
前田杯ソフトテニス大会　歴代優勝者

回 年度 一般男子 一般女子 壮年（シニア） 中学男子 中学女子

品川・江尻 安田・桐井 大仲・辻 島田・松本 竹原・林

高陵クラブ 不二越 広貫堂 出町 高岡北部

浅野・小原 安田・大矢

不二越 不二越

浅野・小原 島田・大矢 木下・宮井 姉川・吉岡 般若・上田

不二越 不二越 不二越 伏木 高岡西部

浅野・小原 上滝・岡村 前田・菊地 岡本・青山 平田・竹中

不二越 高陵クラブ 日曹 高陵 高岡西部
－ Ｓ32年 実施せず
－ Ｓ33年 実施せず

藤田・清水 福本・上滝 前田・菊地 深田・山尻

不二越 県庁 日曹 芳野

村本・矢ヶ崎 金谷・牧野 杉野・室崎 深田・竹内 羽生・見山

日本製麻・鐘紡 不二越 ロビング 芳野 伏木

遠藤・神戸 善光・小林 前田・菊地 竹平・多喜 坂田・川渕

不二越 北軽 日曹 高岡西部 芳野

藤田・北野 萩原・和泉 品川・宮地 鍛治・鷲北 竹本・角田

不二越 日清紡 ロビング 高岡西部 南星

遠藤・神戸 野尻・和泉 品川・秋野 堀井・杉本 志浦・黒田

不二越 高陵クラブ ロビング 高陵 南星

早川・村中 林・角田 品川・宮地 三村・小島 吉田・寺西

高陵クラブ 高陵クラブ ロビング 高陵 志貴野

遠藤・神戸 林・磯部 草野・本田 中西・時女 田中・松本

不二越 高陵クラブ 鐘紡 高陵 芳野

新保・大橋 林・石田 伊藤・菊地 大橋・宮崎 田中・松本

高陵クラブ 高陵クラブ 日曹 高岡西部 芳野

早川・村中 林・小林 竹内・宮地 川原・金森 源・清水

高陵クラブ 高陵クラブ ロビング 高岡西部 高岡西部

早川・村中 高野・源 竹内・品川 高辻・小林 毛利・野沢

高陵クラブ 高陵クラブ ロビング 芳野 芳野

長尾・大橋 氏家・磯部 品川・宮地 川村・品川 大井・水越

日東製網・立山アルミ 高陵クラブ ロビング 南星 芳野

山崎・木島 小竹・磯部 向井・菊地 大野・田中 老子・渡辺

立山アルミ 高陵クラブ 日曹・東洋建 南星 芳野

能又・北野 松本・村田 向井・宮地 野沢・坂林 川口・土肥

不二越 日本ゼオン ロビング 芳野 伏木

能又・大塚 塚本・吉岡 新保・吉田 腰・今井 早川・北

不二越 電電高岡 高陵クラブ・裁判所 志貴野 高岡西部

能又・大塚 中居・江 平田・吉田 腰・今井 早川・北

不二越 富山大学 裁判所 志貴野 高岡西部

山崎・高倉 松本・村田 新保・西山

高陵クラブ 高陵クラブ

黒越・島先 塚本・西手 新保・西山

不二越 電電高岡・高陵クラブ

大橋・蒲田 山本・老子 新保・老子

高陵クラブ 高陵クラブ

長田・蒲田 山本・老子 品川・赤井

高陵クラブ 高陵クラブ

長田・山本 塚本・水野 新保・竹内

高陵クラブ ひまわり

大橋・磯野 木森・老子 品川・平田

高陵クラブ 高陵クラブ

長田・磯野 木森・今井 藤田・正力

高陵クラブ 高陵クラブ

長江・阿部 木森・島崎 中止

富山大学 高陵クラブ

能又・村上 木森・田中 新保・森

不二越 高陵クラブ

谷川・永井 木森・田中 品川・木下

立山庭 高陵クラブ

伊藤・田中 木森・川辺 中止

高陵クラブ 高陵クラブ

能又・田中 木森・川辺 品川・森

不二越・高陵クラブ 高陵クラブ
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前田杯ソフトテニス大会　歴代優勝者

回 年度 一般男子 一般女子 壮年（シニア） 中学男子 中学女子

石井・田中 木森・田中 政地・塚原

高陵クラブ 高陵クラブ

能又・永井 中川・笠間 政地・小森 有沢・岡本 磯部・大野

不二越・立山庭 高陵クラブ 高陵クラブ・滑川庭 志貴野 南星

長田・高林 木森・笠間 西手・木下 水上・上野 島・羽広

高陵クラブ 高陵クラブ 南星 南星

能又・上口 辰尾・越野 政地・松本 清水・井波 尾崎・吉田

不二越・オリエント 富山クラブ 志貴野 五位

伊藤・湯浅 荒山・田中 新保・馬場 串岡・木津 堀井・筏井

高陵クラブ 高陵クラブ 高陵クラブ 志貴野 南星

長田・大黒 中川・田中 政地・品川 吉田・浜野 山田・岩城

高陵クラブ・滑川庭 高陵クラブ 戸出 戸出

中川・湯浅 中川・田中 本江・新森 吉岡・鍛冶

高陵クラブ 高陵クラブ 南星 高陵

横亭・森田 植原・米田 山崎・木島 松永・小林 野崎・武田

不二越・大沢野ｸﾗﾌﾞ タカギセイコー 高陵クラブ 志貴野 南星

川畑・湯浅 植原・中村 百々・原田 越田・田中 車・細川

不二越・高陵クラブ タカギセイコー あさがおクラブ 志貴野 戸出

植原・山本 花田・山崎 塩谷・島

タカギセイコー 芳野 牧野

荒木・川本 沼崎・裏地 中村・高辻 花田・矢部 中西・本田

ＮＴＴ北陸 タカギセイコー ﾀｶｷﾞｾｲｺｰ・富山大 芳野 大徳（金沢市）

四家・永井 植原・裏地 番井・高倉 古川・金丸 松田・高田

北陸電力 タカギセイコー 金沢・高陵クラブ 高尾台（金沢市） 大徳（金沢市）

中川・湯浅 玉泉・浦東 中止 長柄・瀬尾 小野・杉岡

ビッグウェーブ タカギセイコー 芳野 芳野

松岡・細川 大西・山本 中止 佐野・新谷 松本・石丸

富山大学 タカギセイコー 芳野 芳野

山森・宮崎 森下・向 政地・山本 伊東・伊東 兼松・鶴谷

ビッグウェーブ タカギセイコー 高陵クラブ 国吉 伏木

小峯・渡辺 大西・上水 関・吉井 北・小田 鈴木・木村

ビッグウェーブ・高陵クラブ タカギセイコー 石坂クラブ・どんぐり 芝原（金沢市） 芳野

四十九・加納 正岡・渡辺 番井・室崎 飴田・柴田 新谷・辻

高岡商業高校 タカギセイコー 金沢市協会 南星 高陵

佐々木・大黒 水口・荒木 長田・谷内 野口・野 山本・藤田

ビッグウェーブ・滑川 高岡商業高校 金沢市協会 伏木 南星

井加田・高林 正岡・安達 室崎・津田 橋本・森 刀祢・河内

ビッグウェーブ タカギセイコー 金沢市協会 森本（金沢市） 北鳴（金沢市）

林・島田 塚島・高田

芳野 芳野

林・飯山 吉田・小峯 森田・清水 中川・石田 高柳・皆川

高岡商業高校 砺波・高陵 金沢市協会 大徳（金沢市） 緑（金沢市）

稲積・中尾 渡辺・林道 田中・平尾 本屋・清水 竹内・前田

高岡ＢＷ 高岡市連 高岡ＢＷ・高岡市連 犀生（金沢市） 犀生（金沢市）

浦・山本 絹野・藤田 小島・長尾 竹田・古田 谷内・松島

金沢市協会 高岡西高校 あさがおクラブ・高岡市連 大徳（金沢市） 南星

塩田・宮村 寺口・北村 堀井・長田 伊藤・坂林 大目・五十嵐

金沢市協会 金沢市協会 高岡市連 高陵 北鳴（金沢市）

川端・橋元 小島・原田 伊藤・羽岡 沖・茂住

金沢市協会 あさがおクラブ 高陵 南星

伊藤・羽岡 茂住・青島

高陵 南星

池端・佐原 細口・野 小島・前田 池田・村牧 草山・坂林

北陸電力石川 高岡南高校 あさがおクラブ 芳野 南星

竹内・中尾 細口・野 小島・原田 坂田・道下 梅谷・鷲北

YKK・高岡市連 高岡南高校 あさがおクラブ 芝原（金沢市） 志貴野

信高・吉滝 荒木・桑名 小島・梅谷 坂田・道下 濱尾・山下

高岡市連 高岡西高校 あさがおクラブ 芝原（金沢市） 浅野川（金沢市）

四十九・上坂 荒木・桑名 森田・輪田 村上・岡野 田中・茅原

高岡市連 高岡西高校 金沢市協会 芝原（金沢市） 芳野

川端・池端 高辻・藤田 小島・梅谷 道下・八田 小栗・坂林

金沢市協会 高岡市連 あさがおクラブ 芝原（金沢市） 南星

川端・橋元 呉松・東海 小島・梅谷 瀧川・鈴木 原田・丸山

金沢市協会 高岡市連 あさがおクラブ 芳野 芳野

中尾・八箇 亀田・森田 小島・梅谷 津幡・野尻 今村・出口

高岡市連 金沢市協会 あさがおクラブ 大徳（金沢市） 南星

杉本・山﨑 植野・中西

国吉 芳野
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