
２０１８年度　協会主催等の大会　　上位入賞記録
沼津ソフトテニス協会

  月  日       大  会  名    種   別 　   １　位 　   ２　位 　   ３　位 　   3位又は4位
2018年 第7回沼津小学生研修大会 男子5･6年生 山本・池谷 矢部・横田 小林・工藤 土田・萩原

2月17日 　 16ﾍﾟｱ参加 原ｼﾞｭﾆｱ 千本ｼﾞｭﾆｱ 千本ﾃﾆｯｸｽ 千本ｼﾞｭﾆｱ
女子5･6年生 山本・高田 田畑・町田 井上・中村
11ﾍﾟｱ参加 千本ｼﾞｭﾆｱ 原ｼﾞｭﾆｱ 千本ﾃﾆｯｸｽ

男子4年生以下 坂井・田所 髙橋・小泉
8ペア参加 千本ｼﾞｭﾆｱ 原ｼﾞｭﾆｱ

女子4年生以下 伊藤・川口 大石・羽切 土屋・杉山
12ペア参加 原ｼﾞｭﾆｱ 原ｼﾞｭﾆｱ 原ｼﾞｭﾆｱ

2018年 平成30年度 沼津選手権大会 一般男子 加藤・望月 朝倉・青山 世古・佐藤
4月1日 一般の部 11ﾍﾟｱ参加 明電舎 明電舎 明電舎

一般女子 勝間田・佐野 望月・世古 朝倉・山田
9ﾍﾟｱ参加 海波ｸ・EASTC EASTC EASTC・海波ｸ

シニア男子45 稲葉・原
5ﾍﾟｱ参加 伊東ｸ・明電舎
シニア70 田島・秋山
5ﾍﾟｱ参加 雁がねク・千本

2018年 平成30年度 沼津選手権大会 高校男子 佐藤・高藤 村松・藤森 樫本・杉野 植松・小宮
4月1日 高校の部 21ﾍﾟｱ参加 沼津工 沼津高専 沼津東 沼津東

高校女子 青島・山田 土田・阿部 久保田・荻野 水口・杉山
10ﾍﾟｱ参加 沼津高専 沼津東 沼東・沼中 沼津中央

2018年 第47回沼津中学選手権大会 　男子個人 渡邉・石田 松田・宮口 高妻・高嶋 佐野・町田
4月21日 　　個人の部 79ﾍﾟｱ参加 愛鷹中 大岡中 暁秀中 原中

　女子個人 横田・林 山本・芹澤 高木・内海 小林・工藤
78ﾍﾟｱ参加 大岡中 第四中 第四中 大岡中

2018年 第47回沼津中学選手権大会 　男子団体 愛鷹中 大岡中 原中
4月22日 　　団体の部 14ﾁｰﾑ参加

　　 　女子団体 大岡中 静浦小中一貫 第四中
15ﾁｰﾑ参加

2018年 平成30年度小野杯クラブ対抗戦 　一般男子 TBTC 明電舎
5月27日 8ﾁｰﾑ参加

一般女子 裾野ｸﾗﾌﾞ
5ﾁｰﾑ参加
シニア男子 MOTORｸﾗﾌﾞ 三島ｸﾗﾌﾞ
9ﾁｰﾑ参加
シニア女子 第四中 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
8ﾁｰﾑ参加

2018年 第63回沼津市長杯 　一般男子 加藤・青山 朝倉・安藤 世古・望月 鈴木・渡辺
7月8日 　東部選手権一般の部 22ﾍﾟｱ参加 明電舎 明電舎 明電舎B 特種東海・EASTC

　一般女子 望月・廣瀬 朝倉・山田
13ﾍﾟｱ参加 EASTC EASTC・海波ｸ

シニア男子45 佐野・原 寺田・北条
10ﾍﾟｱ参加 WTC・明電舎 ｼﾞｬﾄｺ・WTC

シニア男子55 村中・東山
3ﾍﾟｱ参加 MOTOR・吉原ｸ

シニア男子65 松本・石田
6ﾍﾟｱ参加 大成ｸ・富士宮市役所

シニア女子45 大坪・村中
４ﾍﾟｱ参加 さわやか・沼津ｸﾞ

シニア女子65 蒔田・河角
3ﾍﾟｱ参加 雁がね・吉原ｸ
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2018年 第63回沼津市長杯 　高校男子 赤池・鈴木 望月・望月 深澤・高畑 石川・田中
8月14日 　東部選手権高校の部 128ﾍﾟｱ参加 富士宮西 富士宮西 富士宮西 加藤学園

2018年 高校女子 志村・望月 中村・清水 山田・中川 後藤・村上
8月4日 78ﾍﾟｱ参加 加藤学園高 加藤学園高 三島南高 韮山高

2018年 第13回沼津小学生選手権大会 　男　子 土田・萩原 清水・鈴木 坂井・江口 西澤・八木田
8月25日 　 20ﾍﾟｱ参加 原ｼﾞｭﾆｱ 千本ｼﾞｭﾆｱ 千本ｼﾞｭﾆｱ 千本ｼﾞｭﾆｱ

　女　子 山本・高田 中村・木村 工藤・高柳 内海・鈴木
22ﾍﾟｱ参加 千本ｼﾞｭﾆｱ 千本ﾃﾆｯｸｽ 千本ﾃﾆｯｸｽ 千本ﾃﾆｯｸｽ

2018年 平成30年度 　一般男子 長泉ソフトテニス
8月26日 　秋季クラブ対抗戦 5ﾁｰﾑ参加

　 　一般女子 SSTC
3ﾁｰﾑ参加

　シニア男子 MOTORｸﾗﾌﾞ
5ﾁｰﾑ参加
シニア女子 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
４ﾁｰﾑ参加

2018年 第72回沼津市スポーツ祭 　中学男子 大岡中 暁秀中 第二中
10月6日 　中学の部　団体戦 13ﾁｰﾑ参加

　 　中学女子 原中 大岡中 第五中
15ﾁｰﾑ参加

2018年 第72回沼津市スポーツ祭 　中学男子 尾和瀬・丸山 三田・松澤 坂田・田代 碓井・高田
10月8日 　中学の部　個人戦 85ﾍﾟｱ参加 大岡中 愛鷹中 大岡中 暁秀中

　 　中学女子 横田・松井 宗光・小野 大田・松原 児玉・遠藤
86ﾍﾟｱ参加 大岡中 大岡中 静浦小中一貫 第五中

2018年 第72回沼津市スポーツ祭 　一般男子 世古・青山 加藤・望月
11月3日 　　一般の部 6ﾍﾟｱ参加 明電舎 明電舎

　一般女子 望月・楠 世古・佐野
7ﾍﾟｱ参加 EASTC EASTC

　壮年Ａ男子 下山・篠崎
6ﾍﾟｱ参加 MOTORｸﾗﾌﾞ

　壮年Ｃ混合 大坪・伊藤
4ﾍﾟｱ参加 さわやか

2018年 第72回沼津市スポーツ祭 　高校男子 飛奈・阿佐見 井藤・井出 鶴田・庄司 植松・杉山
11月3日 　　高校の部 16ﾍﾟｱ参加 加藤学園高 加藤学園高 加藤学園高 沼津東高

　高校女子 東・望月 志村・杉本 長谷川・伊藤 中村・清水
15ﾍﾟｱ参加 加藤学園高 加藤学園高 加藤学園高 加藤学園高

2018年 第6回 一般 望月・加藤 望月・青山 浦田・塚田 石川・杉本
11月18日 沼津ﾐｯｸｽｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 20ﾍﾟｱ参加 EASTC・明電舎 EASTC・明電舎 和洋大学・富士宮 阿多古ｸ・EASTC

　 　　 40歳以上の部 阿久津・野中 黒瀬・秋山 折笠・渡辺
　　 15ﾍﾟｱ参加 沼津グ・海波ｸ ｵﾚﾝｼﾞｸﾗﾌﾞ・静岡ｶﾞｽ 沼津ｸﾞ・大岡中1年

50歳以上の部 磯部・栗田 深澤・北条 惟村・石田
12ﾍﾟｱ参加 沼津ｸﾞ・商友ｸ 富士ﾌｧﾐﾘｰ・WTC 大成ｸ・富士宮市役所

60歳以上の部 樋口・牧野 野口・下山 村中・村中
12ﾍﾟｱ参加 下田STA・桜台倶楽部 沼津ｸﾞ・MOTORｸ 沼津ｸﾞ・MOTORｸ

70歳以上の部 長谷川・岩本
5ﾍﾟｱ参加 富士宮ｸﾗﾌﾞ・静園ｸﾗﾌﾞ

2019年 第41回　沼津ｲﾝﾄﾞｱ大会 一般男子A 磯部・山本 朝倉・坪井 望月・桑原 加藤・青山
1月13日 　 19ﾍﾟｱ参加 心・海波ｸﾗﾌﾞ 明電舎・富士宮 明電舎・沖電気 明電舎

一般女子A 望月・廣瀬 世古・望月 東・水田
10ﾍﾟｱ参加 EASTC EASTC 加藤学園高
一般男子B 下山・篠崎
４ﾍﾟｱ参加 MOTORｸﾗﾌﾞ
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