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期間： 2016年12月1日〜2017年11月30日

１．全国・東日本・東海大会関係
月　日 大　会　名 種　目 順位 入賞チーム・入賞ペア

2017年 第47回東海高校選抜大会 男子団体 ２位 加藤学園
1月21日〜22日

2017年 第42回全日本高等学校選抜大会 男子団体 2回戦 加藤学園
3月28日〜30日

3月26日〜28日 第16回全国小学生大会 男子6年生ｼﾝｸﾞﾙｽ 3位 塩崎 凱世
（千本ﾃﾆｯｸｽ）

6月4日 第49回東海選手権大会 一般女子 ベスト16 望月・廣瀬
（EASTC）

6月10日〜11日 第21回東海ｼﾆｱ選手権大会 女子60歳 ３位 村中・河角
（沼津ｸﾞﾘｰﾝ・吉原ｸﾗﾌﾞ）

6月17、18日 第64回東海高校総合体育大会 学校対抗男子 ３位 加藤学園

学校対抗女子 1回戦 加藤学園

男子個人 ベスト16 三枝優・三枝和
（加藤学園）

6月18日 平成29年度東海実業団ﾘｰｸﾞ 男子1部 ３位 明電舎

7月15日〜16日 第72回東日本選手権大会 一般男子 ベスト16 吉田・望月
（しずおか信用金庫・明電舎）

シニア男子75 ベスト８ 一杉・篠崎
（千本ｸﾗﾌﾞ・MOTORｸﾗﾌﾞ）

7月28日〜30日 全日本実業団選手権大会 男子 １回戦 明電舎

8月19日 国民体育大会第38回東海ﾌﾞﾛｯｸ大会 成年男子 ４位 溝上・望月･佐藤・吉田・望月
　　EASTC　　　　　　明電舎

少年女子 ４位 土屋・佐野・齊藤・鈴木・石川
　 加藤学園

8月26日〜27日 第39回全日本ﾚﾃﾞｨｰｽ決勝大会 予選リーグ ４位 静岡県：磯部、村中・大坪・大橋他６名

（沼津ｸﾞﾘｰﾝ・さわやか他）

9月9日〜11日 第30回全国健康福祉祭あきた大会 ３位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ １位 静岡県：村中他５名
（ねんりんピック秋田2017） （沼津ｸﾞﾘｰﾝ）

9月16日〜17日 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2017 １位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ １回戦 静岡県：宮﨑、原他８名
（沼津ｸﾞﾘｰﾝ、明電舎）

10月6日〜9日 第72回国民体育大会 少年男子 ３回戦 三枝和輝他４名
(加藤学園）

10月27日〜29日 第31回日本実業団ﾘｰｸﾞ 男子 予選R３位 明電舎

10月30日〜11月1日 第12回全日本ｼﾆｱﾚﾃﾞｨｰｽｿﾌﾄテニス大会 1位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ ３位 静岡県：郡山・大坪・大橋他７名
（沼津ｸﾞﾘｰﾝ・さわやか他）

２．静岡県連盟主催大会関係
月　日 大　会　名 種　目 順位 入賞チーム・入賞ペア

2016年 第41回選抜ｲﾝﾄﾞｱ選手権大会 一般男子 １位 吉田・望月
12月11日 （しずおか信用金庫・明電舎）

2017年 第16回全国小学生大会県予選 男子6年生 １位 塩崎
1月7日 (千本ﾃﾆｯｸｽ）
3月5日 第65回静岡県地区対抗大会 一般女子 1位 沼津協会

朝倉・廣瀬・世古・阿久津・宮﨑・高橋

4月29日 第39回全日本ﾚﾃﾞｨｰｽ静岡県大会 ばら 1位 井本・磯部
（北部・沼津ｸﾞﾘｰﾝ）

ゆり 1位 竹内・村中
（早起会・沼津ｸﾞﾘｰﾝ）

あやめ １位 大坪・大橋
（さわやか）

5月4日 第12回ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2017静岡県予選 45歳以上女子 ２位 小鹿・宮﨑
（長泉・沼津ｸﾞﾘｰﾝ）

あやめ １位 河合・原
（早起会・明電舎）

5月4日 平成29年度（第62回） 男子 １位 明電舎A
静岡県実業団選手権大会
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月　日 大　会　名 種　目 順位 入賞チーム・入賞ペア

5月1４日 第71回静岡県選手権大会（ｼﾆｱの部） ｼﾆｱ男子70 ２位 秋山・中山
（千本クラブ・富士宮友の会）

ｼﾆｱ男子75 １位 一杉・篠崎
（千本ｸﾗﾌﾞ・MOTORｸﾗﾌﾞ）

ｼﾆｱ女子45 １位 井本・磯部
（北部・沼津ｸﾞﾘｰﾝ）

ｼﾆｱ女子60 １位 村中・野口
（沼津ｸﾞﾘｰﾝ）

ｼﾆｱ女子70 ２位 蒔田・郡山
（富士雁がねｸﾗﾌﾞ・沼津ｸﾞﾘｰﾝ）

5月14日 第72回国民体育大会静岡県予選（一次） 成年男子 Ｃｿﾞｰﾝ１位 佐藤・安藤
（明電舎）

Ｄｿﾞｰﾝ１位 吉田・望月
（しずおか信用金庫・明電舎）

成年女子 Ｂﾘｰｸﾞ１位 望月・廣瀬
（EASTC）

5月20日 第28回静岡県すこやか長寿祭ｽﾎﾟｰﾂ大会 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ60歳以上 1位 村中・長谷川
ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 (沼津ｸﾞﾘｰﾝ・富士宮ｸﾗﾌﾞ）

２位 大坪・河角
(さわやかｸﾗﾌﾞ・吉原ｸﾗﾌﾞ）

三人制70歳以上 1位 藤井・安部・菅沼
(さわやか・駿河ｸﾗﾌﾞ）

5月25日 第12回全日本ｼﾆｱﾚﾃﾞｨｰｽ静岡県大会 さつき（70歳以上） １位 蒔田・郡山
（富士雁がねｸﾗﾌﾞ・沼津ｸﾞﾘｰﾝ）

あやめ（60歳以上） ２位 大坪・大橋
（さわやか）

5月28日 第72回国民体育大会二次予選大会 成年男子 １位 溝上・望月
（浜松ﾎﾄﾆｸｽ・EASTC）

２位 吉田・望月
（しずおか信用金庫・明電舎）

成年女子 ３位 望月・廣瀬
（EASTC）

6月11日 第71回静岡県選手権大会（一般・成年の部） 一般男子 1位 溝上・望月
(浜松ﾎﾄﾆｸｽ・EASTC）

2位 吉田・望月
（しずおか信用金庫・明電舎）

一般女子 3位 望月・廣瀬
（EASTC）

7月17日・30日 第72回国民体育大会 少年男子 ３位 三枝優・三枝和
静岡県出場選手選考会 （加藤学園）

3位 望月・吉野
（加藤学園）

少年女子 ３位 苅澤・佐野
（富士見高・加藤学園）

３位 土屋・齋藤
（加藤学園）

7月23日 第４回静岡県混合選手権大会 成年 ２位 阿久津・野中
（成年・ｼﾆｱの部） （沼津ｸﾞﾘｰﾝ・海波ｸﾗﾌﾞ）

ｼﾆｱ４５ 1位 栗田・磯部
（静岡商友ｸﾗﾌﾞ・沼津ｸﾞﾘｰﾝ）

ｼﾆｱ６０ ２位 村中・村中
（MOTORｸﾗﾌﾞ・沼津ｸﾞﾘｰﾝ）

8月27日 第４回静岡県混合選手権大会 一般 １位 望月・山本
（一般の部） （EASTC・海波ｸﾗﾌﾞ）

11月5日 第13回近県成年・シニア大会 シニア男子45 １位 宇佐美・原
（ﾍﾞﾙｳｯド・明電舎）

シニア女子45 ２位 小鹿・宮﨑
（長泉・沼津ｸﾞﾘｰﾝ）

シニア女子60 1位 村中・野口
（沼津ｸﾞﾘｰﾝ）
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３．静岡県連盟主催以外の大会関係
月　日 大　会　名 種　目 順位 入賞チーム・入賞ペア

2016年 平成28年度静岡県高等学校 男子 1位 加藤学園高等学校
12月23日 新人体育大会

女子 ３位 加藤学園高等学校

2017年 第65回静岡県高等学校総合体育大会 男子団体 ２位 加藤学園高等学校
5月27日〜28日

女子団体 ３位 加藤学園高等学校

男子個人 ３位 望月貴・吉野
（加藤学園）

女子個人 ２位 土屋・齊藤
（加藤学園）

6月3日 第15回静岡県高等学校ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会 男子 ３位 三枝和輝
（加藤学園）

女子 ３位 土屋亜里沙
（加藤学園）

8月3日 清水港まつり大会 壮年男子一部 1位 宇佐美・原
（ﾍﾞﾙｳｯﾄﾞ・明電舎）

一般女子 2位 朝倉・川島
(EASTC・巴ｸﾗﾌﾞ）

8月20日 第60回青葉杯選手権大会 一般男子 ２位 朝倉・田中
（明電舎・商門ｸﾗﾌﾞ）

ｼﾆｱ男子１部 2位 宇佐美・原
（ﾍﾞﾙｳｯﾄﾞ・明電舎）

ｼﾆｱ男子４部 1位 一杉・篠崎
（千本ｸﾗﾌﾞ・MOTORｸﾗﾌﾞ）

10月5日 第26回静岡ﾚﾃﾞｨｰｽ大会 １位 阿久津・坪井
（沼津ｸﾞﾘｰﾝ・富士宮ｸﾗﾌﾞ）

３位 大坪・河合
（さわやか・ホワイト）

10月22日、29日 平成28年度静岡県高等学校新人大会 男子団体 Aﾌﾞﾛｯｸ２位 加藤学園

女子団体 Ａﾌﾞﾛｯｸ４位 加藤学園

女子個人 3位 鈴木・岸本
（加藤学園）


