
安藤夕起子･佐藤優子 洋野町･ST研究会

２位 佐藤 芳文・星　和彦 JR東日本･一関市 平　史子・菊地 美和子 ST研究会･一関市

八重樫 海・大西 清友 北桜倶楽部･桜城ｸﾗﾌﾞ３位

藤原 優・竹内大基 見前STC･OSTC 粒來 樹・宍戸春佳

５位

５位

３位

３位

５位 合川幸貴・藤森 源 JR東日本･見前STC

順位 ３５男子 ３５女子

１位 高橋　徹・千葉 長英 見前STC･ゼロ

東 直樹・瀬川楓雅

泉山尚慶・齊藤拓真

宮古

千田　結奈・千葉　瑠奈 一関学院

３位 小川真之介・葛巻　航大 岩手 菊池　花凛・廣内美七海 盛岡誠桜

橋本　侑弥・竹内　遥音 一関学院

一関学院 及川　来弥・渡邉　朝陽 一関学院

７位 藤原　涼太・菱谷　拓未 黒沢尻北 鈴木　瑠菜・菊地　雛梨 水沢

高田

５位 澤舘　大智・土田竜太郎

２位 及川　統司・横岡　晴月 盛岡工

１位

２位

３位

３位

盛岡市立土淵中学校

大船渡市立第一中学校

大船渡市立第一中学校

洋野町立中野中学校

中学生女子

柴田知歩(こずかたSTC)

粒來夏帆(洋野NSTC)

城内心和(こずかたSTC)

菅原愛未(北上Jr)

荒木柚衣香(米崎ジュニア)

盛岡市立河南中学校

盛岡市立河南中学校

岩泉野々香・坂倉こころ皆上　佳汰・永澤　宗輝

工藤　綾乃・畠山　真碧

３位

５位 熊谷　大輝・大澤真紗斗 奥州市立水沢南中学校

５位

新沼莉奈(米崎ジュニア)

秋田　悠希・及川　蔵人 北上市立上野中学校 渡邉　夏姫・佐藤　　光

長根　慎人・鈴木　　煌 洋野町立中野中学校 橋場香久良・真下　弥々

長根　煌和・長根山桜太朗 洋野町立中野中学校 田中　もも・藤原　亜咲

順位

２位

一般男子 一般女子

東北福祉大･奥州市

３位

野口　美貴・佐藤　　空

一関市立千厩中学校

１位

２位

３位 木村　優樹・千田　夏輝 北上市立南中学校

鈴木　詩乃・柴田　望有 一関市立磐井中学校

盛岡二吉田　茉柚・中野　　舞

岩泉　和奏・髙際　桃々 盛岡誠桜

５位 尾形　元気・千田　周汰 黒沢尻工

７位 鈴木　誠崇・千葉　漣翔

順位

５位 千田　琉碧・伊藤　翔大 奥州市立水沢南中学校 今野　陽菜・木下　彩音

５位 亀山　蒼太・髙橋　優斗 盛岡市立見前中学校

亘理　有沙・戸羽　優夏

高校生女子

１位 吉田　創太・冨岡　憂瑠 岩手 鈴木　咲彩・門田　真歩 高田

高校生男子

岩手大・宮古市

星 光一・及川太希

山田拓真・橋本年真

浅間 楓・伊藤健人

５位 浅沼良輔･新屋圭吾 OSTC

１位

東北学院大

順位

順位

令和３年度岩手県ソフトテニス連盟種別ランキング

見前STC・見前STC

仙台大・奥州市

OSTC・一関市

前角地彩菜・小池彩季

工藤美結・熊林映実

山田朋夏・江原 愛

見前STC･東北学院大

東北福祉大･見前STC

仙台大・東北学院大

小学生男子 小学生女子

奥州市立胆沢中学校

佐々木琉輝空(米崎ジュニア)

橋本駈丸(藤沢ジュニア)

熊谷光輝(水沢大鐘Jr)

外川暁斗(軽米スポ少)

菊地煌成(水沢大鐘Jr)

下向庵璃(軽米スポ少) 谷地茜音(洋野NSTC)

中学生男子

後藤　和(米崎ジュニア)

千葉史和(藤沢ジュニア)

鈴木沙奈(北上Jr)



５位 小田島　圭 日体大

５位 吉田　創太 岩手高

５位 小向　康晴 久慈市

藤森　　源 工藤　美結 見前STC

３位 藤原　優 見前STC

５位 及川　太希 奥州市

３位

順位 シングルス　男子 シングルス　女子

伊藤　健人 見前STC 今野　ともみ 奥州市

冨岡　憂瑠 門田　真歩 高田高２位

シニア８０男子 ミックスダブルス(女３５・男４５）

１位 伊藤　清・岩渕 嘉一 奥州市 南向恵美子･下舘 孝幸 二戸市・久慈市

平　寿郎・菊池　栄光 奥州市・みどり 高橋 容子・高橋　享 奥州市

シニア男子７５ シニア７５女子

１位 石川 嘉信・児玉 進 奥州市・一関市 佐々木由紀子・藤田弘子 盛岡婦人･盛南

高橋 睦夫・安倍 政一 奥州市 佐々木レイ子･川口玲子 ホープ・奥州市２位

１位 千葉 英寛・菅野 勝郎 奥州市･陸前高田市 城　明美・佐々木 公子 奥州市・一関市

小野寺 義三･加藤栄一郎 奥州市・盛南 篠崎ミサヲ・岩渕 和子 奥州市

２位 近江 雅喜・日野 正康 陸前高田市･一関市 植村とし子・佐藤きみ子

岩手高

見前STC

県庁ｸﾗﾌﾞ･奥州市役所

４５女子

田中 由香・角舘 久美 ST研究会

岡田 美幸･高橋 幸子 医大ｸﾗﾌﾞ・あすか

３位 清水畑 貴彦･泉　明 ST研究会

１位 岩渕　淳・星野 信裕 千厩町･ST研究会

２位 高橋　享・及川 知裕 奥州市

順位

３位

４５男子

順位 シニア６５男子 シニア６５女子

陸前高田市･二戸市

順位 シニア６０男子

下舘 孝幸・角舘　勉 久慈市・ST研究会

シニア５５男子 シニア５５女子順位

２位 進藤 英三・野田口 順弘

シニア６０女子

１位 及川　悟・金野 則男 陸前高田市 千葉 季美枝・幅 真里子 一関市・ホープ

１位 山田 雅宏・朝日田 倫明 吉田 由香･南向恵美子

日戸秀子・新沼由紀子

順位

医大ｸﾗﾌﾞ・JR東日本 継枝 イク・佐藤 由紀子 花巻市･一関市

１位

２位

順位

順位

東部・あすか

２位 江原 茂実・長谷川 一見 一関市・奥州市 杉山みち子・金矢 睦子 矢巾町･ベル

１位 栗澤 正仁・小山　薫 北上市・医大ｸﾗﾌﾞ

シニア７０男子 シニア７０女子

２位

二戸市・一関市


