
平成３０年度 優秀選手・優秀団体
                                                             （敬称略）

【 優秀団体 】 ○福井国体少年男子チーム  〔監督：野津洋吉〕

        〔コーチ：佐々木雄志・岡田知之・河野高幸、トレーナー：藤井康平〕

真玉大輔・安部冴太・原田拓真・中村健太（松江工業）

津田知紀（松江南）
         第７３回国民体育大会中国ブロック大会… 第１位

〔ブロック大会の１位通過は県勢初 → 福井国体へ出場〕

         ★第７１回岩手国体、第７２回愛媛国体に続き３年連続出場

○松江工業高等学校  〔監督：野津洋吉〕

真玉大輔・安部冴太・山本陽斗・山根俊哉・

中村健太・原田拓真・宮西孝昌・大橋拓海
         平成２９年度全日本高校団体選抜大会（男子団体）… ベスト８

原田拓真・中村健太・宮西孝昌・大橋拓海・

鹿田隼佑・椋 洸太・長石悠碁・竹谷颯一郞
         第４４回全日本高校選抜大会中国地区予選会（男子団体）… ２位

         ★全日本高校選抜大会出場（豊田市）3 月 28 日(木)～30 日(土)

○出雲北陵高等学校 〔監督：佐々木雄志〕

今岡純也・日野坪雄大・安田稜・杉本啓佑・

福島悠馬・矢田和真・吉岡丈瑠・白築椋真
         第９回中国高校新人大会（男子）… 優勝

         ★第１０回大会島根県出場枠＋１枠獲得（２校→３校）

○出雲市立大社中学校  〔監督：原田頌平、コーチ：板垣郁夫〕

黒木美来・板垣菜那・鳥屋尾恵・吉田珠羽・

吉岡真央・初野沙希・板垣茉佑・黒崎萌香
         第４６回中国中学校選手権大会（女子団体）… 準優勝

○邑南町立羽須美中学校  〔監督：松田尚也、コーチ：上田康典〕

平佐優吏・三上颯汰・中村陸門・井上寛大・

杉本 迅・大西賢治・田中巧人
         第３１回中国地区中学生インドア大会（男子団体）… 準優勝



【 優秀団体 】 ○島根県小学生男子代表チーム

〔監督：今田達二(江津)〕

今田 迅(江津ジュニア) ・ 永見 翔(江津ジュニア)

灘 晃志(松江ジュニアSS)・生馬遼河(松江ジュニアSS)

尾島涼太(浜田ジュニア) ・ 中川優月(浜田ジュニア)

山下明仁(江津ジュニア) ・ 石田晟隆(江津ジュニア)
         第２２回中国地区小学生選手権大会（男子団体）… 優勝

〔監督：今田達二(江津)〕

今田 迅(江津ジュニア) ・ 永見 翔(江津ジュニア)

灘 晃志(松江ジュニアSS)・生馬遼河(松江ジュニアSS)

吉原大道(浜田ジュニア) ・ 平佐凄凰(はすみスポ少)

山下明仁(江津ジュニア) ・ 石田晟隆(江津ジュニア)
         第９回中国地区小学生インドア選手権大会（男子団体）… 準優勝

○島根県小学生女子代表Ａチーム

〔監督：大庭健志(益田)〕

水永花音(Stｷｯｽﾞ益田) ・ 大庭萌愛(Stｷｯｽﾞ益田)

行田理佐子(美郷ＳＴＣ) ・ 満尾桜月(美郷ＳＴＣ)

三宅 旭(浜田ジュニア) ・ 岡本涼香(浜田ジュニア)

木村香夏(出雲ＪＳＴ) ・ 吉田さくら(出雲ＪＳＴ)
         第９回中国地区小学生インドア選手権大会（女子団体）… 準優勝

○中国レディース島根県代表チーム

〔監督：宍道佐和子〕

（ふじ[初級者]）

満田由美子 ・ 安井敦子 ・ 吾郷絵美 ・ 山﨑千夏

（さつき[70歳～]）

山中和子 ・ 月森昭世
         第４３回中国レディース大会（団体２部）… 優勝

【 優秀選手 】 ○真玉 大輔 ・ 原田 拓真 ペア（松江工業高等学校）

                  第６１回中国高校選手権大会（男子個人）… 準優勝

                第４７回ハイスクールジャパンカップ（男子ダブルス）… ベスト８



【 優秀選手 】 ○真玉 大輔 選手（松江工業高等学校）

JOC ジュニアオリンピックカップ／第 25 回全日本ジュニア

ソフトテニス選手権大会   （u-20 男子ダブルス）… ベスト８

／ペア［大友 駿（岐阜県）］

第２６回 日・韓・中ジュニア交流国際競技大会 日本代表… 優勝

（韓国・全羅南道 麗水市）３戦全勝／ペア［林湧太郎（奈良県）］

[男子日本代表] 真玉大輔（松江工業）・ 林湧太郎（高田商業）・

白川雄己（尽誠学園）・ 中別府凌（高田商業）・

池口季将（高田商業）・ 田中駿平（上宮）

                第４７回ハイスクールジャパンカップ

（男子シングルス）… ベスト１６

                第１３回ジュニアジャパンカップ[競技者育成プログラム step-4]

                       （u-20 男子ダブルス）… ベスト１０

／ペア［中西夏輝（大阪府）］

○中村 健太 選手（松江工業高等学校）

                第１３回ジュニアジャパンカップ[競技者育成プログラム step-4]

                       （u-17 男子ダブルス）… ベスト８

／ペア［下村慶樹（宮崎県）］

○有藤 翼 ・ 古川 拓海 ペア（松江工業高等専門学校）

                  第５３回全国高等専門学校体育大会（男子ダブルス）… 準優勝

○伊原 向日葵 ・ 繁浪 有紗 ペア（松江工業高等専門学校）

                  第５３回全国高等専門学校体育大会（女子ダブルス）… ３位

○岡田 采華 ・ 行田 夏菜子 ペア（大田市立第一中学校）

                  第４６回全国中学校選手権大会（女子個人）… ３位

         ★第７３回福井国体少年女子チームに選出され出場

            （国体少年女子としては県勢最高タイのベスト１６）

○今田 迅 ・ 永見 翔 ペア（江津ジュニア）

         第１２回西日本小学生選手権大会（男子個人）… ３位

第９回中国地区小学生インドア選手権大会（男子個人）… 優勝

○三宅 旭 ・ 岡本 涼香 ペア（浜田ジュニア）

         第９回中国地区小学生インドア選手権大会（女子個人）… 優勝



【 優秀選手 】 ○灘 晃志 ・ 生馬 遼河 ペア（松江ジュニアソフトテニススクール）

第９回中国地区小学生インドア選手権大会（男子個人）… 準優勝

○鐘築 宏之 ・ 岩本 幸夫 ペア（真幸会・浜田市役所）

                第５０回中国地区選手権大会（男子５０の部）… 準優勝

○鐘築 宏之 選手（真幸会）

                平成３０年度西日本シニア選手権大会（男子５５の部）… ３位

／ ペア［小野川昭彦（広島県）］

○鐘築 宏之 ・ 八幡 みさこ ペア（真幸会・一の谷クラブ）

                第２２回全日本シニア選手権大会（混合５５の部）… ベスト８

○八幡 みさこ ・ 黒川 直子ペア（一の谷クラブ・浜田ﾚﾃﾞｨｰｽ）

                第２２回全日本シニア選手権大会（女子５５の部）… ベスト８

○新山 久美子 選手（松江レディース）

         第２２回全日本シニア選手権大会（女子６５の部）… ３位

             平成２９年度西日本シニア選手権大会（女子６５の部）… 準優勝

                第５０回中国地区選手権大会（女子６５の部）… 準優勝

                第４３回中国レディース大会（はぎブロック）… 優勝

／いずれも ペア［光田 直代（岡山県）］

○嘉本 美智子 選手（一の谷クラブ）

                第４３回中国レディース大会（あやめブロック）… 準優勝

／ ペア［安達 仁美（鳥取県）］

○新宮 沙央里 ・ 飯塚 麻美 ペア（斐川レディース）

                第４３回中国レディース大会（すみれブロック）… 優勝

○原田 瑞穂 ・ 加藤 雪 ペア（ベリーズやすぎ・斐川ﾚﾃﾞｨｰｽ）

                第４３回中国レディース大会（すみれブロック）… 準優勝

○石倉 奈津江 ・ 池田 真由美 ペア（斐川ﾚﾃﾞｨｰｽ・ﾍﾞﾘｰｽﾞやすぎ）

                第４２回中国レディース大会（ばらブロック）… 準優勝



○濱﨑 悦子 ・ 木ノ下 和子 ペア（津田クラブ・浜田ﾚﾃﾞｨｰｽ）

                第４３回中国レディース大会（さつきブロック）… 準優勝

○満田 由美子 ・ 安井 敦子 ペア（松江レディース）

                第４３回中国レディース大会（ふじブロック）… 優勝

○菅井 貴代美 ・ 吉田 久仁子 ペア（津田クラブ・一の谷クラブ）

                第４３回中国レディース大会（ふじブロック）… 準優勝

【平成３１年２月１５日現在】

※表彰の内容

団体表彰は、

１．選抜チームの場合は、大会に登録された、監督・コーチ・トレーナー・選手

それぞれに記念品

   なお、小学生選抜で複数の大会で優秀成績がある場合でも記念品は一つ

２．学校単位チームの場合は、学校に一つの記念品

個人表彰は

１．県内登録ペアの場合は、ペアの名前を入れ替えて、それぞれに記念品

２．県外登録選手とのペアの場合は、成績優秀大会の数、ペアの相違にかかわらず、

県内選手に記念品を一つ


