
2015年度　⼤会結果

3⽉20⽇(⽇)
福島県復興親善⼤会
郡⼭庭球場

　阿武隈STC郡⼭　A
　《伊藤、関根、⾼橋、宮内、遠宮》

予選リーグ　Cブロック　１勝２敗　３位敗退
　対　Abii♡Life for R-28
　　　 ０勝３敗　●
　対　⽯巻ソフトテニスクラブ　B
　　　 １勝２敗　●
　対　いわき　B
　　　 ３勝０敗　○

　阿武隈STC郡⼭　B
　《保科、鈴⽊、畠、⽔⾕、菊⽥》

予選リーグ　Dブロック　２勝１敗　２位
　対　三春咲MAX　A
　　　 ２勝１敗　○
　対　棚倉中学校　B
　　　 ３勝０敗　○
　対　チーム33
　　　 ０勝３敗　●

決勝トーナメント
１回戦
　対　チーム30
　　　 ０勝２敗　●



2⽉21⽇(⽇)
第16回　福島テニス研究会杯
あづま総合体育館

　阿武隈STC郡⼭
　《関根、保科、⾼橋、畠、遠宮》
　《渡辺【三春STC】》

予選リーグ　Aブロック　１勝２敗　３位敗退
　対　⼆本松クラブ
　　　 ０勝３敗　●
　対　福島ST
　　　 ０勝３敗　●
　対　福島テニス研究会B
　　　 ２勝１敗　○

2⽉14⽇(⽇)
須賀川インドア
須賀川アリーナ

　⾼橋・松本(須賀川愛好会)
３位
予選リーグ　０勝２敗　３位
１回戦　○　④－１
２回戦　○　④－２
準決勝　●　１－④

　保科・遠宮
予選リーグ　１勝１敗　２位
２回戦　●　０－④



12⽉26⽇(⼟)
福島県インドア選⼿権県中予選会
本宮市総合体育館

【⼀般男⼦】
　関根・⾼橋
県⼤会出場

　遠宮・⼭⽥(Laughix)
　保科・畠

12⽉12⽇(⼟)
須賀川協会杯団体戦
須賀川アリーナ

　保科
準優勝
予選リーグ　２勝０敗　１位
決勝リーグ　１勝１敗

　遠宮
３位
予選リーグ　２勝０敗　１位
決勝リーグ　０勝２敗



11⽉22⽇(⽇)
第26回　ウィナー杯争奪クラブ選⼿権⼤会
仙台市⻘葉⼭公園テニスコート

　阿武隈STC B
　《関根、保科、鈴⽊、畠、宮内、遠宮》

2位　残留

5部リーグ　2勝2敗
　対　GARDEN C
　　　 ０勝３敗　●
　対　阿武隈STC A
　　　 １勝２敗　●
　対　⼯⼤クラブ
　　　 ２勝１敗　○
　対　宮城県⼩学⽣委員会
　　　 ２勝１敗　○

　阿武隈STC C
　【郡⼭】《菊⽥》
　【磐城】《野⽊、菅井、加藤、⼟井、樋⼝》

4位　残留

11部リーグ　1勝3敗
　対　志津川STC
　　　 ３勝０敗　○
　対　ZERO-1 B
　　　 ０勝３敗　●
　対　HSTC A
　　　 ０勝３敗　●
　対　シグマタウ A
　　　 ０勝３敗　●



10⽉11⽇(⽇)
第39回　ＮＨＫ杯
福島市庭球場

【⼀般男⼦】
　阿武隈STC郡⼭
　《保科、⾼橋、畠、宮内、遠宮》

予選リーグ　Gブロック　１勝２敗　３位敗退
　対　⼆本松クラブ・B
　　　 ０勝３敗　●
　対　東ST協会
　　　 ２勝１敗　○
　対　磐城三和STC・A
　　　 １勝２敗　●

　阿武隈STC郡⼭・Laughix
　《関根、⽔⾕》
　《溝端、⼭⽥【Laughix】、⾼橋【帝京安積⾼校】》

予選リーグ　Hブロック　２勝１敗　２位
　　対　住友ゴム⼯業・A
　　　 　０勝３敗　●
　　対　福島BPC
　　　　 ２勝１敗　○
　　対　富岡クラブ
　　　　 ２勝１敗　○

決勝トーナメント
１回戦
　対　磐城三和STC・A
　　　 　１勝２敗　●



【⼀般⼥⼦】
　阿武隈STC
　《⾼⽥》
　《猪狩、樋⼝、⼟井、菅井【磐城】》

予選リーグ　Cブロック　０勝２敗　３位敗退
　対　福島ST
　　　 ０勝３敗　●
　対　⽩河⾼校
　　　 １勝２敗　●



10⽉4⽇(⽇)
第53回　郡⼭市⺠体育祭
郡⼭庭球場

【⼀般男⼦】
　伊藤・溝端(Laughix)
３位

　鈴⽊・遠宮
　菊⽥・浅井
　関根・保科
　⽥邉・⽔⾕
　宮内・橋本(須賀川サンデー)
　⾼橋・⼩林(Free)

【⼀般⼥⼦】
　⾼⽥・安⽥(須賀川サンデー)
準優勝

9⽉20⽇(⽇)
第48回　須賀川市⺠体育祭
須賀川牡丹台庭球場

【⼀般男⼦】
　宮内・設楽(須賀川サンデー)
予選リーグ　２勝１敗　２位
１回戦　●　１－④

　⾼橋・遠宮
予選リーグ　１勝２敗　３位敗退

　関根・伊藤
予選リーグ　１勝２敗　３位敗退

　鈴⽊・深⾕(Free)
予選リーグ　１勝２敗　３位敗退



9⽉13⽇(⽇)
第44回　福島県社会⼈ソフトテニス選⼿権⼤会
福島空港公園テニスコート

【⼀般男⼦】
　遠宮・⼟⽥(Laughix)
予選リーグ　１勝１敗　予選敗退

　保科・⾼橋
予選リーグ　１勝１敗　予選敗退

　関根・宮内
予選リーグ　０勝２敗　予選敗退

9⽉6⽇(⽇)
第28回　須賀川ミックス⼤会
福島空港公園テニスコート

　⾼橋・渡部(須賀川サンデー)
準優勝
予選リーグ　２勝０敗　１位
１回戦　○　④－１
準決勝　○　④－３
　 決勝　●　１－④

　保科・安⽥(須賀川サンデー)
予選リーグ　１勝１敗　２位
１回戦　●　３－④

　遠宮・藁⾕(いわき七浜)
予選リーグ　１勝２敗　４位敗退

　鈴⽊・深⾕(Free)
予選リーグ　０勝２敗　３位敗退

　関根・⾼⽥
予選リーグ　０勝２敗　３位敗退



8⽉30⽇(⽇)
第50回　郡⼭市内ソフトテニス選⼿権⼤会
郡⼭庭球場

【⼀般男⼦】
　⾼橋・佐久間好平(三春咲MAX)
準優勝
決勝リーグ　５勝１敗

　保科・宮内
決勝リーグ　２勝４敗

　伊藤・⽔⾕
決勝リーグ　１勝５敗

　遠宮・佐久間誠(三春咲MAX)
決勝リーグ　０勝５敗



8⽉23⽇(⽇)
第68回　福島県総合体育⼤会
県⺠スポーツ⼤会　県中地域⼤会　ソフトテニス競技
郡⼭庭球場

　郡⼭A
　《⽣江、遠宮、⽔⾕》
　《渡部【須賀川サンデー】、向尾、⼭⽥【Laughix】》

優勝
Aブロック　３勝０敗　１位
１回戦　○　シード
準決勝　○　②－１
　 決勝　○　②－０

　郡⼭B
　《伊藤、鈴⽊》
　《泉澤、⼩野寺【Laughix】、橋本、遠藤、⻘⼭【郡⼭】》

準優勝
Cブロック　１勝１敗　２位
１回戦　○　②－０
準決勝　○　②－０
　 決勝　●　０－②

　阿武隈STC郡⼭
　《⾼⽥、関根、遠藤、宮内、在原、菊⽥》

３位
Bブロック　３勝０敗　１位
１回戦　○　シード
準決勝　●　０－②



7⽉19⽇(⽇)、20⽇(⽉)
Nantel Cap
⼤和町総合運動公園庭球場

【団体戦】
　阿武隈STC郡⼭
　《保科、⾼橋雅、遠宮》
　《菅井達彦、菅井沙希【阿武隈磐城】、安⽥【須賀川サンデー】》

Dリーグ　０勝３敗　４位
　対　GARDEN C
　　　 １勝２敗　●
　１　達彦・⾼橋　　④－０
　２　保科・遠宮　　２－④
　３　沙希・安⽥　　２－④

　対　Nantel泉 C
　　　 １勝２敗　●
　１　達彦・⾼橋　　２－④
　２　沙希・安⽥　　２－④
　３　保科・遠宮　　④－３

　対　岩沼STC B
　　　 ０勝３敗　●
　１　達彦・⾼橋　　３－④
　２　保科・遠宮　　２－④
　３　沙希・安⽥　　１－④

【個⼈戦】
　⾼橋・宇⽥【須賀川愛好会】
３位
予選リーグ　２勝０敗　１位
１回戦　○　④－３
準決勝　●　３－④

　保科・遠宮
予選リーグ　０勝１敗　予選敗退



7⽉18⽇(⼟)
第11回　福島県ソフトテニスオープン選⼿権⼤会
あづま総合運動公園

【⼀般男⼦】
　保科・雅
予選リーグ　１勝１敗　予選敗退



7⽉5⽇(⽇)
第25回　ウィナー杯争奪クラブ選⼿権⼤会
仙台市⻘葉⼭公園テニスコート

　阿武隈STC B
　《⼩向、保科、⾼橋雅、宮内、遠宮》
　《⼟⽥【Laughix】》
優勝　　5部昇格

6部リーグ　4勝０敗
　対　TL34
　　　 ３勝０敗　○
　１　保科・⼩向　　④－３
　２　⼟⽥・宮内　　④－１
　３　⾼橋・遠宮　　④－１

　対　GARDEN D
　　　２勝１敗　○
　１　保科・宮内　　④－２
　２　⼟⽥・遠宮　　３－④
　３　⾼橋・⼩向　　④－１

　対　楽テニクラブ
　　　２勝１敗　○
　１　保科・遠宮　　２－④
　２　⼟⽥・⼩向　　④－０
　３　⾼橋・宮内　　④－０

　対　泉あすなろミドル
　　　２勝１敗　○
　１　保科・⼩向　　２－④
　２　⼟⽥・宮内　　④－０
　３　⾼橋・遠宮　　④－３

　阿武隈STC C
　《伊藤、畠、菊⽥》
　《︖︖、︖︖、⼤内【阿武隈磐城】》
４位

１１部リーグ　１勝３敗



7⽉4⽇(⼟)
第68回　福島県総合体育⼤会
郡⼭庭球場

【⼀般男⼦】
　保科・雅
予選リーグ　１勝１敗　予選敗退

6⽉14⽇(⽇)
郡⼭市ソフトテニスクラブ対抗⼤会
郡⼭市庭球場

【⼀般男⼦】
　阿武隈STC郡⼭ A
　《保科、吉⽥、雅、⽣江、遠宮》
優勝
決勝リーグ　２勝０敗　１位

　阿武隈STC郡⼭ B
　《伊藤、鈴⽊、宮内、⽔⾕、在原》
決勝リーグ　０勝２敗



5⽉31⽇(⽇)
第6回　福島県県中ソフトテニス選⼿権⼤会
⽥村市⻄部⼯業団地　⼣陽ヶ丘公園テニスコート

【⼀般男⼦】
　保科・関根
３位
予選リーグ　２勝０敗　１位
１回戦　○　④－︖
準決勝　●　０－④

　伊藤・⼩向
３位
予選リーグ　１勝１敗　２位
１回戦　○　④－︖
準決勝　●　︖－④

　　雅・宇⽥(須賀川愛好会)
予選リーグ　２勝０敗　１位
１回戦　●　︖－④

　遠宮・菅井(阿武隈STC磐城)
予選リーグ　２勝０敗　１位
１回戦　●　０－④

　鈴⽊・吉⽥
予選リーグ　２勝０敗　１位
１回戦　●　︖－④

　浅井・宮内
予選リーグ　０勝２敗　予選敗退

【⼀般⼥⼦】
　⾼⽥・橋本(無所属)
決勝リーグ　１勝２敗　３位



5⽉24⽇(⽇)
第55回　東北ソフトテニス選⼿権⼤会
会津総合運動公園テニスコート

【⼀般男⼦】
　保科・雅
ベスト16
１回戦　○　④－３
２回戦　○　④－２
３回戦　●　１－④

5⽉10⽇(⽇)
第91回　牡丹祭記念ソフトテニス選⼿権⼤会
須賀川市牡丹台庭球場

【⼀般男⼦】
　保科・遠宮
準優勝
予選リーグ　１勝２敗　２位
１回戦　○　④－３
準決勝　○　④－３
　 決勝　●　１－④

　　雅・柳沼(須賀川愛好会)
３位
予選リーグ　３勝０敗　１位
１回戦　　　シード
準決勝　●　３－④

　関根・⼩向
予選リーグ　１勝２敗　予選敗退

【⼀般⼥⼦】
　⾼⽥・安藤(須賀川サンデー)
決勝リーグ　１勝２敗　３位



5⽉3⽇(⽇)
第47回　福島県ソフトテニス選⼿権⼤会
しらさかの森スポーツ公園テニスコート

【⼀般男⼦】
　保科・雅
予選リーグ　１勝１敗　予選敗退



4⽉26(⽇)
第52回　須賀川市協会杯クラブ対抗戦
須賀川市牡丹台庭球場

【⼀般男⼦】
　《関根、保科、⾼橋雅、⽣江、畠、遠宮》
準優勝

予選リーグDブロック　３勝０敗　１位
　対　須賀川第三中学校
　　　３勝０敗　○
　１　保科・⾼橋　　④－０
　２　関根・遠宮　　④－０
　３　⽣江・畠　　　④－１

　対　須賀川⾼校
　　　３勝０敗　○
　１　保科・遠宮　　④－０
　２　関根・畠　　　④－１
　３　⽣江・⾼橋　　④－０

　対　清陵情報⾼校
　　　３勝０敗　○
　１　保科・畠　　　④－１
　２　関根・⾼橋　　④－０
　３　⽣江・遠宮　　④－０

決勝トーナメント
準決勝
　対　ラフィックス
　　　１勝０敗　○
　１　保科・⾼橋　　④－０
　２　関根・遠宮　　　－
　３　⽣江・畠　　　オープン

決勝
　対　須賀川愛好会
　　　１勝２敗　●
　１　保科・遠宮　　④－１
　２　関根・畠　　　１－④
　３　⽣江・⾼橋　　０－④



4⽉12⽇(⽇)
第22回　福島県シングルス選⼿権⼤会
郡⼭市庭球場

【⼀般男⼦】
　関根智史
　　１勝１敗　　予選リーグ敗退

　⾼橋雅
　　１勝１敗　　予選リーグ敗退

　保科洋輔
　　１勝１敗　　予選リーグ敗退

　⼩向隼⼈
　　１勝１敗　　予選リーグ敗退

4⽉1⽇(⽇)
第８回　須賀川サンデーカップ選⼿権⼤会
須賀川市牡丹台庭球場

【⼀般男⼦】
　関根・遠宮
　　１勝３敗　　予選リーグ３位敗退

　保科・雅
　　２勝２敗　　予選リーグ３位敗退

【⼀般⼥⼦】
　⾼⽥・菅井(磐城)
　　０勝４敗　　予選リーグ５位敗退


