
〈男子個人戦Ａトーナメント 結果〉

米道・米道 （庄 川） 澤崎・森岡 （武生二）

1 鈴木・高田 （南 星） 杉山・中谷 （南 星） 9
竹田・清水 （板 津） 村江・堀口 （氷見北）

坂下・竹腰 （氷見北） 生駒・上田 （滑 川）

2 笠島・橋本 （武生二） 廣田・前田 （城 端） 10
2 0

神口・長澤 （城 端） 2 2 船本・長 （御 祓）

大椙・中村 （丸 岡） 大澤・近藤 （中能登）
0

3 柏崎・東 （早 月） 若狭・寺田 （桜 井） 11
大森・土屋 （中能登） 斉藤・澤頭 （坂 井）

大町・中田 （鵜 川） 1 1 藤井・山本 （出 町）

4 川下・作井 （滑 川） 岩城・松井 （早 月） 12
2

八田・宇野 （芝 原） 田島・山下 （芝 原）
0

出口・久保田（御 祓） 滝本・小谷 （庄 川）

5 足立・西村 （芝 原） 村上・岡野 （芝 原） 13
川口・谷内 （氷見北） 0 浦島・森谷 （桜 井）

新保・清田 （南 星） 東・和田 （板 津）

6 山田・木下 （早 月） 高橋・井之前（南 星） 14
2 2

井上・角方 （武生二） 林・東川 （早 月）

金山・山谷 （桜 井） 鹿熊・五十嵐（庄 西）
0 1

7 森田・大島 （庄 西） 宮下・里木 （氷見北） 15
鮎川・竹中 （板 津） 夏目・中村 （ 棗 ）

坂田・道下 （芝 原） 2 久山・奥野 （鵜 川）

8 青木・川下 （滑 川） 池田・竹島 （滑 川） 16
矢嶋・西川 （城 端） 中谷・山下 （城 端）

〈男子個人戦Ｂトーナメント 結果〉

宮本・北島 （御 祓） 野原・朝倉 （庄 川）
0

17 本田・長谷川（呉 羽） 藤・市田 （芳 野） 25
多賀能・武田（庄 川） 細江・川口 （坂 井）

泉野・位寄 （庄 西） 齊藤・井ノ上（芝 園）

18 針木・川畑 （中能登） 重原・原野 （出 町） 26
1

池田・角崎 （芳 野） 2 武村・滝 （御 祓）

西出・美山 （板 津） 髙田・林 （御 祓）
1

19 寺前・髙田 （ 棗 ） 柏木・田畑 （呉 羽） 27
藤田・尾上 （芝 園） 角川・亀谷 （丸 岡）

高橋・小林 （坂 井） 2 0 小林・池端 （ 棗 ）

20 山下・藤井 （早 月） 徳野・向 （芝 原） 28
1

竹田・金場 （芳 野） 福嶋・中嶋 （板 津）
1

役川・澤井 （呉 羽） 名越・舟田 （桜 井）
0

21 木村・上井 （御 祓） 有澤・井上 （芳 野） 29
泉・上野 （中能登） 0 2 森・佐野 （御 祓）

亀谷・早瀬 （丸 岡） 高橋・川上（中能鵜川）

22 高嶋・鷺直 （坂 井） 大森・達川 （武生二） 30
1

長谷川・南部（庄 川） 柴田・山田 （出 町）

岩田・雨宮 （早 月） 1 池田・山矢 （早 月）
1 0

23 畠山・土門 （芳 野） 庄田・羽根 （呉 羽） 31
免田・川端 （武生二） 滝渕・苗川 （丸 岡）

東・林 （出 町） 広浜・指山 （芳 野）

24 米屋・五十嵐（芝 園） 浅川・吉宮 （ 棗 ） 32
朝山・宇佐美（ 棗 ） 中田・長谷川（芝 園）

※大会に関する情報（結果等）は、富山県ソフトテニス連盟ホームページ（中体連）に掲載
しておりますので、ご確認下さい。

→ http://www.softtennis-toyama.com/index.php?page=juniorhigh

http://www.softtennis-toyama.com/index.php?page=juniorhigh

