浦・堀江（猪調クラブ）

第三位 山口・山口（ファミリークラブ） 猪調クラブA 松永・大田（恵比寿）

第三位 松本・松山（平戸市協会） 恵比寿A 久住呂・森（ファミリークラブ）

男子Ｃ 優勝 小松・内野（御厨中） 濱野・森（吉井中）

準優勝 丸田・末吉（大島中） 本城・丸田（長島ITC）

第三位 上ノ原・淵上（さざジュニア） 淵上・前川（さざジュニア）

第三位 久田・村本（中里ES） 小西・金岡（広田中）

女子Ａ 優勝 土井・西川（西海中） 佐々中 球屋本舗
準優勝 前田・萩尾（球屋本舗） 祇園中 nashu
第三位 大浦・中倉（平戸市協会・佐々町体協） 福石中
第三位 江迎中

女子Ｂ 優勝 山口・高串（長島ITC） 祇園中A 末永・吉元（まるCLUB）

準優勝 野元・長島（長島ITC） まるCLUB　A 山口・高串（長島ITC）

第三位 村上・淵上（東明中） 小佐々クラブ 本多・小竹（早岐中）

第三位 阿立・豊岡（大島中） 祇園中B 志水・堀本（祇園中）

女子Ｃ 優勝 江口・末吉（祇園中） 山本・杉本（小佐々中）

準優勝 堀本・志水（祇園中） 松本・山本（愛宕中）

第三位 森・國崎（祇園中） 森宗・山口（愛宕中）

第三位 相川・児玉（福石中） 荒木・森下（大野中）

第59回秋季ＡＢＣ大会 第60回秋季職域 第２５回選抜団体戦（中学) 選抜団体戦（一般)

男子Ａ 優勝 丸山・畑（ＭＡＲＵＳＰＯＲＴＳ・球屋本舗） 長島ITC 諫早中
準優勝 岡・野原（SS　AOI） 佐世保市役所・MSDF 佐々中
第三位 ワイアット・本城（SS　AOI） SS　AOI 鹿島西部中
第三位 江代・島津（球屋本舗・十八親和銀行） 西海あおぞらSTC 志佐中

男子Ｂ 優勝 澤田・吉松（志佐中） ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞA
準優勝 松本・岡田（平戸市協会・TSTC） NSTC
第三位 畠中・三浦（猪調クラブ） 猪調クラブ
第三位 高田・八波（恵比寿） 西海あおぞらSTC

男子Ｃ 優勝 山口・上ノ原（さざジュニア）

準優勝 黒澤・山本（御厨中）
第三位 川下・阿立（大島中）
第三位 鈴木・志方（長島ITC）

女子Ａ 優勝 江口・岩佐（チョープロ・のりたま） チームのりたま 国見中
準優勝 大浦・白石（平戸市協会） 西海あおぞらSTC 東長崎中
第三位 小柳・吉田（一心） 時津中
第三位 江口・井川（長崎国際大学・佐世保南） 長田中

女子Ｂ 優勝 吉元・吉崎（まるCLUB） まるCLUB　A
準優勝 阿立・豊岡（大島中OG） 西海あおぞらJr
第三位 山口・高串（長島ITC） 大瀬戸Jr
第三位 末永・黒木（まるCLUB） 相浦中

女子Ｃ 優勝 廣川・安永（西海あおぞらジュニア）

準優勝 𠮷永・相川（相浦中）
第三位 荒木・森下（大野中）
第三位 松本・山本（愛宕中）



令和３年度大会結果（県大会）

第34回佐世保大会 第66回観桜大村 第52回諫早大会
一般男子 優勝 竹添・木原（十八親和銀行） 今城・中尾（十八親和銀行）

準優勝 前道・児玉（十八親和銀行） 竹添・木原（十八親和銀行）

第三位 酒井・中尾（十八親和銀行） 酒井・井元（十八親和銀行・レペゼン長崎）

第三位 今城・田口（十八親和銀行）

一般女子 優勝
準優勝
第三位 坊上・江藤（長崎国際大学）

第三位
成年男子 優勝

準優勝 松岡・勝本（北松クラブ）

第三位 松岡・勝本（北松クラブ） 前田・堀江（猪調クラブ・さざジュニア）

第三位
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
第三位

壮年3部男子 優勝 岩井・久田（小佐々クラブ）

準優勝 岩井・久田（小佐々クラブ）

第三位 中村・榎宮（ファミリークラブ）

壮年3部女子 優勝
準優勝
第三位

壮年5部男子 優勝
準優勝
第三位 森宗・山口（ファミリークラブ）

第41回島原大会 第54回長崎大会 第56回インドア
一般男子 優勝 平川・木原（レペゼン長崎・十八親和銀行） 今城・中尾（十八親和銀行） 今城・木原（十八親和銀行）

準優勝 竹添・木原（十八親和銀行） 竹添・中尾（十八親和銀行）

第三位 前道・児玉（十八親和銀行）

第三位
一般女子 優勝 酒井・辻（長崎国際大学） 大浦・前田（平戸市協会・長島ITC）

準優勝
第三位 江藤・辻（長崎国際大学）

成年男子 優勝 荒木・川上（長島ITC・チーム次男坊） 荒木・川上（長島ITC・チーム次男坊） 荒木・川上（長島ITC・チーム次男坊）

準優勝
第三位
第三位

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 長島・島津（十八親和銀行）

壮年1部女子 優勝
準優勝
第三位

壮年3部男子 優勝
準優勝 岩井・久田（小佐々クラブ）

第三位
壮年3部女子 優勝

準優勝
第三位

壮年5部男子 優勝
準優勝 成松・堀（三菱重工長崎・ファミリークラブ）

第三位

中止

中止

中止

中止



令和３年度大会結果（県・九州他　大会）

第24回シングルス 第７２回九州選手権 第７２回県民体育大会

一般男子 優勝 竹添幹倫（十八親和銀行）

準優勝 木原颯人（十八親和銀行）

第三位 今城大貴（十八親和銀行）

第三位
一般女子 優勝

準優勝
第三位

成年男子 優勝 松岡直也（北松クラブ）

準優勝 佐世保市
第三位

成年女子 優勝
準優勝 佐世保市
第三位

成年Ⅱ部 優勝
準優勝
第三位

総合成績 優勝
準優勝 佐世保市
第三位
優勝
準優勝
第三位
優勝
準優勝
第三位

第55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 １位　木原颯人

準優勝 ２位　竹添幹倫
第三位 ３位　今城大貴

竹の部 優勝 ４位　中尾寛之
準優勝
第三位 ６位　前道侑典

梅の部 優勝 ６位　酒井道矢
準優勝
第三位 女子

鶴の部 優勝
準優勝 ２位　酒井香菜子
第三位 ３位　辻知尋

亀の部 優勝
準優勝 成年男子
第三位
優勝 ２位　松岡直也
準優勝
第三位 シニア３部
優勝 １位　岩井健二
準優勝 １位　久田訓治
第三位
優勝
準優勝
第三位

中止 中止中止

中止


