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［総評］

本年度は、１０数年ぶりにエントリー代金の値上げ

（１３００円→１５００円＜ボール代含む＞）や、スコアボードの設置

とノーアドバンテージルールの一部採用が大きな変更

点としてあげられる。スコアボードについては、選手

・役員も進行状況がよくわかり、好評であった。テニ

ス界の最近の傾向である試合時間の短縮及びよりスリ

リングな試合展開で採用されてきたノーアドバンテー

ジルールも好評であり、来年度の採用拡大も視野に入

れている状況である。

また、参加本数も最近年々減少傾向を示しており危

惧していたが、女子は相変わらず減少傾向を示してい

るが、男子については参加本数が若干増えたのも付加

したい事柄である。

昨年度変更した京都府高体連テニス部独自のポイン

ト制度も定着し、大会運営等が無事に円滑に進められ

たのは、各校顧問の先生方や常任委員一同の絶大なる

協力のおかげであり、皆様に感謝をのべたい。

次に学校対抗戦を一年間振り返ってみる。男子は、

昨年おしくも府予選で敗れた東山が、全国総体予選と

全国選抜予選で雪辱を晴らし、見事に代表権を勝ち取

った。全国総体では昨年悔しさを味わった３年生の小

林・和田や２年生の大吉等と、１年生の武村・松永が

融合し、全国選抜予選では大吉・川原・神保・小西等

の２年生に上記の１年生が融合し、全国総体ではベス

ト８に入った沖縄工業に２回戦で惜しくも涙をのんだ

が、全国選抜近畿地区予選では力を発揮し、見事に準

優勝に輝いた。３月の全国選抜や来年度が楽しみであ

る。全国選抜には、京都府の２位校として昨年度も出

場した２年生の中野・山下を主体とする同志社が近畿

地区予選で７位となり、全国選抜の出場を決めた。女

子は、３年生の石田・三中西、２年生の村山、１年生

の杉江・外山を要する華頂女子が、コンスタントな力

で荒木を中心とした立命館宇治を破り、全国総体への

出場権を獲得した。全国選抜予選では上記の１・２年

生を中心に勝ち抜き、近畿地区予選も５位として全国

選抜の出場を決めた。全国選抜には京都府の２位校と

して荒木を中心とした立命館宇治も出場が決定してい

る。今後、全国大会での活躍を考えるとやはり優秀な

選手の受け皿となる拠点校が必要であろう。

個人戦を振り返ると、男子では、昨年度も全国総体

に出場した３年生の星隆祐（同志社国際）と、３年生

の岩月真也（西舞鶴）と小林誠（東山）の活躍が目立

った。全国総体では星がシングルスベスト３２、岩月・

大谷がダブルスベスト８に入賞した。国体では星と小

林が活躍したが、１回戦でベスト４に入った三重県に

惜しくも涙をのんだ。また、星は外国人選手も出場す

る国際スーパージュニア大会でベスト３２に入ったこと

も特筆できる。３年生が引退してからは、戦力ダウン

を心配していたが、団体戦でも活躍した東山や同志社

の選手を中心に競い合い、近畿大会においては強豪を

打ち破り、武村・松永組がダブルスで見事優勝を果た

した。今後が楽しみである。女子では、２年生の荒木

（立命館宇治）、尾崎（桃山）、１年生の福井（西舞

鶴）が中心であった。その中でも、国体では荒木・福

井が奮闘し見事に７位入賞を勝ち取った。また、男子

よりも近畿の壁が厚い女子の中でも、荒木は近畿大会

でシングルスで準優勝したことは特筆できる。来年は

２・３年生となるので楽しみである。

来年度も各加盟校の顧問のご協力のもと、専門部が

発展しますようご支援・ご協力をお願いしたい。

［大会記録］

■平成１１～１２年度京都府高等学校テニスランキング

＜平成１１年８月近畿大会予選～平成１２年５月全国総体予選の試合結果＜試合年度で算出＞による＞

○男子シングルス

１位 星 隆祐 （同志社国際）

岩月 真也 （西舞鶴）

３位 小林 誠 （東山）

４位 佐野 望 （東宇治）

５位 大吉 浩太 （東山）

青木 稔 （紫野）

７位 和田 耕治 （東山）

８位 大谷 雄三 （西舞鶴）

９位 武村 篤 （東山）

１０位 久森 智之 （東宇治）

○男子ダブルス

１位 佐野・久森 （東宇治）

２位 星 ・佐藤 （同志社国際）

３位 小林・和田 （東山）

４位 岩月・大谷 （西舞鶴）

５位 中野・山下 （同志社）



○女子シングルス

１位 尾崎 友歌 （桃山）

２位 荒木 麻友 （立命館宇治）

３位 洪 聡美 （ノートルダム女学院）

４位 石田 有香 （華頂女子）

５位 三中西 綾 （華頂女子）

６位 福井 久美 （西舞鶴）

７位 川田 晴日 （同志社）

８位 福田 みずほ（久御山）

宮階 尚美 （同志社女子）

１０位 武村 まどか（久御山）

森田 能子 （洛東）

○女子ダブルス

１位 石田・三中西（華頂女子）

２位 荒木・森岡 （立命館宇治）

３位 宮階・増田 （同志社女子）

４位 石田・木村 （華頂女子）

尾崎・小島 （桃山）

上田・押谷 （久御山）

■京都府高等学校春季テニス大会

期日：平成１２年４月３日～４月４日

会場：太陽か丘・伏見港テニスコート

○男子シングルス（Ｂｅｓｔ１６以上を掲載）

小林 誠 （東 山） ６－２

山下 平祐 （同 志 社） ６－２

今河 亮 （花 園）

長尾 敬之 （洛 南） ７－６（７） ６－０

藤澤 和也 （同 志 社 国 際） ６－１

和田 耕治 （東 山）

田端 秀章 （同 志 社） ６－２

大谷 雄三 （西 舞 鶴） ６－２ ６－０

青木 稔 （紫 野） ７－５

川原 昌志 （東 山） ６－３

大吉 浩太 （東 山）

久森 智之 （東 宇 治） ６－４

佐藤 浩行 （同 志 社 国 際） ６－１ ７－５

中島 功人 （鳥 羽）

小西 悠介 （東 山） ６－３

中野 仁資 （同 志 社） ６－３

○男子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

佐野 ・久森 （東 宇 治） ６－１

小林 ・田中 （東 山） ６－０

大吉 ・川原 （東 山）

中野 ・山下 （同 志 社） ６－４ ７－５

小西 ・神保 （東 山） ６－２ （２）

金 ・南 （京 都 韓 国）

藤澤 ・浜野 （同 志 社 国 際） ６－１

小林 ・和田 （東 山） ６－３

○女子シングルス（Ｂｅｓｔ１６以上を掲載）

尾崎 友歌 （桃 山） ６－１

西村 昌子 （同 志 社 国 際） ６－３

川田 晴日 （同 志 社）

福田 みずほ（久 御 山） ７－６（４） ６－２

武村 まどか（久 御 山） ６－２

天野 奈津紀（同 志 社）

村山 佳奈 （華 頂 女 子） ６－３

洪 聡美 （ノ ー ト ル ダ ム） ６－４ ６－２

石田 有香 （華 頂 女 子） ６－１

皆川 萌子 （同 志 社 国 際） ６－３

多田 陽子 （同 志 社）

森岡 有為子（立 命 館 宇 治） ６－４

宮階 尚美 （同 志 社 女 子） ６－２ ６－３

森田 能子 （洛 東）

藤田 めぐみ（府 立 商 業） ６－４

三中西 綾 （華 頂 女 子） ６－２

○女子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

宮階 ・増田 （同 志 社 女 子） ６－４

三宅 ・天野 （同 志 社） ６－２

洪 ・波多野（ノ ー ト ル ダ ム）

川田 ・多田 （同 志 社） ６－４ ６－０

武村 ・赤井 （久 御 山） ６－１

尾崎 ・小島 （桃 山）

福田 ・太田 （久 御 山） ６－１

石田 ・三中西（華 頂 女 子） ６－１

■全国高等学校総合体育大会個人の部京都府予選

期日：平成１２年４月２９日～５月７日

会場：太陽か丘・向島西テニスコート他

○男子シングルス（Ｂｅｓｔ１６以上を掲載）

星 隆祐 （同 志 社 国 際） ６－０

梶川 宗佐 （同 志 社） ①２－０

大谷 雄三 （西 舞 鶴）

青木 稔 （紫 野） ６－２ ⑤２－１

佐野 望 （東 宇 治） ７－６（２）

久森 智之 （東 宇 治）

藤澤 和也 （同 志 社 国 際） ②２－０

小林 誠 （東 山） ６－０ ⑦

大吉 浩太 （東 山） ６－０ ２－１

酒井 一真 （北 稜） ③２－１

中野 仁資 （同 志 社）

武村 篤 （東 山） ６－４

和田 耕治 （東 山） ６－１ ⑥２－０

神保 秀亮 （東 山）

佐藤 浩行 （同 志 社 国 際） ④２－０

岩月 真也 （西 舞 鶴） ６－１

①６－１，６－０， ②７－５，６－４， ③（３）６－７，６－４，６－４

④６－１，６－２ ⑤７－５，２－６，７－５ ⑥６－３，６－２

⑦６－２，（４）６－７，６－２

３位決定戦 小林 ２（６－１，６－４）１ 武村



最終順位：１位 岩月 真也 （西舞鶴）

２位 星 隆祐 （同志社国際）

３位 小林 誠 （東山）

４位 武村 篤 （東山）

※１～２位の岩月真也（西舞鶴）、星隆祐（同志社

国際）の２名が全国総体に出場。

○男子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

小林 ・和田 （東 山） ７－５

岩月 ・大谷 （西 舞 鶴） ①２－０

小西 ・神保 （東 山）

中野 ・山下 （同 志 社） ６－４ ③

星 ・佐藤 （同 志 社 国 際） ６－４ ２－１

武村 ・松永 （東 山）

中川 ・松尾 （京 都 西） ②２－１

佐野 ・久森 （東 宇 治） ６－３

①６－２，６－２ ②４－６，６－３，６－３ ③６－２，３－６，７－６（４）

最終順位：１位 岩月 ・大谷 （東宇治）

２位 星 ・佐藤 （同志社国際）

※優勝の岩月・大谷（西舞鶴）が全国総体に出場。

○女子シングルス（Ｂｅｓｔ１６以上を掲載）

荒木 麻友 （立 命 館 宇 治） ６－１

中島 梨恵 （府 立 商 業） ①２－１

森岡 有為子（立 命 館 宇 治）

杉江 裕美子（華 頂 女 子） ６－３ ⑤２－０

福井 久美 （西 舞 鶴） ６－３

増田 悦子 （同 志 社 女 子）

西村 昌子 （同 志 社 国 際） ②２－１

石田 有香 （華 頂 女 子） ６－２ ⑦

三中西 綾 （華 頂 女 子） ６－４ ２－１

川田 晴日 （同 志 社） ③２－０

宮階 尚美 （同 志 社 女 子）

洪 聡美 （ノ ー ト ル ダ ム） ６－３

橋本 康代 （同 志 社 国 際） ６－４ ⑥２－０

武村 まどか（久 御 山）

村山 佳奈 （華 頂 女 子） ④２－０

尾崎 友歌 （桃 山） ６－０

①５－７，６－３，６－０ ②７－６（５），５－７，６－１ ③６－３，６－４

④６－１，６－２， ⑤６－３，６－３ ⑥６－３，６－０

⑦５－７，６－２，６－２

３位決定戦 荒木 ２（６－４，６－２）０ 洪

最終順位：１位 尾崎 友歌 （桃山）

２位 福井 久美 （西舞鶴）

３位 荒木 麻友 （立命館宇治）

４位 洪 聡美 （ノートルダム）

※１～２位の尾崎友歌（桃山）、福井久美（西舞鶴

）が全国総体に出場。

○女子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

三宅 ・天野 （同 志 社） ６－２

押谷 ・上田 （久 御 山） ①２－０

村山 ・竹田 （華 頂 女 子）

荒木 ・森岡 （立 命 館 宇 治） ６－２ ③

皆川 ・西村 （同 志 社 国 際） ６－３ ２－０

杉江 ・外山 （華 頂 女 子）

福田 ・太田 （久 御 山） ②２－０

石田 ・三中西（華 頂 女 子） ６－３

①６－３，６－１ ②６－１，６－２ ③６－２，７－６（６）

最終順位：１位 石田 ・三中西（華頂女子）

２位 荒木 ・森岡 （立命館宇治）

※優勝の石田・三中西（華頂女子）が全国総体に出場

■京都高等学校総合体育大会テニス競技兼全国高等学

校総合体育大会団体の部京都市部・両丹支部予選

期日：平成１２年５月２０日～５月２１日

会場：太陽か丘・向島西テニスコート他

○男子

Ａブロック 優勝：東山 ２位：京都西

３位：京都韓国、久御山

Ｂブロック 優勝：同志社国際２位：鳥羽

３位：塔南、洛星

Ｃブロック 優勝：同志社 ２位：洛南

３位：立命館宇治、京教大附属

Ｄブロック 優勝：東宇治 ２位：花園

３位：紫野、西乙訓

両丹ブロック 優勝：西舞鶴 ２位：峰山

○女子

Ａブロック 優勝：華頂女子 ２位：同志社

３位：紫野、鴨沂

Ｂブロック 優勝：立命館宇治２位：同志社国際

３位：京都西、西京商業

Ｃブロック 優勝：久御山 ２位：桃山

３位：西乙訓、洛西

Ｄブロック 優勝：同志社女子２位：ノートルダム

３位：洛東、木津

両丹ブロック 優勝：綾部 ２位：峰山

■全国高等学校総合体育大会団体の部京都府予選

期日：平成１２年５月２８日

会場：西院テニスコート

○男子

東 山 同 志 社

２－０ ２－０

東 宇 治

２－０

西 舞 鶴 ２－１ 同 志 社 国 際

最終順位：１位 東山

２位 同志社国際

※優勝の東山高校が全国総体に出場。



○女子

華 頂 女 子 久 御 山

２－０ ２－０

綾 部

２－１

同 志 社 女 子 ２－０ 立 命 館 宇 治

最終順位：１位 華頂女子

２位 立命館宇治

※優勝の華頂女子高校が全国総体に出場。

■近畿高等学校テニス大会京都府予選

期日：平成１２年８月１９日～８月２４日

会場：太陽か丘・伏見港テニスコート他

○男子シングルス（Ｂｅｓｔ１６以上を掲載）

予選免除：武村篤（東山）＜全日本Ｊｒ出場による＞

大吉 浩太 （東 山） ６－４

松永 雄樹 （東 山） ６－３

小川 翔 （同 志 社 国 際）

小西 悠介 （東 山） ６－３ ６－２

宮西 克行 （洛 西） ６－０

洪 秀行 （京 都 韓 国）

前田 健志 （同 志 社） ６－０

山下 平祐 （同 志 社） ６－３ ６－３

久森 智之 （東 宇 治） ６－１

谷村 優 （同 志 社） ６－２

加古 大生 （同 志 社 国 際）

川原 昌志 （東 山） ６－４

金 晃宏 （京 都 韓 国） ７－５ ６－３

大西 隆之 （同 志 社）

山口 健介 （洛 南） ６－１

中野 仁資 （同 志 社） ６－０

※全日本Ｊｒ出場の武村篤（東山）の他、上記のＢｅｓｔ

１６以上の選手、合計１７名が近畿大会に出場。

○男子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

予選免除：武村・松永（東山）＜全日本Ｊｒ出場ペアによる＞

中野 ・山下 （同 志 社） ６－１

田中 ・新谷 （東 山） ７－５

鎌居 ・北村 （同 志 社 国 際）

小西 ・神保 （東 山） ６－４ ７－６（６）

大吉 ・川原 （東 山） ６－０

金 ・南 （京 都 韓 国）

前田 ・谷村 （同 志 社） ６－０

深澤 ・村上 （同 志 社） ６－３

※全日本Ｊｒ出場の武村篤（東山）とそのペアの松永

雄樹組の他、上記のＢｅｓｔ４以上の組と、順位戦の

結果、金・南、田中・新谷と前田・谷村の合計８

組が近畿大会に出場。

○女子シングルス（Ｂｅｓｔ１６以上を掲載）

予選免除：荒木麻友（立命館宇治）、福井久美（

西舞鶴）＜国体選手による＞

尾崎 友歌 （桃 山） ６－０

金井 裕里 （立 命 館 宇 治） ６－３

松岡 恵里 （平 安 女 学 院）

是永 真帆 （立 命 館 宇 治） ６－２ ６－２

杉江 裕美子（華 頂 女 子） ６－２

植村 奈央 （聖 母 女 学 院）

許 愛希 （京 都 韓 国） ６－３

村山 佳奈 （華 頂 女 子） ６－２ ６－２

橋本 康代 （同 志 社 国 際） ６－４

竹田 綾 （華 頂 女 子） ６－２

瀧野 香央里（府 立 商 業）

四方 由香 （塔 南） ６－２

西條 朋子 （同 志 社 国 際） ６－２ ７－６（４）

外山 絵理 （華 頂 女 子）

青木 美帆 （同 志 社 国 際） ６－４

森田 能子 （洛 東） ６－１

※国体選手の荒木麻友（立命館宇治）と福井久美（

西舞鶴）の他、上記のＢｅｓｔ８以上の選手と、順位

戦の結果、植村、金井、村山、是永、青木、西條

、竹田の合計１７名が近畿大会に出場。

○女子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

予選免除：荒木・正司（立命館宇治）＜国体選手ペアによる＞

杉江 ・外山 （華 頂 女 子） ６－０

中川 ・吹田 （久 御 山） ６－１

中島 ・瀧野 （府 立 商 業）

西條 ・淵上 （同 志 社 国 際） ６－２ ６－２

村山 ・竹田 （華 頂 女 子） ６－２

金井 ・是永 （立 命 館 宇 治）

森田 ・百村 （洛 東） ６－１

植村 ・上村 （聖 母 女 学 院） ６－０

※国体選手の荒木麻友（立命館宇治）とそのペアの

正司玲子組、の他、上記のＢｅｓｔ４以上の組と、順

位戦の結果、植村・上村、金井・是永、西條・淵

上の合計８組が近畿大会に出場。

■全国選抜高等学校テニス大会

兼近畿高等学校テニス大会団体の部京都府予選

期日：平成１２年９月２３日～１０月１日

会場：太陽か丘・向島西テニスコート他

○男子（Ｂｅｓｔ１６以上を掲載）

東 山 ３－０ ３－０ 京都韓国

京教大附属 ３－０ ３－０ 花 園

西 乙 訓 桂

洛 星 ３－１ ３－０ 立命館宇治

３－０ ３－１

東 宇 治 ３－１ ３－２ ３－２ 洛 西

塔 南 京 都 西

東 稜 ３－０ ３－０ 京都両洋

同志社国際 ３－０ ４－１ 同 志 社

３位決定戦 同志社国際 ３－２ 京都韓国

２位決定戦 同 志 社 ３－０ 同志社国際



最終順位：１位 東山

２位 同志社

３位 同志社国際

４位 京都韓国

※１位の東山と２位の同志社が全国選抜の近畿地区

予選に出場。

○女子（Ｂｅｓｔ１６以上を掲載）

華頂女子 ３－０ ３－０ 同志社国際

洛 北 ３－２ ３－０ 塔 南

紫 野 京教大附属

洛 西 ３－２ ３－１ 桃 山

３－１ ３－０

府立商業 ３－０ ３－１ ３－０ 久 御 山

東 宇 治 京 都 西

菟 道 ３－１ ３－０ 同 志 社

洛 東 ３－０ ４－０ 立命館宇治

３位決定戦 府立商業 ０－３ 同志社国際

２位決定戦 立命館宇治 対戦済 同志社国際

最終順位：１位 華頂女子

２位 立命館宇治

３位 同志社国際

４位 府立商業

※１位の華頂女子と２位の立命館宇治が全国選抜の

近畿地区予選に出場。

■京都府高等学校テニス選手権大会

期日：平成１２年１０月８日～１１月３日

会場：太陽か丘・向島西テニスコート他

○男子シングルス（Ｂｅｓｔ１６以上を掲載）

武村 篤 （東 山） ６－２

加古 大生 （同 志 社 国 際） ７－５

小林 一成 （京 都 西）

金 晃宏 （京 都 韓 国） ７－６（５） ７－５

山下 平祐 （同 志 社） ６－２

洪 秀行 （京 都 韓 国）

前田 健志 （同 志 社） ６－０

小西 悠介 （東 山） ６－３ ６－３

大吉 浩太 （東 山） ６－２

山口 健介 （洛 南） ６－４

小川 翔 （同 志 社 国 際）

久森 智之 （東 宇 治） ６－２

深澤 一仁 （同 志 社） ６－４ ６－３

松永 雄樹 （東 山）

谷村 優 （同 志 社） ６－１

中野 仁資 （同 志 社） ６－２

○男子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

中野 ・山下 （同 志 社） ６－４

武村 ・松永 （東 山） ６－４

久森 ・花野 （東 宇 治）

小西 ・神保 （東 山） ６－２ ６－４

小西 ・小林 （京 都 西） Ｗ．Ｏ．

金 ・南 （京 都 韓 国）

谷村 ・前田 （同 志 社） ６－０

大吉 ・川原 （東 山） ６－１

○女子シングルス（Ｂｅｓｔ１６以上を掲載）

荒木 麻友 （立 命 館 宇 治） ６－１

青木 美帆 （同 志 社 国 際） ６－１

村山 佳奈 （華 頂 女 子）

許 愛希 （京 都 韓 国） ７－５ ６－１

森田 能子 （洛 東） ６－１

西條 朋子 （同 志 社 国 際）

植村 奈央 （聖 母 女 学 院） ６－１

福井 久美 （西 舞 鶴） ６－１ ６－２

杉江 裕美子（華 頂 女 子） Ｗ．Ｏ．

林 由佳 （洛 東） ６－１

四方 由香 （塔 南）

橋本 康代 （同 志 社 国 際） ６－１

外山 絵理 （華 頂 女 子） ６－０ ６－２

松岡 恵理 （平 安 女 学 院）

金井 裕里 （立 命 館 宇 治） ６－２

尾崎 友歌 （桃 山） ６－１

○女子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

荒木 ・正司 （立 命 館 宇 治） ６－２

尾崎 ・川勝 （桃 山） ６－４

西條 ・淵上 （同 志 社 国 際）

橋本 ・青木 （同 志 社 国 際） ６－４ ７－６（４）

村山 ・竹田 （華 頂 女 子） ６－２

森田 ・百村 （洛 東）

金井 ・是永 （立 命 館 宇 治） ６－３

菅野 ・上田 （向 陽） ７－６（３）

■第２１回京都高等学校室内テニス大会

期日：平成１２年１２月２１日～１２月２２日

会場：京都府立体育館

○男子

京都Ａ ３－０ 京都Ａ コ

２－１

滋 賀 ２－１ ン

滋 賀

兵 庫 ソ

３－０ 奈 良

奈 良 ３－０ ３－０ レ

コ ２－１ ３－０ 和歌山

和歌山 ２－１ ２－１

ン 京都Ｂ

大 阪

ソ ３－０ 京都Ｃ

３－０

レ 京都Ｃ ２－１ 大 阪

最終順位：１位 京都Ａ

２位 兵庫



※京都府出場選手一覧

チーム Ｎｏ．１ Ｎｏ．２ Ｎｏ．３ Ｎｏ．４

中野 久森 山下 小西

Ａ

（同志社） （東宇治） （同志社） （東 山）

金 洪 川原 神保

Ｂ

（韓 国） （韓 国） （東 山） （東 山）

小川 山口 加古 谷村

Ｃ

（同国際） （洛 南） （同国際） （同志社）

○女子

京都Ａ ２－１ 滋 賀 コ

２－１

兵 庫 ２－１ ン

兵 庫

奈 良 ソ

３－０ 奈 良

滋 賀 ２－１ ２－１ レ

コ ３－０ ３－０ 和歌山

和歌山 ３－０ ２－１

ン 京都Ｂ

大 阪

ソ ２－１ 京都Ｃ

２－１

レ 京都Ｃ ２－１ 大 阪

最終順位：１位 京都Ｂ

２位 京都Ａ

※京都府出場選手一覧

チーム Ｎｏ．１ Ｎｏ．２ Ｎｏ．３ Ｎｏ．４

尾崎 橋本 森田 許

Ａ

（桃 山） （同国際） （洛 東） （韓 国）

杉江 外山 村山 竹田

Ｂ

（華頂女） （華頂女） （華頂女） （華頂女）

松岡 林 四方 正司

Ｃ

（平安女） （洛 西） （塔 南） （立宇治）

■国民体育大会京都府第一次選考会

兼京都ジュニアテニス選手権大会

期日：平成１２年３月２１日～３月２７日

会場：太陽か丘テニスコート他

○男子シングルス１８歳以下の部

優勝 ：岩月 真也 （西舞鶴）

準優勝：星 隆祐 （同志社国際）

３位 ：佐野 望 （東宇治）

小林 誠 （東山）

Ｂｅｓｔ８：中野 仁資 （同志社）

和田 耕治 （東山）

山下 平祐 （同志社）

佐藤 浩行 （同志社国際）

○男子シングルス１６歳以下の部

優勝 ：武村 篤 （東山）

準優勝：松永 雄樹 （東山）

※１８歳以下の優勝と準優勝は最終選考会へ、３位

と１６歳以下の優勝は２次選考会へ出場。

○女子シングルス１８歳以下の部

優勝 ：尾崎 友歌 （桃山）

準優勝：石田 有香 （華頂女子）

３位 ：森岡 有為子（立命館宇治）

三中西 綾 （華頂女子）

Ｂｅｓｔ８：川田 晴日 （同志社）

増田 悦子 （同志社女子）

福田 みずほ（久御山）

村山 佳奈 （華頂女子）

○女子シングルス１６歳以下の部

優勝 ：荒木 麻友（立命館宇治）

準優勝：福井 久美（西舞鶴）

※１８歳以下の優勝と準優勝は最終選考会へ、３位

は２次選考会へ出場。

○男子ダブルス１８歳以下の部

優勝 ：岩月 ・大谷 （西舞鶴）

準優勝：大吉 ・川原 （東山）

３位 ：中野 ・山下 （同志社）

小林 ・和田 （東山）

○男子ダブルス１６歳以下の部

優勝 ：武村 ・松永 （東山）

○女子ダブルス１８歳以下の部

優勝 ：石田 ・三中西（華頂女子）

準優勝：尾崎 ・森田 （桃山・洛東）

３位 ：多田 ・川田 （同志社）

天野 ・三宅 （同志社）

○女子ダブルス１６歳以下の部

優勝 ：荒木 ・杉江 （立命館宇治・華頂女）

■国民体育大会京都府第二次選考会

期日：実施せず

会場：実施せず

○男子

出場者：小林誠、武村篤（以上東山）、佐野望（

東宇治）、

※最終選考会出場者２名と合わせて５名以内なので

すべて最終選考会で選考を実施。

〇女子

出場者：三中西綾（華頂女子）、荒木麻友、森岡

有為子（以上立命館宇治）、福井久美（

西舞鶴）、

ただし、森岡（立命館宇治）が出場辞退。

※最終選考会出場者２名と合わせて５名以内なので

すべて最終選考会で選考を実施。

■国民体育大会京都府最終選考会

期日：平成１２年６月２４日～６月２５日

会場：西院テニスコート

○男子

出場者：岩月真也（西舞鶴）、佐野望（東宇治）

、星隆祐（同志社国際）、小林誠、武村

篤（以上東山）、



小林 岩月 星 武村 佐野 順位

小 林 ８－１ ８－５ ８－４ ８－４ １

岩 月 １－８ １－８ ８－３ ８－５ ３

星 ５－８ ８－１ ８－３ ８－４ ２

武 村 ４－８ ３－８ ３－８ ６－８ ５

佐 野 ４－８ ５－８ ４－８ ８－６ ４

（勝敗数が同数の場合は、得失ゲーム率による）

※１位の小林誠と２位の星隆祐は京都府代表選手

として、国民体育大会近畿地区予選に出場。

○女子

出場者：尾崎友歌（桃山）、石田有香、三中西綾

（以上華頂女子）、荒木麻友（立命館宇

治）、福井久美（西舞鶴）、

荒木 三中西 尾崎 福井 石田 順位

荒 木 ８－１ ８－４ ６－８ ８－３ １

三中西 １－８ ３－８ １－８ ３－８ ５

尾 崎 ４－８ ８－３ ８－５ ８－４ ３

福 井 ８－６ ８－１ ５－８ ８－３ ２

石 田 ３－８ ８－３ ４－８ ３－８ ４

（勝敗数が同数の場合は、得失ゲーム率による）

※１位の荒木麻友と２位の福井久美は京都府代表

選手として、国民体育大会近畿地区予選に出場

◆全国選抜高等学校テニス大会

期日：平成１２年３月２２日～３月２５日

会場：福岡県北九州市北九州プリンスホテルテニスコート他

○男子

出場校：同志社国際・同志社

◇１回戦

同志社国際 ２－３ 藤澤翔陵（神奈川）

Ｄ１ 佐藤・藤澤 ７－６（５） 村井・柴山

Ｄ２ 星 ・浜野 ６－１ 石井・横田

Ｓ１ 潮見 友洋 ０－６ 和田 太一

Ｓ２ 三浦 康平 ０－６ 能勢 康平

Ｓ３ 加古 大生 ２－６ 森 智広

◇２回戦

同 志 社 ０－５ 堀 越（東京）

Ｄ１ 山下・前田 １－６ 小川・平塚

Ｄ２ 深澤・大西 ０－６ 青木・大和

Ｓ１ 田端 秀章 ６－２ 常深 佑揮

Ｓ２ 梶川 宗佐 ６－２ 平野 晧一

Ｓ３ 中野 仁資 ６－３ 安井 亮太

○女子

出場校：華頂女子・久御山

◇１回戦

久御山 １－４ 佐土原（宮崎）

Ｄ１ 赤井・半田 ６－１ 姫野・横山

Ｄ２ 上田・押谷 ６－１ 長谷・居積

Ｓ１ 武村 まどか ６－０ 大野 千加

Ｓ２ 福田 みずほ ６－１ 大山 祐理子

Ｓ３ 太田 知代乃 ６－０ 春山 若菜

◇２回戦

華頂女子 ２－３ 樟蔭東（大阪）

Ｄ１ 浦谷・辻川 ０－６ 広嶋・粂井

Ｄ２ 木村・鈴木 １－６ 和田・柳

Ｓ１ 石田 有香 １－６ 中村 藍子

Ｓ２ 三中西 綾 ６－４ 田中 千沙都

Ｓ３ 村山 佳奈 ６－２ 山口 南

◆近畿高等学校選抜テニス大会

兼全国総合体育大会近畿地区予選

期日：平成１２年６月１８日～６月２０日

会場：滋賀県長浜市長浜ドーム

○男子シングルス

出場者：岩月真也（西舞鶴）、星隆祐（同志社国

際）、

◇１回戦

星 隆祐 ６－０ 乾野 修平（和：開 智）

岩月 真也 ６－３ 安田 智昭（兵：明石城西）

◇２回戦

星 隆祐 ２－６ 今井 淳也（大：清 風）

岩月 真也 ３－６ 小川 敦央（大：大産附属）

○男子ダブルス

出場者：岩月・大谷（西舞鶴）

◇１回戦

岩月・大谷 ６－３ 子田・安田（兵：明石城西）

◇２回戦（準決勝）

岩月・大谷 ０－６ 今井・星野（大：清 風）

○男子団体

出場校：東山

◇１回戦

東 山 ３ － ０ 履正社（大阪）

Ｄ 大吉・武村 ６－４ 田村・上之園

Ｓ１ 小林 誠 ６－１ 細見 寛史

Ｓ２ 和田 耕治 ６－１ 石川 勇樹

◇２回戦（準決勝）

東 山 １ － ２ 開 智（和歌山）

Ｄ 大吉・和田 ４－６ 高 ・岡崎

Ｓ１ 小林 誠 ６－２ 千川 理光

Ｓ２ 松永 雄樹 １－６ 乾野 修平

○女子シングルス

出場者：尾崎友歌（桃山）、福井久美（西舞鶴）

◇１回戦

福井 久美 ６－１ 田中千沙都（大：樟蔭東 ）

◇２回戦

尾崎 友歌 ０－６ 秋豆えりな（大：四天王寺）

福井 久美 ６－２ 安田 紘子（兵：夙川学院）

◇３回戦

福井 久美 ２－６ 伊藤 和紗（兵：園田学園）



○女子ダブルス

出場者：石田・三中西（華頂女子）

◇２回戦

石田・三中西３－６ 伊藤・森岡（兵：園田学園）

○女子団体

出場校：華頂女子

◇１回戦

華頂女子 ２ － １ 栗 東（滋賀）

Ｄ 三中西・石田 ６－３ 松本・境

Ｓ１ 杉江 裕美子 ５－７ 伊藤 恵美

Ｓ２ 外山 絵理 ６－３ 村瀬 恵梨

◇２回戦（準決勝）

華頂女子 ０ － ３ 夙川学院（兵庫）

Ｄ 三中西・村山 ３－６ 尾崎・中山

Ｓ１ 石田 有香 １－６ 小西 あずさ

Ｓ２ 杉江 裕美子 ２－６ 宮本 絵梨香

◆全国高等学校総合体育大会テニス競技

期日：平成１２年８月９日～８月１６日

会場：岐阜県メモリアルセンター長良川テニスプラザ他

○男子団体の部

出場校：東山

◇２回戦

東 山 １ － ２ 沖縄工業（沖縄）

Ｄ 大吉・武村 ９－８（３） 田仲・名嘉真

Ｓ１ 小林 誠 １－８ 比嘉 明人

Ｓ２ 和田 耕治 ２－８ 平良 和己

○男子個人の部シングルス

出場者：岩月真也（西舞鶴）、星隆祐（同志社国

際）、

◇１回戦

星 博祐 ８－５ 水谷 友紀（三重：鈴 鹿）

岩月 真也 ８－２ 中原 裕亮（佐賀：龍 谷）

◇２回戦

星 博祐 ８－６ 乾 祥一郎 （福岡：柳 川）

岩月 真也 ７－９ 常深 佑揮（東京：堀 越）

◇３回戦

星 博祐 ２－８ 酒井 祐樹 （栃木：足利工附）

○男子個人の部ダブルス

出場者：岩月・大谷（西舞鶴）

◇１回戦

岩月・大谷 ８－６ 清水・小松（長野：松商学園）

◇２回戦

岩月・大谷 ８－５ 木下・正木（徳島：徳島市立）

◇３回戦

岩月・大谷 ８－５ 森 ・村井（神奈：藤澤翔陵）

◇４回戦（準々決勝）

岩月・大谷 ３－８ 近藤・井上（愛知：名古屋 ）

※岩月・大谷（西舞鶴）は全国大会Ｂｅｓｔ８。

○女子団体の部

出場校：華頂女子

◇１回戦

華頂女子 １ － ２ 静岡市立（静岡）

Ｄ 石田・村山 （５）８－９ 上田・旭

Ｓ１ 三中西 綾 ８－２ 松井 小麦

Ｓ２ 杉江 裕美子 ５－８ 石原 怜奈

○女子個人の部シングルス

出場者：尾崎友歌（桃山）、福井久美（西舞鶴）

◇１回戦

尾崎 友歌 ６－８ 飯田 奈々（東京：立 正）

福井 久美 （２）８－９ 栗田 香織（静岡：浜松開誠）

○女子個人の部ダブルス

出場者：石田・三中西（華頂女子）

◇１回戦

石田・三中西６－８ 山本・入君（愛知：市邨学園）

◆国民体育大会近畿地区予選

期日：平成１２年８月２６日～８月２７日

会場：和歌山県川辺町和佐農村かわべテニスコート

○男子

出場者：小林誠（東山）、星隆祐（同志社国際）

滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 順位

滋賀 ０－３ ０－３ ０－３ ０－３ ０－３ ６

京都 ３－０ １－２ ２－１ ３－０ １－２ ３

大阪 ３－０ ２－１ ２－１ ３－０ １－２ ２

兵庫 ３－０ １－２ １－２ ３－０ １－２ ４

奈良 ３－０ ０－３ ０－３ ０－３ ０－３ ５

和歌山 ３－０ ２－１ ２－１ ２－１ ３－０ １

※１位～４位は国民体育大会に出場。京都は３位で

国民体育大会に出場。

◇京都府対戦記録

京 都 ３ － ０ 滋 賀

Ｓ１ 小林 誠 ６－２ 山本 友矢

Ｓ２ 星 隆祐 ６－２ 朝日 潤

Ｄ 小林・星 ６－３ 山本・朝日

京 都 １ － ２ 大 阪

Ｓ１ 小林 誠 １－６ 田中 裕也

Ｓ２ 星 隆祐 ３－６ 今井 淳也

Ｄ 小林・星 ６－４ 田中・今井

京 都 ２ － １ 兵 庫

Ｓ１ 小林 誠 ６－３ 森谷 良平

Ｓ２ 星 隆祐 ６－３ 子田 大樹

Ｄ 小林・星 ２－６ 森谷・子田

京 都 ３ － ０ 奈 良

Ｓ１ 小林 誠 ６－０ 柏木 正樹

Ｓ２ 星 隆祐 ６－１ 緒方 昴一

Ｄ 小林・星 ７－５ 柏木・緒方



京 都 １ － ２ 和 歌 山

Ｓ１ 小林 誠 ６－４ 乾野 修平

Ｓ２ 星 隆祐 （４）６－７ 岡崎 太郎

Ｄ 小林・星 ２－６ 乾野・岡崎

○女子

出場者：荒木麻友（立命館宇治）、福井久美（西

舞鶴）

※今年度は本国体の女子がオープン大会のため、

近畿地区予選は実施せず。

◆近畿高等学校テニス大会個人の部

期日：平成１２年９月１５日～９月１７日

会場：兵庫県赤穂市赤穂海浜公園テニスコート他

○男子シングルス

出場者：中野仁資、山下平祐、前田健志、谷村優

、大西隆之（以上同志社）、小西悠介、

大吉浩太、松永雄樹、川原昌志、武村篤

（以上東山）、久森智之（東宇治）、金

晃宏、洪秀行（以上京都韓国）、加古大

生、小川翔（以上同志社国際）、宮西克

行（洛西）、山口健介（洛南）

◇１回戦

山下 平祐 ６－０ 奥野 陽介（滋：東大津 ）

大西 隆之 １－６ 高 真貴（和：開 智）

加古 大生 ６－２ 五十嵐 純（奈：奈良学園）

川原 昌志 ４－６ 福井 猛彦（兵：仁川学院）

山口 健介 ４－６ 石川 弘彰（大：狭 山）

宮西 克行 ３－６ 犬塚 僚平（和：向 陽）

金 晃宏 ６－４ 桑津 典史（奈：奈良学園）

前田 健志 ２－６ 稲木 将人（大：高 津）

大吉 浩太 ６－０ 久保 智之（和：有田中央）

久森 智之 ５－７ 荒掘 竜喜（大：大阪学院）

洪 秀行 ６－３ 北村 英之（和：近大和歌）

谷村 優 ３－６ 中尾 雄飛（兵：関西学院）

小川 翔 ６－４ 大江 拓真（兵：甲 南）

小西 悠介 ６－１ 山田 達郎（兵：東洋大姫）

◇２回戦

山下 平祐 ６－２ 中村 真基（大：同志社香）

松永 雄樹 ６－３ 田中 裕輔（大：清 風）

加古 大生 ３－６ 大西 敢（大：清 風）

金 晃宏 ２－６ 林 佑樹（和：開 智）

中野 仁資 ６－１ 大田 理（大：大商学園）

大吉 浩太 ４－６ 藤本 雄規（兵：明石城西）

武村 篤 ７－６（７） 野崎 祐一（大：啓 光）

洪 秀行 ３－６ 小林 良行（兵：仁川学院）

小川 翔 ４－６ 栗山 透（和：開 智）

小西 悠介 ０－６ 乾野 修平（和：開 智）

◇３回戦

山下 平祐 １－６ 中川 優介（兵：関西学院）

松永 雄樹 ７－５ 徳毛 真也（兵：明石城西）

中野 仁資 ２－６ 森 慎司（大：清 風）

武村 篤 ６－０ 小林 正宏（滋：米 原）

◇４回戦

松永 雄樹 ４－６ 中川 優介（兵：関西学院）

武村 篤 （５）６－７ 安田 智昭（兵：明石城西）

○男子ダブルス

出場者：中野・山下、深澤・村上、前田・谷村（

以上同志社）、武村・松永、大吉・川原

、小西・神保、田中・新谷（以上東山）

、金・南（京都韓国）

◇１回戦

大吉・川原 ６－２ 大田・西馬（大：大商学園）

金 ・南 （２）６－７ 渡辺・張 （大：清 風）

田中・新谷 ６－２ 中村・池田（滋：玉 川）

深澤・村上 ６－０ 笠川・藤野（滋：堅 田）

武村・松永 ６－１ 前多・深川（奈：登美ケ丘）

前田・谷村 ７－６（５） 江川・新谷（大：大産大附）

◇２回戦

大吉・川原 ６－１ 大西・柴田（兵：仁川学院）

田中・新谷 ６－２ 佐藤・浜田（奈：東大寺 ）

中野・山下 １－６ 戸谷・宮永（兵：仁川学院）

深澤・村上 ０－６ 高 ・小山（和：開 智）

武村・松永 ７－５ 城下・中川（兵：関西学院）

小西・神保 ６－３ 前田・谷村（京：同志社 ）

◇３回戦

大吉・川原 ３－６ 藤本・安田（兵：明石城西）

田中・新谷 ７－６（２） 畑中・田中（大：清 風）

武村・松永 ６－３ 桂田・小林（滋：米 原）

小西・神保 ６－４ 前田・小柴（大：大産大附）

◇４回戦（準々決勝）

田中・新谷 ３－６ 高 ・小山（和：開 智）

武村・松永 ７－５ 小林・村上（兵：仁川学院）

小西・神保 ６－２ 森谷・相原（兵：仁川学院）

◇５回戦（準決勝）

武村・松永 ２－０ 小西・神保（京：東 山）

（６－３，６－１）

◇６回戦（決勝）

武村・松永 ２－１ 藤本・安田（兵：明石城西）

（６－１，２－６，６－１）

※武村・松永（東山）は近畿大会優勝、小西・神

保（東山）は近畿大会Ｂｅｓｔ４、田中・新谷（東

山）は近畿大会Ｂｅｓｔ８。

○女子シングルス

出場者：荒木麻友、金井裕里、是永真保（以上立

命館宇治）、福井久美（西舞鶴）、橋本

康代、西條朋子、青木美保（以上同志社

国際）、尾崎友歌（桃山）、杉江裕美子

、外山絵理、村山佳奈、竹田綾（以上華

頂女子）、松岡恵里（平安女学院）、許

愛希（京都韓国）、森田能子（洛東）、



四方由香（塔南）、植村奈央（聖母女学

院）、

◇１回戦

橋本 康代 ６－０ 工藤 杏実（大：四天羽曳）

植村 奈央 ４－６ 大谷 碧（兵：園田学園）

松岡 恵里 ５－７ 中村 優子（兵：園田学園）

四方 由香 ０－６ 須加田瞳美（兵：園田学園）

外山 絵理 ６－１ 喜多 恵美（和：日 高）

青木 美帆 ６－２ 橋本麻理子（兵：園田学園）

村山 佳奈 ６－２ 北島 洋子（大：春日丘 ）

金井 裕里 ３－６ 柳 由佳（奈：信貴ケ丘）

是永 真帆 ６－３ 平木 由美（奈：高 取）

西條 朋子 ６－４ 東 智恵子（奈：信貴ケ丘）

尾崎 友歌 ６－１ 安賀 絵里（奈：信貴ケ丘）

許 愛希 ６－１ 一井 咲輝（滋：高 島）

森田 能子 ６－０ 山本 沙織（滋：堅 田）

◇２回戦

杉江裕美子 ６－３ 野崎江梨子（奈：信貴ケ丘）

橋本 康代 ０－６ 宮本絵梨香（兵：夙川学院）

福井 久美 ６－０ 浅田亜佑子（滋：膳 所）

外山 絵理 ０－６ 伊藤 和沙（兵：園田学園）

青木 美帆 ０－６ 森岡 英美（兵：園田学園）

村山 佳奈 ５－７ 堂野 菜摘（大：樟蔭東 ）

西條 朋子 ０－６ 渡辺 美香（兵：園田学園）

尾崎 友歌 ３－６ 生川沙代子（兵：夙川学院）

荒木 麻友 ６－３ 許 愛希（京：聖母学院）

森田 能子 ６－３ 村瀬 恵梨（滋：栗 東）

◇３回戦

杉江裕美子 ３－６ 加藤あす香（兵：夙川学院）

福井 久美 ７－５ 石坂 悠（兵：明石城西）

荒木 麻友 ６－１ 森田 能子（京：洛 東）

◇４回戦

福井 久美 １－６ 谷口 遙香（兵：夙川学院）

荒木 麻友 ７－５ 前川 綾香（大：四天王寺）

◇５回戦（準々決勝）

荒木 麻友 ２－１ 竹本みのり（大：樟蔭東 ）

（６－２，０－６，６－０）

◇６回戦（準決勝）

荒木 麻友 ２－１ 東 怜子（大：四天王寺）

（６－４，３－６，６－２）

◇７回戦（決勝）

荒木 麻友 ０－２ 伊藤 和沙（兵：園田学園）

（４－６，１－６）

※荒木麻友（立命館宇治）は近畿大会準優勝。

○女子ダブルス

出場者：荒木・正司、金井・是永（以上立命館宇

治）、杉江・外山、村山・竹田（以上華

頂女子）、中島・瀧野（府立商業）、森

田・百村（洛東）、西條・淵上（同志社

国際）、植村・上村（聖母女学院）、

◇１回戦

西條・淵上 ２－６ 宮永・橋部（滋：東大津 ）

金井・是永 ７－６（１） 藤井・八田（滋：栗 東）

村山・竹田 ６－２ 岡本・一井（滋：高 島）

杉江・外山 ６－０ 奥村・三好（滋：玉 川）

中島・瀧野 ４－６ 山本・橋本（奈：奈女大附）

荒木・正司 ６－１ 和田・松浦（大：樟蔭東 ）

森田・百村 ２－６ 工藤・一井（大：四天羽曳）

植村・上村 ６－４ 東 ・下吉（奈：信貴ケ丘）

◇２回戦

金井・是永 ６－４ 白石・小山（兵：加古川北）

村山・竹田 ７－６（６） 中田・杉山（兵：園田学園）

杉江・外山 ２－６ 伊藤・森岡（兵：園田学園）

荒木・正司 ６－３ 加藤・谷口（兵：夙川学院）

植村・上村 ６－４ 中森・野上（滋：栗 東）

◇３回戦

村山・竹田 ６－１ 金井・是永（京：立命宇治）

荒木・正司 ５－７ 堂野・田中（大：樟蔭東 ）

植村・上村 １－６ 尾崎・小西（兵：夙川学院）

◇４回戦（準々決勝）

村山・竹田 ０－６ 前川・松尾（大：四天王寺）

※村山・竹田（華頂女子）は近畿大会Ｂｅｓｔ８。

◆国民体育大会

期日：平成１２年１０月１５日～１０月１９日

会場：富山県八尾町ゆめの森テニスコート

○男子

出場者：小林誠（東山）、星隆祐（同志社国際）

神奈川 ２－０ ２－０ 沖 縄

宮 城 ２－０ ２－１ 新 潟

山 口 北海道

山 梨 ２－０ ２－１ ２－０ ２－１ 広 島

愛 媛 ２－０ ２－０ 埼 玉

福 井 愛 知

大 分 ２－１ ２－０ 京 都

富 山 ２－０ ２－１ 三 重

２－１ ２－０

福 岡 ２－１ ２－１ ２－０ 岡 山

栃 木 ２－１ ２－０ 静 岡

香 川 福 島

兵 庫 ２－１ ２－１ 徳 島

岩 手 ２－０ ２－１ ２－０ ２－０ 長 野

熊 本 千 葉

長 崎 ２－０ ２－１ 和歌山

大 阪 ２－０ ２－０ 東 京

◇京都府対戦記録

◇１回戦

京 都 １ － ２ 三 重

Ｓ１ 小林 誠 ４－８ 金山 敦思

Ｓ２ 星 隆祐 ８－２ 畠中 聡

Ｄ 小林・星 ３－８ 金山・畠中



○女子

出場者：荒木麻友（立命館宇治）、福井久美（西

舞鶴）

東京 ２－０ ２－０ 愛知

沖縄 大分

愛媛 ２－０ ２－０ ２－０ ２－１ 徳島

岩手 ２－０ ２－０ 福井

滋賀 秋田

埼玉 ２－０ ２－０ ２－０ ２－０ 栃木

山形 ２－０ ２－０ 和歌

鳥取 石川

高知 ２－０ ２－０ 青森

ＢＹＥ ２－０ ２－０ ２－０ ２－１ 鹿児

新潟 山梨

富山 ２－０ ２－０ 広島

２－１ ２－０

福岡 ２－０ ２－１ ２－１ 千葉

北海 宮崎

佐賀 ２－０ ２－１ ２－０ ２－１ 長野

島根 ２－０ ２－１ 京都

兵庫 岐阜

神奈 ２－０ ２－０ 山口

福島 ２－１ ２－０ ２－０ ２－０ 宮城

香川 静岡

長崎 ２－１ ２－０ 群馬

岡山 ２－０ ２－０ ２－０ ２－０ 茨木

奈良 三重

熊本 ２－０ ２－０ 大阪

※京都府関係分順位戦

☆５～８位決定戦 ☆７～８位決定戦

愛知 ２－１ 富山 ２－０

京都 京都

◇京都府対戦記録

◇１回戦

京 都 ２ － １ 岐 阜

Ｓ１ 荒木 麻友 ５－８ 市川 歩

Ｓ２ 福井 久美 ８－４ 水野 麻里

Ｄ 荒木・福井 ９－７ 市川・水野

◇２回戦

京 都 ２ － ０ 山 口

Ｓ１ 荒木 麻友 ８－１ 椎木 由貴

Ｓ２ 福井 久美 ８－４ 高山 舞子

Ｄ 荒木・福井 打切り 椎木・高山

◇３回戦

京 都 ２ － ０ 千 葉

Ｓ１ 荒木 麻友 ８－５ 北崎 悦子

Ｓ２ 福井 久美 ９－７ 真木 理都子

Ｄ 荒木・福井 打切り 北崎・真木

◇４回戦（準々決勝）

京 都 ０ － ２ 大 阪

Ｓ１ 荒木 麻友 １－８ 前川 綾香

Ｓ２ 福井 久美 ４－８ 秋豆 えりか

Ｄ 荒木・福井 打切り 前川・秋豆

◇５～８位順位決定戦

京 都 １ － ２ 愛 知

Ｓ１ 荒木 麻友 ５－８ 山本 麻友美

Ｓ２ 福井 久美 ８－３ 落合 佑花里

Ｄ 荒木・福井 ５－８ 山本・落合

◇７～８位順位決定戦

京 都 ２ － ０ 富 山

Ｓ１ 荒木 麻友 ８－２ 源 綾香

Ｓ２ 福井 久美 ９－７ 中嶋 良子

Ｄ 荒木・福井 打切り 源 ・中嶋

◆近畿高等学校テニス大会団体の部

兼全国選抜高等学校テニス大会近畿地区予選

期日：平成１２年１１月２４日～１１月２６日

会場：兵庫県赤穂市赤穂海浜公園テニスコート

○男子本戦

大 産 大 附 属（大 阪） ４－１

高 島（滋 賀）

同 志 社（京 都） ５－０ ４－１

東 山（京 都） ５－０

奈 良 学 園（奈 良）

明 石 城 西（兵 庫） ３－２ ４－１

開 智（和歌山） ４－１

日 高（和歌山）

仁 川 学 院（兵 庫） ５－０

登 美 ケ 丘（奈 良） ４－１ ３－２

国 際 情 報（滋 賀）

清 風（大 阪） ５－０

○男子コンソレーション

高 島（滋 賀） ５－０

仁 川 学 院（兵 庫） ５－０

奈 良 学 園（奈 良） ３－２

登 美 ケ 丘（奈 良） ３－２

大 産 大 附 属（大 阪） ３－２

清 風（大 阪）

日 高（和歌山） ５－０ 対戦

同 志 社（京 都） ４－１ 済み

国 際 情 報（滋 賀） ５－０

明 石 城 西（兵 庫） ５－０

東 山（京 都）

○男子５位決定戦

仁 川 学 院（兵 庫） ４－１

清 風（大 阪）

○男子７位決定戦

奈 良 学 園（奈 良） ４－１

同 志 社（京 都）

○男子最終順位

１位 開智（和） ２位 東山（京）



３位 明石城西（兵） ４位 大産大附属（大）

５位 仁川学院（兵） ６位 清風（大）

７位 同志社（京） ８位 奈良学園（奈）

※１～７位までが全国選抜高等学校テニス大会へ出

場。２位の東山と７位の同志社は全国選抜に出場

◇京都府対戦記録

◇本戦１回戦

同 志 社 ５－０ 高 島（滋賀）

Ｄ１ 大西・谷村 ６－２ 饗場・山本

Ｄ２ 前田・深澤 ６－１ 中本・今井

Ｓ１ 中野 仁資 ６－１ 脇坂 圭一

Ｓ２ 山下 平祐 ６－０ 澤原 真一

Ｓ３ 梶川 宗佐 ６－１ 青谷 智章

東 山 ５－０ 奈良学園（奈良）

Ｄ１ 小西・神保 ６－３ 桑津・北口

Ｄ２ 川原・新谷 ６－０ 木戸・速水

Ｓ１ 武村 篤 ６－０ 五十嵐 純

Ｓ２ 松永 雄樹 ６－１ 鶴田 祥平

Ｓ３ 大吉 浩太 ６－４ 野村 亮介

◇本戦２回戦

同 志 社 １－４ 大産大附属（大阪）

Ｄ１ 大西・深澤 ６－３ 前田・新谷

Ｄ２ 前田・村上 （３）６－７ 渡辺・山田

Ｓ１ 中野 仁資 ０－６ 小川 敦央

Ｓ２ 山下 平祐 ４－６ 江川 潤

Ｓ３ 松本 勇介 ０－６ 小柴 悠右

東 山 ３－２ 明石城西（兵庫）

Ｄ１ 小西・神保 １－６ 徳毛・渋谷

Ｄ２ 川原・新谷 ６－４ 大西・中川

Ｓ１ 武村 篤 ３－６ 安田 智昭

Ｓ２ 松永 雄樹 ６－４ 藤本 雄規

Ｓ３ 大吉 浩太 ６－２ 穴田 裕介

◇本戦３回戦（準決勝）

東 山 ４－１ 大産大附属（大阪）

Ｄ１ 小西・神保 ６－３ 前田・新谷

Ｄ２ 川原・新谷 ６－３ 渡辺・山田

Ｓ１ 武村 篤 ２－６ 小川 敦央

Ｓ２ 松永 雄樹 ６－２ 江川 潤

Ｓ３ 大吉 浩太 ７－５ 小柴 悠右

◇本戦４回戦（決勝）

東 山 １－４ 開 智（和歌山）

Ｄ１ 小西・神保 １－２ 栗山・林

（６－３、（３）６－７，３－６）

Ｄ２ 川原・新谷 １－２ 松浦・小山

（６－４，５－７，５－７）

Ｓ１ 武村 篤 ０－２ 乾野 修平

（３－６，４－６）

Ｓ２ 松永 雄樹 ２－０ 岡田 陽平

（６－２，７－６（５））

Ｓ３ 大吉 浩太 ０－２ 高 真貴

（２，６，２－６）

◇コンソレーション１回戦

同 志 社 ５－０ 日 高（和歌山）

Ｄ１ 大西・谷村 ６－１ 宮本・中本

Ｄ２ 前田・深澤 ６－３ 大野・山本

Ｓ１ 中野 仁資 ６－１ 芝 直也

Ｓ２ 山下 平祐 ６－０ 辻本 恵介

Ｓ３ 梶川 宗佐 ６－２ 戸根 和哉

◇コンソレーション２回戦

同 志 社 ０－５ 明石城西（兵庫）

Ｄ１ 大西・谷村 ３－６ 徳毛・渋谷

Ｄ２ 前田・深澤 ５－７ 大西・森井

Ｓ１ 中野 仁資 １－６ 安田 智昭

Ｓ２ 山下 平祐 １－６ 藤本 雄規

Ｓ３ 梶川 宗佐 １－６ 穴田 裕介

◇２位決定戦

東 山 ３－２ 明石城西（兵庫）

本戦の対戦結果による

◇７位決定戦

同 志 社 ４－１ 奈良学園（奈良）

Ｄ１ 大西・谷村 ６－３ 桑津・北口

Ｄ２ 前田・深澤 ６－１ 木戸・香川

Ｓ１ 中野 仁資 ６－２ 五十嵐 純

Ｓ２ 山下 平祐 ６－０ 鶴田 祥平

Ｓ３ 梶川 宗佐 １－６ 野村 亮介

○女子本戦

四 天 王 寺（大 阪） ５－０

平 城（奈 良）

立 命 館 宇 治（京 都） ５－０ ３－２

華 頂 女 子（京 都） ４－１

開 智（和歌山）

園 田 学 園（兵 庫） ５－０ ３－２

樟 蔭 東（大 阪） ４－１

信 貴 ケ 丘（和歌山）

栗 東（滋 賀） ４－１

高 島（滋 賀） ４－１ ５－０

海 南（和歌山）

夙 川 学 院（兵 庫） ５－０

○女子コンソレーション

平 城（奈 良） ５－０

栗 東（滋 賀） ３－２

開 智（和歌山） ３－２

高 島（滋 賀） ４－１

四 天 王 寺（大 阪） ４－１

樟 蔭 東（大 阪）

信 貴 ケ 丘（和歌山） ４－１ 対戦

立 命 館 宇 治（京 都） ３－２ 済み

海 南（和歌山） ３－２

華 頂 女 子（京 都） ５－０

園 田 学 園（兵 庫）



○女子５位決定戦

開 智（和歌山） 対戦済み（４－１）

華 頂 女 子（京 都）

○女子７位決定戦

栗 東（滋 賀） ４－１

立 命 館 宇 治（京 都）

○女子最終順位

１位 夙川学院（兵） ２位 園田学園（兵）

３位 四天王寺（大） ４位 樟蔭東（大）

５位 華頂女子（京） ６位 開智（和）

７位 栗東（滋） ８位 立命館宇治（京）

※１～７位までが全国選抜高等学校テニス大会へ出

場。ただし、全国大会で近畿の夙川学院に第１シ

ードがついたため、ボーナス枠を獲得し、８位ま

でが全国大会に出場。５位の華頂女子と８位に立

命館宇治は全国選抜に出場。

◇京都府対戦記録

◇本戦１回戦

立命館宇治 ５－０ 平 城（奈良）

Ｄ１ 金井・是永 ６－０ 広瀬・佃

Ｄ２ 大倉・田中 ６－４ 藤本・南

Ｓ１ 荒木 麻友 ６－０ 藤本 綾

Ｓ２ 山岡 恵 ６－２ 大上 綾香

Ｓ３ 正司 玲子 ６－０ 渡辺 美帆

華頂女子 ４－１ 開 智（和歌山）

Ｄ１ 竹田・鈴木 ６－０ 河内・下村

Ｄ２ 尾園・畑山 ４－６ 井口・谷

Ｓ１ 杉江 裕美子 ６－４ 橋本 真紀

Ｓ２ 外山 絵理 ６－２ 根田 久美

Ｓ３ 村山 佳奈 ６－０ 大橋 愛弓

◇本戦２回戦

立命館宇治 ０－５ 四天王寺（大阪）

Ｄ１ 金井・是永 ０－６ 松尾・森口

Ｄ２ 大倉・田中 ０－６ 奥野・山口

Ｓ１ 荒木 麻友 ４－６ 前川 綾香

Ｓ２ 正司 玲子 ２－６ 東 怜子

Ｓ３ 菊地 彩 ０－６ 上野山 詩織

華頂女子 ０－５ 園田学園（兵庫）

Ｄ１ 村山・竹田 ０－６ 森岡・中村

Ｄ２ 外山・鈴木 ２－６ 小田・杉山

Ｓ１ 杉江 裕美子 ４－６ 伊藤 和沙

Ｓ２ 長谷川 千晶 ０－６ 中田 さや香

Ｓ３ 松本 朋子 ０－６ 須加田 瞳美

◇コンソレーション１回戦

立命館宇治 ４－１ 信貴ケ丘（奈良）

Ｄ１ 金井・是永 ６－３ 道畑・東

Ｄ２ 大倉・田中 ７－５ 下吉・山中

Ｓ１ 荒木 麻友 ６－１ 柳 由佳

Ｓ２ 山岡 恵 ５－７ 野崎 江梨子

Ｓ３ 正司 玲子 ６－２ 安賀 絵里

華頂女子 ５－０ 海 南（和歌山）

Ｄ１ 長谷川・尾園 ７－５ 瀧谷・影山

Ｄ２ 竹田・鈴木 ６－１ 佐竹・山本

Ｓ１ 杉江 裕美子 ６－０ 野嶋 友美子

Ｓ２ 外山 絵理 ６－１ 藤田 知冴

Ｓ３ 村山 佳奈 ６－１ 面家 由佳

◇コンソレーション２回戦

華頂女子 ３－２ 立命館宇治（京都）

Ｄ１ 長谷川・尾園 ３－６ 金井・是永

Ｄ２ 竹田・鈴木 ７－６（５） 大倉・田中

Ｓ１ 杉江 裕美子 ２－６ 荒木 麻友

Ｓ２ 外山 絵理 ６－０ 山岡 恵

Ｓ３ 村山 佳奈 ６－２ 正司 玲子

◇コンソレーション３回戦

華頂女子 ２－３ 樟蔭東（大阪）

Ｄ１ 外山・竹田 ６－３ 和田・奈古

Ｄ２ 村山・鈴木 ６－３ 松浦・掛水

Ｓ１ 杉江 祐美子 （１）６－７ 竹本 みのり

Ｓ２ 松本 朋子 ０－６ 堂野 菜摘

Ｓ３ 畑山 由佳 ０－６ 田中 千沙都

◇５位決定戦

華頂女子 ４－１ 開 智（和歌山）

本戦の対戦結果による

◇７位決定戦

立命館宇治 １－４ 栗 東（滋賀）

Ｄ１ 金井・是永 ３－６ 丸井・藤井

Ｄ２ 大倉・田中 ３－６ 山元・八田

Ｓ１ 荒木 麻友 ６－２ 村瀬 恵梨

Ｓ２ 山岡 恵 ０－６ 伊藤 恵美

Ｓ３ 正司 玲子 ２－６ 中森 ゆかり

◆トヨタジュニアテニス選手権大会京都府予選

期日：平成１２年１月２８日～２月４日

会場：太陽か丘テニスコート他

○男子シングルス

優勝 ：星 隆祐 （同志社国際）

２位 ：岩月 真也 （西舞鶴）

３位 ：山田 博隆 （東宇治）

４位 和田 耕治 （東山）

Ｂｅｓｔ８：佐藤 浩行 （同志社国際）

大谷 雄三 （西舞鶴）

小林 誠 （東山）

松永 雄樹 （東山）

※優勝の星隆祐（同志社国際）は全国大会へ出場。

○女子シングルス

優勝 ：荒木 麻友 （立命館宇治）

２位 ：福井 久実 （西舞鶴）

３位 ：杉江 祐美子（華頂女子）

４位 ：尾崎 友歌 （桃山）

Ｂｅｓｔ８：福田 みずほ（久御山）



三中西 綾 （華頂女子）

高屋 桃絵 （中学生）

外山 絵理 （華頂女子）

※優勝の荒木麻友（立命館宇治）は全国大会へ出場

◆トヨタジュニアテニストーナメント

期日：平成１２年４月５日～４月８日

会場：名古屋市東山公園テニスコート

○男子シングルス

◇１回戦

星 隆祐 ０－２ 増村 拓也（神菜：荘原ＳＳＣ ）

（２－６，１－６）

○女子シングルス

◇１回戦

荒木 麻友 ２－０ 和田貴美子（山形：日大山形）

（１－６，１－６）

◇２回戦

荒木 麻友 １－２ 宮本 梨沙（鹿児：鳳 凰）

（４－６，７－６（３）、４－６）

◆京都選抜ジュニアテニス選手権大会

期日：平成１２年８月１日～８月４日

会場：太陽か丘テニスコート

○男子シングルス１７歳以下

優勝 ：森岡 佑介 （中学生）

準優勝：大吉 浩太 （東山）

３位 ：久森 智之 （東宇治）

中野 仁資 （同志社）

Ｂｅｓｔ８：加古 大生 （同志社国際）

松永 雄樹 （東山）

武村 篤 （東山）

小西 悠介 （東山）

○女子シングルス１７歳以下

優勝 ：荒木 麻友 （立命館宇治）

準優勝：久見 香奈恵（中学生）

３位 ：森田 能子 （洛東）

福田 紗也 （中学生）

Ｂｅｓｔ８：工藤 久代 （久御山）

植村 奈央 （聖母女学院）

菅野 都奈 （向陽）

海堀 恵 （中学生）

◆関西ジュニアテニス選手権大会

期日：平成１２年７月１９日～７月２４日

会場：大阪市うつぼ公園テニスセンター

○男子シングルス１８歳以下

出場者：大谷雄三、岩月真也（以上西舞鶴）、星

隆祐、佐藤浩行（以上同志社国際）、佐

野望（東宇治）、中野仁資、山下平祐（

以上同志社）、大吉浩太、和田耕治、小

林誠（以上東山）

◇１回戦

大谷 雄三 ４－８ 木村 恵太（大：摂 陵）

佐藤 浩行 １－８ 城下 孝行（平：関西学院）

山下 平祐 （５）８－９ 小山 紘正（和：開 智）

佐野 望 ８－２ 阪長 員令（大：交 野）

星 隆祐 ８－２ 中野 仁資（京：同志社 ）

岩月 真也 ８－３ 岡内 賢太（大：北 野）

大吉 浩太 ３－８ 福井 彰次（大：清 風）

和田 耕治 ３－８ 星野 邦多（大：清 風）

小林 誠 ８－４ 高 真貴（和：開 智）

◇２回戦

佐野 望 ２－０ 森谷 良平（兵：仁川学院）

（７－５，６－４）

星 隆祐 ２－０ 村上 信吾（兵：仁川学院）

（７－５，６－１）

岩月 真也 ２－０ 穴田 晃平（兵：加古川北）

（７－５，５－１）

小林 誠 ２－０ 田中 裕也（大：清 風）

（６－３，６－４）

◇３回戦

佐野 望 ０－２ 今井 淳也（大：清 風）

（４－６，２－６）

星 隆祐 ２－１ 岩月 真也（京：西舞鶴 ）

（６－２，４－６，６－２）

小林 誠 １－２ 福井 彰次（大：清 風）

（６－２，４－６，５－７）

◇４回戦（準々決勝）

星 隆祐 ２－０ 福井 彰次（大：清 風）

（６－２，６－０）

◇５回戦（準決勝）

星 隆祐 ０－２ 今井 淳也（大：清 風）

（２－６，４－６）

※星隆祐（同志社国際）は関西大会Ｂｅｓｔ４。

○男子ダブルス１８歳以下

出場者：小林・和田、大吉・川原（以上東山）、

岩月・大谷（西舞鶴）、中野・山下（同

志社）

◇１回戦

小林・和田 ８－５ 田中・北元（兵：仁川学院）

岩月・大谷 ８－４ 三川・石橋（兵：神 戸）

大吉・川原 ４－８ 大内・薮中（大：清 風）

中野・山下 （２）８－９ 武長・長尾（大：大商学園）

◇２回戦

小林・和田 ０－２ 小川・前田（大：大産附属）

（（５）６－７，５－７）

岩月・大谷 ０－２ 山形・川畑（兵：明石城西）

（４－６，１－６）

○女子シングルス１８歳以下

出場者：石田有香、三中西綾（以上華頂女子）、



尾崎友歌（桃山）

◇１回戦

尾崎 友歌 ０－８ 加藤あす香（兵：夙川学院）

三中西 綾 ３－８ 本岡 舞（兵：園田学園）

石田 有香 ５－８ 生川沙代子（兵：夙川学院）

○女子ダブルス１８歳以下

出場者：石田・三中西（華頂女子）、多田・川田

（同志社）、尾崎・森田（桃山・洛東）

◇１回戦

石田・三中西８－３ 多田・川田（京：同志社 ）

尾崎・森田 ０－８ 小西・安田（兵：夙川学院）

○男子シングルス１６歳以下

出場者：武村篤、松永雄樹、小西悠介、神保秀亮

（以上東山）、小林一成（京都西）、洪

秀行、金耕次（以上京都韓国）

◇１回戦

小林 一成 ８－５ 洪 秀行（京：京都韓国）

金 耕次 ８－１ 末神 諒（滋：国際情報）

松永 雄樹 ８－５ 小西 悠介（京：東 山）

神保 秀亮 ６－８ 小林 良行（兵：仁川学院）

◇２回戦

小林 一成 ８－４ 渋谷洋太郎（兵：明石城西）

金 耕次 ２－８ 酒井 陽一（大：テニスクラブ所属）

武村 篤 ９－８（５） 山本 雄大（大：テニスクラブ所属）

松永 雄樹 ８－６ 大野 航（京：テニスクラブ所属）

◇３回戦

小林 一成 ０－２ 森岡 佑介（京：テニスクラブ所属）

（３－６，３－６）

武村 篤 ２－０ 酒井 陽一（大：テニスクラブ所属）

（６－１，７－５）

松永 雄樹 １－２ 大西 敢（大：清 風）

（６－１，４－６，１－６）

◇４回戦（準々決勝）

武村 篤 ０－２ 森 慎司（大：清 風）

（２－６，２－６）

※武村篤（東山）は関西大会Ｂｅｓｔ８。

○男子ダブルス１６歳以下

出場者：小西・神保、武村・松永（以上東山）、

洪・金（京都韓国）、小林・福田（京都

西・テニスクラブ）

◇１回戦

洪 ・金 ８－３ 福井・法心（大：同志香里）

小西・神保 ８－６ 武村・松永（京：東 山）

◇２回戦

洪 ・金 ０－８ 山本・山本（大：テニスクラブ所属）

小林・福田 ８－４ 岩越・小笠原（兵：仁 川）

小西・神保 ６－８ 大野・森岡（京：テニスクラブ所属）

◇３回戦

小林・福田 ０－２ 大野・森岡（京：テニスクラブ所属）

（３－６，５－７）

○女子シングルス１６歳以下

出場者：荒木麻友（立命館宇治）、福井久美（西

舞鶴）、杉江裕美子（華頂女子）、

◇２回戦

福井 久美 ８－１ 山口 知代（大：四天王寺）

杉江 裕美子８－１ 前田 良子（大：四天王寺）

荒木 麻友 ２－８ 山口 浅瀬（大：四天王寺）

◇３回戦

福井 久美 ２－１ 辻村香名子（大：四天王寺）

（６－３，２－６，６－０）

杉江 裕美子１－２ 西村 秀歩（京：テニスクラブ所属）

（６－２，５－７，０－６）

◇４回戦（準々決勝）

福井 久美 ０－２ 尾崎真衣加（兵：夙川学院）

（４－６，１－６）

※福井久美（西舞鶴）は関西大会Ｂｅｓｔ８。

○女子ダブルス１６歳以下

出場者：荒木・杉江（立命館宇治・華頂女子）

◇１回戦

荒木・杉江 ４－８ 西村・竹島（兵：夙川学院）

◆全日本ジュニアテニス選手権大会

期日：平成１２年８月１８日～８月２４日

会場：大阪市うつぼ公園テニスセンター

○男子ダブルス１８歳以下

出場者：山田・佐野（東宇治）

◇１回戦

山田・佐野 ０－２ 佐野・舟津（東海：名古屋学院・杜若）

（３－６，１－６）

○男子シングルス１６歳以下

出場者：星隆祐（同志社国際）

◇１回戦

星 隆祐 ０－２ 井上 雅之（愛知：名古屋 ）

（１－６，２－６）

○女子シングルス１６歳以下

出場者：荒木麻友（立命館宇治）、福井久美（西

舞鶴）、杉江裕美子（華頂女子）

◇１回戦

荒木 麻友 ２－１ 石原 怜奈（東海：静岡市立）

（４－６，６－１，６－１）

福井 久美 ０－２ 川床 萌（東海：テニスクラブ所属）

（２－６，０－６）

杉江 裕美子０－２ 柴田 彩子（関東：テニスクラブ所属）

（２－６，３－６）

◇２回戦

荒木 麻友 ２－１ 古賀 淳奈（九州：柳 川）

（６－２，１－６，６－２）

◇３回戦

荒木 麻友 ０－２ 田中 美佳（九州：鳳 凰）

（３－６，３－６）



◆関西ジュニア選抜テニス選手権大会

期日：平成１２年１２月１７日～１２月１９日

会場：大阪市うつぼ公園テニスセンター

○男子シングルス

出場者：武村篤、松永雄樹、大吉浩太（以上東山

）、小林一成（京都西）

◇１回戦

小林 一成 ８－０ 宮腰 裕章（奈：平 城）

松永 雄樹 ８－４ 髙木 克憲（大：履正社 ）

大吉 浩太 ６－８ 福井 武史（大：同志香里）

◇２回戦

小林 一成 （５）８－９ 森谷 良平（兵：明石城西）

松永 雄樹 ６－８ 城下 孝行（兵：関西学院）

武村 篤 ８－３ 福井 武史（大：同志香里）

◇３回戦

武村 篤 ２－１ 高 真貴（和：開 智）

（６－１，０－６，６－４）

◇４回戦（準々決勝）

武村 篤 １－２ 森谷 良平（兵：明石城西）

（５－７，７－６（４）、（４）６－７）

※武村篤（東山）は関西大会Ｂｅｓｔ８。

○女子シングルス

出場者：荒木麻友（立命館宇治）、福井久美（西

舞鶴）、

◇２回戦

福井 久美 ８－０ 但馬 志穂（大：飛翔館 ）

荒木 麻友 ８－６ 森岡 芙美（兵：園田学園）

◇２回戦

福井 久美 ０－２ 宮本絵梨香（兵：夙川学院）

（４－６，１－６）

荒木 麻友 ０－２ 松尾 嘉美（大：四天王寺）

（４－６，２－６）



国体２次選考 表５名と４名の様式

岩月 星 外川 和田 山田 順位

岩 月 ３－８ ８－６ ８－４ ① ３

星 ８－３ ９－７ ８－４ ３－８ ２

外 川 ６－８ ７－９ ８－５ １－８ ４

和 田 ４－８ ４－８ ５－８ ３－８ ５

山 田 ② ８－３ ８－１ ８－３ １

①（１）８－９ ②９－８（１）

（勝敗数が同数の場合は、得失ゲーム率による）

※１位と２位は最終選考会へ出場。

○女子

出場者：三中西綾（華頂女子）、森岡有為子、荒

木麻友（以上立命館宇治）、橋本香織（

同志社国際）

三中西 荒 木 森 岡 橋 本 順位

三中西 ２－８ ３－８ ６－８ ４

荒 木 ８－２ ８－５ ８－２ １

森 岡 ８－３ ５－８ ８－６ ２

橋 本 ８－６ ２－８ ６－８ ３

（勝敗数が同数の場合は、得失ゲーム率による）

※１位と２位は最終選考会へ出場。


