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［総評］

まず最初に、９月に京都府の丹波自然運動公園と亀

岡運動公園を会場とし、近畿高等学校テニス大会を開

催し、各校顧問、及び常任委員の先生方のご支援・ご

協力により、成功裏に終了できたことを報告したい。

本年度の本専門部の主な変更点としては、試合時間

の短縮及びよりスリリングな試合展開を目指したルー

ル変更により、府内１次予選でのノーアドバンテージ

ルールの採用の拡大や、セットブレーク方式の採用を

行なった点である。いずれも好評で、今後も継続して

いく予定である。

参加本数については、女子は相変わらず減少傾向を

示しているが、男子については増大したこと（女子の

約１．５倍強の参加人数）は普及（競技人口の増大）

の意味からすれば喜ばしいことである。しかしその反

面、会場数の増大に伴い、競技委員の不足やトラブル

の発生、また、一昨年より実施している京都府高体連

テニス部独自ポイント制度の参加本数増大による不具

合や男女で不均等になってきていること等が挙げられ

る。これらの問題を解決するために対応策を講じなけ

ればならないと考え、残念ではあるが平成７年より続

けていたフリーエントリー（オープン大会）を改め、

平成１４年度の夏の近畿大会予選より、新たな「エン

トリーに関する規定」を設ける方向で動いている。

毎年新たな問題点が発生する中で、大会が無事円滑

に進められ、一定の競技の成果がでているのも各校顧

問の先生方や常任委員一同の絶大なるご協力のおかげ

であり、皆様に感謝を述べたい。

次に学校対抗戦を一年間振り返ってみる。男子は、

昨年に引き続き東山が全国総体予選と全国選抜予選に

見事に勝ち抜いた。全国総体では３年の大吉・神保に

２年の武村・松村が、全国選抜では武村・松永を中心

とした２年生が活躍した。全国総体では初回戦で惜し

くも涙をのんだが、全国選抜近畿地区予選では４位に

入賞した。全国選抜近畿地区予選には、京都の２位校

として同志社国際が出場したが、惜しくも８位となり

全国の切符を逃したのは残念である。女子の全国総体

予選では、荒木を中心とした立命館宇治が常勝の華頂

女子を接戦の末破り、全国大会出場を決めた。全国総

体では一回戦を勝ち、二回戦でベスト４に入った山陽

女子に敗れたが非常に健闘した。全国選抜予選では、

全国総体を逃した華頂女子が奮起し、京都府１位とし

て近畿選抜予選ではシード校を破り４位に入賞した。

今年は、２年の杉江・竹田と１年の西村・小西を中心

にそれぞれ持ち味を出し活躍した。３月の全国選抜が

楽しみである。京都府の２位として出場した２年の橋

本を中心とした同志社国際も近畿地区で６位になり、

全国選抜に初出場を決めた。

国民体育大会では、男子は大吉・武村（東山）が活

躍し、第２シードを破り久しぶりにベスト８の壁を破

った。途中から大吉の怪我により、順位戦では惜しく

も８位入賞にとどまった。女子は、３年の荒木（立命

館宇治）と尾崎（桃山）が活躍し、昨年に引き続きベ

スト８の壁を破り、７位に入賞した。

個人戦を振り返ると、男子では、２年生の武村の活

躍がめざましい。シングルスにおいて、全国総体近畿

地区では準優勝、全国総体でもベスト１６、全日本ジ

ュニア１６歳以下ではベスト４、国体での活躍等、素

晴らしい成績を残し、全国高校ランキングでも１６位

にランクされたことは特筆できる。ダブルスにおいて

も、武村・松永（東山）組が全国総体近畿地区で準優

勝、全国総体でもベスト１６、近畿大会ではベスト４

に入った。今年の活躍が楽しみである。この２人に続

き、３年の大吉の全国総体や国体での活躍、３年の中

野（同志社）の頑張り、また、府内予選での京都韓国

高校生の台頭等があげられる。女子は男子に比べて層

が厚く、３年の荒木（立命館宇治）、尾崎（桃山）、

２年の福井（西舞鶴）、杉江（華頂女子）、１年の西

村（華頂女子）を中心に、橋本（同志社国際）、許（

京都韓国）の追随があげられる。中でも荒木は、シン

グルスで全国総体近畿予選で準優勝、全国総体でベス

ト１６、国体での活躍等、素晴らしい成績を残し、全

国高校ランキングでも１５位にランクされたことは特

筆できる。３年生として荒木、全国総体・国体で活躍

した尾崎が抜けたが、その穴を２年の福井がシングル

スで近畿大会ベスト４、関西選抜ジュニアベスト４、

１年の西村が全日本ジュニア１６歳以下でベスト８と

頑張っている。女子については層も厚く、来年も楽し

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１２～１３年度京都府高等学校テニスランキング

＜平成１２年８月近畿大会予選～平成１３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 武村 篤 （東山）

２位 中野 仁資 （同志社）

３位 大吉 浩太 （東山）

４位 金 晃宏 （京都韓国）

５位 山下 平祐 （同志社）

小西 悠介 （東山）

７位 松永 雄介 （東山）

８位 久森 智之 （東宇治）

９位 加古 大生 （同志社国際）

洪 秀行 （京都韓国）

○男子ダブルス

１位 中野・山下 （同志社）

大吉・川原 （東山）

武村・松永 （東山）

４位 小西・神保 （東山）

５位 前田・大西 （同志社）

○女子シングルス

１位 荒木 麻友 （立命館宇治）

２位 福井 久美 （西舞鶴）

３位 尾崎 友歌 （桃山）

４位 杉江 裕美子（華頂女子）

５位 橋本 康代 （同志社国際）

６位 外山 絵理 （華頂女子）

７位 許 愛希 （京都韓国）

８位 森田 能子 （洛東）

９位 松岡 恵理 （平安女学院）

村山 佳奈 （華頂女子）

○女子ダブルス

１位 荒木・正司 （立命館宇治）

２位 村山・杉江 （華頂女子）

３位 金井・是永 （立命館宇治）

４位 竹田 外山 （華頂女子）

５位 村山・竹田 （華頂女子）

■平成１３年度全国高等学校テニス順位

（平成１３年度全国高等学校体育連盟公認）

○男子シングルス

１６位 武村 篤 （東山）

○男子ダブルス

該当者なし

○女子シングルス

１５位 荒木 麻友 （立命館宇治）

○女子ダブルス

該当者なし

■京都府高等学校春季テニス大会

期日：平成１３年４月２日～４月３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）

予選免除：大吉浩太（東山）＜トヨタジュニア全国大会による＞

武村 篤 （東 山） ６－０

田中 勇人 （東 山） ６－２

川原 昌志 （東 山）

洪 秀行 （京 都 韓 国） ６－３ ６－２

小西 悠介 （東 山） ６－２

山口 健介 （洛 南）

前田 健志 （同 志 社） ６－２

中野 仁資 （同 志 社） ６－２ ６－１

久森 智之 （東 宇 治） ６－２

谷村 優 （同 志 社） ６－３

加古 大生 （同 志 社 国 際）

山下 平祐 （同 志 社） ７－５

金 晃宏 （京 都 韓 国） ６－２ ７－５

小川 翔 （同 志 社 国 際）

神保 秀亮 （東 山） ６－３

松永 雄樹 （東 山） ７－６（５）

○男子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

予選免除：大吉・川原（東山）＜トヨタジュニア出場ペアによる＞

中野 ・山下 （同 志 社） ６－２

椋田 ・谷口 （京 都 成 章） ６－４

加古 ・小川 （同 志 社 国 際）

金 ・南 （京 都 韓 国） ６－３ ６－１

田中 ・新谷 （東 山） ６－４

榎本 ・磯 （京 都 成 章）

前田 ・大西 （同 志 社） ６－４

小西 ・神保 （東 山） ６－４

○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）

＜トヨタジュニア全国大会出場による＞

尾崎 友歌 （桃 山） ６－０

中島 梨恵 （府 立 商 業） ６－３

谷口 紗矢香（花 園）

許 愛希 （京 都 韓 国） ６－１ ６－４

外山 絵理 （華 頂 女 子） ７－５

村山 佳奈 （華 頂 女 子）

青木 美帆 （同 志 社 国 際） ６－３

杉江 裕美子（華 頂 女 子） ６－１ ６－３

橋本 康代 （同 志 社 国 際） ６－２

金井 裕里 （立 命 館 宇 治） ６－４

西條 朋子 （同 志 社 国 際）

森田 能子 （洛 東） ６－２

松岡 恵理 （平 安 女 学 院） ６－４ ６－１

林 由佳 （洛 西）

植村 奈央 （聖 母 学 院） ６－０

福井 久美 （西 舞 鶴） ６－１



○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）

＜トヨタジュニア出場ペアによる＞

外山 ・竹田 （華 頂 女 子） ６－４

尾崎 ・川勝 （桃 山） ６－１

伊藤 ・工藤 （京 都 外 大 西）

森田 ・百村 （洛 東） ６－１ ６－２

金井 ・是永 （立 命 館 宇 治） ６－０

中島 ・瀧野 （府 立 商 業）

橋本 ・前田 （同 志 社 国 際） ６－３

杉江 ・村山 （華 頂 女 子） ６－３

■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１３年４月２９日～５月６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） ６－１

水上 武 （山 城） ①２－０

吉田 晃 （同 志 社）

山下 平祐 （同 志 社） ６－０ ⑤２－１

金 晃宏 （京 都 韓 国） ６－３

長田 晃輝 （鳥 羽）

加古 大生 （同 志 社 国 際） ②２－０

松永 雄樹 （東 山） ６－４ ⑦

中野 仁資 （同 志 社） ６－１ ２－０

金 耕次 （京 都 韓 国） ③２－０

井下 純 （洛 星）

掘田 倫行 （同 志 社 国 際） ６－４

小西 悠介 （東 山） ７－５ ⑥２－０

洪 秀行 （京 都 韓 国）

前田 健志 （同 志 社） ④２－０

大吉 浩太 （東 山） ６－２

①７－５，７－５， ②６－１，６－３， ③６－２，６－０

④６－０，６－３ ⑤４－６，６－４，６－２ ⑥６－３，６－２

⑦６－２，６－４

３位決定戦 中野 ２（６－３，６－０）０ 金

最終順位：１位 武村 篤 （東山）

２位 大吉 浩太 （東山）

３位 中野 仁資 （同志社）

４位 金 晃宏 （京都韓国）

※１～３位の武村篤（東山）、大吉浩太（東山）、

中野仁資（同志社）の３名が全国大会に出場。

○男子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

鎌居 ・北村 （同 志 社 国 際） ７－５

杉本 ・浜崎 （乙 訓） ①２－０

武村 ・松永 （東 山）

谷村 ・岩佐 （同 志 社） ６－４ ③

中野 ・山下 （同 志 社） ６－３ ２－０

下田 ・北村 （立 命 館 宇 治）

前田 ・大西 （同 志 社） ②２－０

小西 ・神保 （東 山） ６－４

①６－２，６－２ ②６－４，６－２ ③６－１，６－３

最終順位：１位 武村 ・松永 （東山）

２位 前田 ・大西 （同志社）

※優勝の武村・松永（東山）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） ６－２

金井 裕里 （立 命 館 宇 治） ①２－１

松岡 恵理 （平 安 女 学 院）

許 愛希 （京 都 韓 国） ６－２ ⑤２－０

西村 秀歩 （華 頂 女 子） ６－１

林 由佳 （洛 西）

四方 由香 （塔 南） ②２－０

尾崎 友歌 （桃 山） ６－０ ⑦

橋本 康代 （同 志 社 国 際） ６－２ ２－０

村山 佳奈 （華 頂 女 子） ③２－０

高屋 桃絵 （北 稜）

杉江 裕美子（華 頂 女 子） ６－４

外山 絵理 （華 頂 女 子） ７－５ ⑥２－０

森田 能子 （洛 東）

植村 奈央 （聖 母 学 院） ④２－０

福井 久美 （西 舞 鶴） ６－０

①２－６，６－４，６－２ ②６－３，６－４ ③６－３，６－０

④６－０，６－０ ⑤６－２，６－３ ⑥６－４，６－４

⑦６－４，７－５

３位決定戦 尾崎 ２（６－４，６－３）０ 杉江

最終順位：１位 荒木 麻友 （立命館宇治）

２位 福井 久美 （西舞鶴）

３位 尾崎 友歌 （桃山）

４位 杉江 裕美子（華頂女子）

※１～３位の荒木麻友（立命館宇治）、福井久美（

西舞鶴）、尾崎友歌（桃山）の３名が全国大会に

出場。



○女子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

荒木 ・正司 （立 命 館 宇 治） ６－２

橋本 ・前田 （同 志 社 国 際） ①２－０

坂口 ・林 （洛 西）

竹田 ・外山 （華 頂 女 子） ６－１ ③

金井 ・是永 （立 命 館 宇 治） ６－１ ２－０

有兼 ・宮本 （西 乙 訓）

尾崎 ・川勝 （桃 山） ②２－１

杉江 ・村山 （華 頂 女 子） ６－３

①６－１，６－３ ②６－０，５－７，６－０ ③６－４，６－４

最終順位：１位 杉江 ・村山 （華頂女子）

２位 荒木 ・正司 （立命館宇治）

※優勝の杉江・村山（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１３年５月１９日～５月２０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：立命館宇治

３位：桃山、木津

Ｂブロック 優勝：京都韓国 ２位：洛星

３位：洛東、京都両洋

Ｃブロック 優勝：同志社 ２位：京都成章

３位：鳥羽、南京都

Ｄブロック 優勝：同志社国際２位：東宇治

３位：南陽、洛南

両丹ブロック 優勝：綾部 ２位：峰山

○女子

Ａブロック 優勝：立命館宇治２位：洛西

３位：京都明徳、西乙訓

Ｂブロック 優勝：華頂女子 ２位：紫野

３位：東稜、ノートルダム女学院

Ｃブロック 優勝：同志社女子２位：花園

３位：向陽、菟道

Ｄブロック 優勝：同志社国際２位：府立商業

３位：京都女子、京教大附属

両丹ブロック 優勝：峰山 ２位：綾部

■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１３年５月２７日

会場：丹波自然運動公園テニスコート

○男子

東 山 同 志 社

２－０ ２－１

綾 部

２－０

同 志 社 国 際 ３－１ 京 都 韓 国

最終順位：１位 東山

２位 同志社

※優勝の東山高校が全国総体に出場。

○女子

立 命 館 宇 治 同 志 社 女 子

２－１ ２－０

峰 山

２－１

同 志 社 国 際 ３－０ 華 頂 女 子

最終順位：１位 立命館宇治

２位 華頂女子

※優勝の立命館宇治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１３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）＜国体選手による＞

松永 雄樹 （東 山） ６－２

平田 孝央 （東 山） ６－２

新谷 良 （東 山）

北村 貴信 （同 志 社 国 際） ６－１ ６－２

谷口 亮 （京 都 成 章） ６－２

吉田 晃 （同 志 社）

堀田 直史 （東 山） ６－１

井下 純 （洛 星） ６－３ ６－２

金 耕次 （京 都 韓 国） ６－３

長田 晃輝 （鳥 羽） ６－４

河辺 雄介 （同 志 社 国 際）

堀田 倫行 （同 志 社 国 際） ６－０

宮西 克行 （洛 西） ６－４ ６－２

李 廷碩 （京 都 韓 国）

鎌居 康起 （同 志 社 国 際） ６－３

洪 秀行 （京 都 韓 国） ６－０

※国体選手の武村篤（東山）の他、上記のＢｅｓｔ１６以

上の選手、及び順位戦の結果、北村直（立命館宇

治）、三枝憲史（洛西）の合計１９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）＜国体選手の出場ペアによる＞

鎌居 ・北村 （同 志 社 国 際） ６－３

新谷 ・平田 （東 山） ７－６（１）

金 ・洪 （京 都 韓 国）

村上 ・吉田 （同 志 社） ６－３ ６－２

家村 ・北村 （立 命 館 宇 治） ７－５

金 ・姜 （京 都 韓 国）

黄 ・李 （京 都 韓 国） ６－４

山口 ・堀田 （東 山） ６－３

※国体選手の武村篤（東山）とそのペアの松永雄樹

組の他、上記のＢｅｓｔ８以上の組の合計９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：福井久美（西舞鶴）＜国体選手（代理）による＞

杉江 裕美子（華 頂 女 子） ６－１

島本 由美子（京 教 大 附 属） ６－２

平野 雅予 （向 陽）

是永 真帆 （立 命 館 宇 治） ６－３ ６－０

谷口 紗矢香（花 園） ６－４

中森 彩 （同 志 社 女 子）

吹田 未奈子（久 御 山） ６－３

外山 絵理 （華 頂 女 子） ６－０ ６－３

許 愛希 （京 都 韓 国） ６－３

高屋 桃絵 （北 稜） ６－１

松木 美佳 （京 都 女 子）

西村 秀歩 （華 頂 女 子） ６－２

竹田 綾 （華 頂 女 子） ６－２ ６－１

林 由佳 （洛 西）

山下 恵 （洛 西） ６－２

橋本 康代 （同 志 社 国 際） ７－５

※国体選手の代理の福井久美（西舞鶴）の他、上記

のＢｅｓｔ１６以上の選手、及び順位戦の結果、小西麻

世（華頂女子）、松本奈津紀（京都女子）の合計

１９名が近畿大会に出場。

○女子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

杉江 ・竹田 （華 頂 女 子） ７－５

西村 ・小西 （華 頂 女 子） ７－５

吹田 ・臼井 （久 御 山）

橋本 ・前田 （同 志 社 国 際） ６－３ ６－２

大野 ・鈴木 （同 志 社 国 際） ６－３

土肥 ・慶山 （菟 道）

山下 ・横江 （洛 西） ７－６（３）

外山 ・畑山 （華 頂 女 子） ６－４

※上記のＢｅｓｔ８以上の組、及び順位戦の結果、船江

・島村（花園）組の合計９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１３年９月２３日～９月３０日

会場：丹波自然運動公園・向島西テニスコート他

○男子（Ｂｅｓｔ１６以上を掲載）

東 山 ３－０ ３－０ 同志社国際

乙 訓 ３－０ ３－０ 塔 南

西 乙 訓 桃 山

亀 岡 ４－１ ３－０ 久 御 山

４－０ ３－１

立命館宇治 ３－０ ３－１ ３－０ 洛 西

京都両洋 田 辺

鳥 羽 ３－１ ３－０ 八 幡

同 志 社 ３－１ ３－０ 京都韓国

３位決定戦 京都韓国 ３－１ 立命館宇治

２位決定戦 同志社国際 対戦済 京都韓国

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位の同志社国際が全国選抜の近畿

地区予選に出場。

○女子（Ｂｅｓｔ１６以上を掲載）

華頂女子 ３－０ ３－０ 洛 西

平安女学院 ３－１ ３－２ 府立商業

乙 訓 菟 道

花 園 ３－１ ３－０ 京都女子

３－０ ３－０

立命館宇治 ３－１ ３－１ ４－１ 久 御 山

京都外大西 向 陽

紫 野 ３－２ ３－０ 京都明徳

同志社女子 ３－０ ３－０ 同志社国際

３位決定戦 京都女子 ３－２ 立命館宇治

２位決定戦 同志社国際 対戦済 京都女子

最終順位：１位 華頂女子

２位 同志社国際

３位 京都女子

４位 立命館宇治

※１位の華頂女子と２位の同志社国際が全国選抜の

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１３年１０月７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） ６－１

石川 大介 （洛 星） ６－０

新谷 良 （東 山）

吉田 晃 （同 志 社） ７－５ ６－４

堀田 倫行 （同 志 社 国 際） ６－０

竹内 太郎 （洛 西）

柳沢 信之 （東 宇 治） ６－３

李 廷碩 （京 都 韓 国） ６－０ ６－０

井下 純 （洛 星） ７－５

宮西 克行 （洛 西） ６－０

高山 智至 （山 城）

洪 秀行 （京 都 韓 国） ６－１

長田 晃輝 （鳥 羽） ６－０ ６－２

金 耕次 （京 都 韓 国）

村上 誠稔 （同 志 社） ７－５

松永 雄樹 （東 山） ７－６（３）



○男子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

松永 ・新谷 （東 山） Ｗ．Ｏ．

北村 ・伴 （立 命 館 宇 治） ６－２

姜 ・金 （京 都 韓 国）

鎌居 ・北村 （同 志 社 国 際） ６－１ ６－４

李 ・黄 （京 都 韓 国） ６－２

金 ・洪 （京 都 韓 国）

村上 ・吉田 （同 志 社） ６－３

武村 ・平田 （東 山） ６－４

○女子シングルス（Ｂｅｓｔ１６以上を掲載）

福井 久美 （西 舞 鶴） ６－１

松木 美佳 （京 都 女 子） ６－０

中森 彩 （同 志 社 女 子）

是永 真帆 （立 命 館 宇 治） ６－１ ６－３

西村 秀歩 （華 頂 女 子） ６－０

林 由佳 （洛 西）

大野 真生 （同 志 社 国 際） ７－６（４）

許 愛希 （京 都 韓 国） ６－０ ６－３

橋本 康代 （同 志 社 国 際） ６－０

道家 さやか（西 山） ６－１

平野 雅予 （向 陽）

外山 絵理 （華 頂 女 子） ７－５

谷口 紗矢香（花 園） ６－２ ６－１

竹田 綾 （華 頂 女 子）

前田 奈浦子（同 志 社 国 際） ６－１

杉江 裕美子（華 頂 女 子） ６－０

○女子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

杉江 ・竹田 （華 頂 女 子） ７－６（４）

大野 ・鈴木 （同 志 社 国 際） ６－０

船江 ・島村 （花 園）

吹田 ・臼井 （久 御 山） ６－３ ６－１

是永 ・大倉 （立 命 館 宇 治） ６－４

西村 ・小西 （華 頂 女 子）

大島 ・松木 （京 都 女 子） ６－１

橋本 ・前田 （同 志 社 国 際） ６－４

■第２１回京都高等学校室内テニス大会

期日：平成１３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

３－０

奈 良 ３－０ ン

奈 良

大 阪 ソ

２－１ 大 阪

兵 庫 ３－０ ２－１ レ

コ ２－１ ３－０ 滋 賀

滋 賀 ２－１ ２－１

ン 京都Ｂ

和歌山

ソ ３－０ 京都Ｃ

３－０

レ 京都Ｃ ３－０ 和歌山

最終順位：１位 兵庫

２位 京都Ｂ

※京都府出場選手一覧

チーム Ｎｏ．１ Ｎｏ．２ Ｎｏ．３ Ｎｏ．４

井下 新谷 宮西 平田

Ａ

（洛 星） （東 山） （洛 西） （東 山）

李 洪 村上 金

Ｂ

（韓 国） （韓 国） （同志社） （韓 国）

長田 北村 鎌居 黄

Ｃ

（鳥 羽） （同国際） （同国際） （韓 国）

○女子

京都Ａ ３－０ 奈 良 コ

Ｗ．Ｏ．

和歌山 ２－１ ン

和歌山

奈 良 ソ

２－１ 大 阪

大 阪 ２－１ ２－１ レ

コ ２－１ ２－１ 兵 庫

兵 庫 ３－０ ２－１

ン 京都Ｂ

京都Ｃ

ソ ２－１ 京都Ｃ

Ｗ．Ｏ．

レ 滋 賀 ３－０ 滋 賀

最終順位：１位 兵庫

２位 京都Ｂ

※京都府出場選手一覧

チーム Ｎｏ．１ Ｎｏ．２ Ｎｏ．３ Ｎｏ．４

許 外山 竹田 小西

Ａ

（韓 国） （華頂女） （華頂女） （華頂女）

橋本 是永 前田 横江

Ｂ

（同国際） （立宇治） （同国際） （洛 西）

平野 谷口 吹田 臼井

Ｃ

（向 陽） （花 園） （久御山） （久御山）

◆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１３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 ：大吉 浩太 （東山）

準優勝：中野 仁資 （同志社）

３位 ：小西 悠介 （東山）

小林 一成 （四の宮ＴＣ）

Ｂｅｓｔ８：松永 雄樹 （東山）

山下 平祐 （同志社）

久森 智之 （東宇治）

加古 大生 （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：北村 直 （立命館宇治）

※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 ：福井 久美 （西舞鶴）

準優勝：荒木 麻友 （立命館宇治）



３位 ：尾崎 友歌 （桃山）

杉江 裕美子（華頂女子）

Ｂｅｓｔ８：菅野 都奈 （向陽）

森田 能子 （洛東）

村山 佳奈 （華頂女子）

植村 奈央 （聖母学院）

○女子シングルス１６歳以下の部

優勝 ：西村 秀歩（華頂女子）

準優勝：高屋 桃絵（北稜）

※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。

○男子ダブルス１８歳以下の部

優勝 ：大吉 ・松永 （東山）

準優勝：前田 ・大西 （同志社）

３位 ：久森 ・加古 （東宇治・同志社国際）

川原 ・新谷 （東山）

○男子ダブルス１６歳以下の部

優勝 ：武村 ・金本 （東山）

○女子ダブルス１８歳以下の部

優勝 ：荒木 ・福井 （立命館宇治・西舞鶴）

準優勝：杉江 ・村山 （華頂女子）

３位 ：金井 ・是永 （立命館宇治）

外山 ・竹田 （華頂女子）

○女子ダブルス１６歳以下の部

優勝 ：橋本 ・許 （同志社国際・京都韓国）

◆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：小西悠介、松永雄樹、武村篤（以上東山

）、小林一成（四の宮ＴＣ）

※最終選考会出場者２名と合わせて６名になるが、

日程・会場の関係ですべて最終選考会で選考を実

施。

〇女子

出場者：尾崎友歌（桃山）、杉江裕美子、西村秀

歩（以上華頂女子）

※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１３年６月２３日～６月２４日

会場：西院テニスコート

○男子

出場者：大吉浩太、小西悠介、武村篤、松永雄樹

（以上東山）、中野仁資（同志社）小林

一成（四の宮ＴＣ）

武村 小林 小西 中野 大吉 松永 順

武村 ８－３ ８－１ ９８（２ ３－８ ８－６ ２

小林 ３－８ ９８（４ ８－４ ０－８ ８－６ ３

小西 １－８ ４）８９ ０－８ ２－８ ２－８ ６

中野 ２）８９ ４－８ ８－０ ６－８ ４－８ ５

大吉 ８－３ ８－０ ８－２ ８－６ ６－８ １

松永 ６－８ ６－８ ８－２ ８－４ ８－６ ４

（勝敗数が同数の場合は、得失ゲーム率による）

※１位の大吉浩太と２位の武村篤は京都府代表選

手として、国民体育大会近畿地区予選に出場。

○女子

出場者：福井久美（西舞鶴）、荒木麻友（立命館

宇治）、尾崎友歌（桃山）、杉江裕美子

、西村秀歩（以上華頂女子）

杉江 尾崎 西村 福井 荒木 順位

杉 江 ５）８９ ８－５ ３－８ ６－８ ４

尾 崎 ９８（５ ６－８ ８－４ ２－８ ２

西 村 ５－８ ８－６ ４－８ ３－８ ５

福 井 ８－３ ４－８ ８－４ ４－８ ３

荒 木 ８－６ ８－２ ８－３ ８－４ １

（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位の尾崎友歌は京都府代表

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１３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：東山・同志社

◇１回戦

同 志 社 ３－１ 須賀川（福島）

Ｄ１ 大西・谷村 （３）６－７ 渡辺・香西

Ｄ２ 前田・深川 ６－４ 国分稔・岡部

Ｓ１ 中野 仁資 ６－４ 佐藤 智也

Ｓ２ 山下 平祐 ６－３ 国分 将也

Ｓ３ 梶川 宗佐 ５－７ 森 淳一

◇２回戦

同 志 社 １－４ 仁 川（兵庫）

Ｄ１ 大西・深澤知 ２－６ 村上・宮永

Ｄ２ 前田・深澤仁 ２－６ 名尾・松谷

Ｓ１ 中野 仁資 ６－４ 森谷 良平

Ｓ２ 山下 平祐 ２－６ 大西 敢

Ｓ３ 梶川 宗佐 ２－６ 相原 和樹

東 山 ２－３ 明石城西（兵庫）

Ｄ１ 小西・神保 ４－６ 徳毛・渋谷

Ｄ２ 川原・新谷 ６－４ 大西・森井

Ｓ１ 武村 篤 ３－６ 安田 智昭

Ｓ２ 松永 雄樹 ７－６（１） 藤本 雄規

Ｓ３ 大吉 浩太 ４－６ 穴田 裕介



○女子

出場校：華頂女子・立命館宇治

◇１回戦

立命館宇治 １－４ 湘南工大附（神奈川）

Ｄ１ 金井・是永 ６－２ 相澤・野田

Ｄ２ 大倉・田中 ０－６ 戸田・尾崎

Ｓ１ 荒木 麻友 １－６ 高岸 知代

Ｓ２ 山岡 ０－６ 竹原 心

Ｓ３ 正司 玲子 ３－６ 芳野 紗綾香

◇２回戦

華頂女子 １－４ 茗啓学園（茨城）

Ｄ１ 外山・竹田 （５（６－７ 岡野・砂原

Ｄ２ 鈴木・畑山 ４－６ 山内・星

Ｓ１ 杉江 裕美子 ６－１ 佐々木 愛

Ｓ２ 村山 佳奈 ４－６ 川口 真美子

Ｓ３ 松本 ０－６ 小高 里奈

◆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１３年６月１５日～６月１７日

会場：滋賀県長浜市長浜ドーム

○男子シングルス

出場者：武村篤、大吉浩太（以上東山）、中野仁

資（同志社）

◇１回戦

武村 篤 ６－０ 末神 亮（滋：国際情報）

◇２回戦

中野 仁資 ３－６ 安田 智昭（兵：明石城西）

大吉 浩太 ４－６ 藪中 伸也（大：清 風）

武村 篤 ２－６ 森谷 良平（兵：仁川学院）

○男子ダブルス

出場者：武村・松永（東山）

◇２回戦

武村・松永 ６－１ 城下・中川（兵：関西学院）

◇３回戦（準決勝）

武村・松永 ６－４ 乾野・高 （和：開 智）

◇決勝（４回戦）

武村・松永 ０－２ 小川・松田（大：大産大附）

（４－６、２－６）

※武村・松永組は近畿大会準優勝。

○男子団体

出場校：東山

◇１回戦

東 山 ０ － ３ 開 智（和歌山）

Ｄ 松永・神保 ４－６ 栗山・岡田

Ｓ１ 武村 篤 ５－７ 乾野 修平

Ｓ２ 大吉 浩太 ４－６ 高 真貴

○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）、尾崎友歌（桃山）

◇１回戦

尾崎 友歌 ６－３ 大橋 愛弓（和：開 智）

◇２回戦

尾崎 友歌 ３－６ 前川 綾香（大：四天王寺）

荒木 麻友 ６－０ 橋本 真紀（和：開 智）

福井 久美 ０－６ 尾崎真衣加（兵：夙川学院）

◇３回戦

荒木 麻友 ６－２ 前川 綾香（大：四天王寺）

◇４回戦（準決勝）

荒木 麻友 ２－０ 宮本絵梨香（兵：夙川学院）

（６－０，６－４）

◇決勝（５回戦）

荒木 麻友 １－２ 川床 萌（兵：園田学園）

（（３）６－７，６－４，２－６）

※荒木麻友は近畿大会準優勝。

○女子ダブルス

出場者：杉江・村山（華頂女子）

◇１回戦

杉江・村山 ３－６ 一村・工藤（大：四天羽曳）

○女子団体

出場校：立命館宇治

◇１回戦

立命館宇治 ２ － １ 開 智（和歌山）

Ｄ 金井・是永 ６－２ 谷 ・根田

Ｓ１ 荒木 麻友 ７－５ 橋本 真紀

Ｓ２ 正司 玲子 １－６ 大橋 愛弓

◇２回戦（準決勝）

立命館宇治 ０ － ３ 夙川学院（兵庫）

Ｄ 正司・是永 １－６ 山下・生川

Ｓ１ 荒木 麻友 ２－６ 尾崎 真衣加

Ｓ２ 山岡 恵 １－６ 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１３年８月２日～８月８日

会場：熊本県熊本市及び八代市

○男子団体の部

出場校：東山

◇２回戦

東 山 １ － ２ 日大三（東京）

Ｄ 松永・小西 ５－８ 箕輪・加隅

Ｓ１ 武村 篤 ８－５ 小岩 辰士

Ｓ２ 大吉 浩太 ５－８ 石井 洪平

○男子個人の部シングルス

出場者：武村篤、大吉浩太（以上東宇治）、中野

仁資（同志社）



◇１回戦

武村 篤 ８－１ 田口 怜（秋田：市立秋田商）

大吉 浩太 ８－４ 植木竜太郎（東京：東海大菅 生）

中野 仁資 ６－８ 谷地 隼人 （岩手：岩 手）

◇２回戦

武村 篤 ８－１ 原田 将来（北海：札幌日大）

大吉 浩太 ４－８ 村居 誠悟（三重：四日市工）

◇３回戦

武村 篤 ８－６ 久米 秀平（岡山：関 西）

◇４回戦

武村 篤 １－８ 權 亨胎（福岡：柳 川）

※武村篤は全国大会Ｂｅｓｔ１６。

○男子個人の部ダブルス

出場者：武村・松永（東山）

◇１回戦

武村・松永 ８－０ 小野寺・佐藤（宮城：東 陵）

◇２回戦

武村・松永 ９－８（４） 古城・石岡（埼玉：浦和学院）

◇３回戦

武村・松永 ３－８ 酒井・安井（栃木：足利工大附）

○女子団体の部

出場校：立命館宇治

◇１回戦

立命館宇治 ２ － １ 向 陽（長崎）

Ｄ 正司・是永 ８－３ 田中・三浦

Ｓ１ 荒木 麻友 ８－２ 藤野 理絵

Ｓ２ 金井 裕里 ５－８ 上赤 早紀

◇２回戦

立命館宇治 ０ － ３ 山陽女子（岡山）

Ｄ 正司・是永 ３－８ 山田・深井

Ｓ１ 荒木 麻友 （４）８－９ 原 由紀代

Ｓ２ 金井 裕里 ２－８ 垂井 絵里香

○女子個人の部シングルス

出場者：荒木麻友（立命館宇治）、福井久美（西

舞鶴）、尾崎友歌（桃山）

◇１回戦

荒木 麻友 ８－３ 芳野紗綾香（神奈：湘南工大附）

福井 久美 ８－１ 佐々尾依里（神奈：東海大相 模）

尾崎 友歌 ８－２ 照沼 真梨（茨城：牛久栄進）

◇２回戦

荒木 麻友 ８－１ 大岡真理子（広島：広 陵）

福井 久美 ３－８ 原 由紀代（岡山：山陽女子）

尾崎 友歌 ２－８ 松井 小麦（静岡：静岡市立）

◇３回戦

荒木 麻友 ８－３ 深田いず美（静岡：沼津学園）

◇４回戦

荒木 麻友 ６－８ 米村 明子（熊本：鎮 西）

※荒木麻友は全国大会Ｂｅｓｔ１６。

○女子個人の部ダブルス

出場者：杉江・村山（華頂女子）

◇１回戦

杉江・村山 ８－３ 宮田・山本（石川：尾山台 ）

◇２回戦

杉江・村山 （８）８－９ 松井・石原（静岡：静岡市立）

◆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：奈良県樫原市樫原運動公園

○男子

出場者：武村篤、大吉浩太（以上東山）

※今年度は本国体の男子がオープン大会のため、

近畿地区予選は実施せず。

○女子

出場者：尾崎友歌（桃山）、福井久美（西舞鶴）

※荒木が学校行事のため、福井が代わり

に出場。

滋賀 和歌山 京都 兵庫 大阪 奈良 順位

滋賀 ０－３ ０－３ ０－３ ０－２ ０－２ ６

和歌山 ３－０ ０－２ ０－２ ０－３ ２－１ ４

京都 ３－０ ２－０ ０－３ ２－１ ２－０ ２

兵庫 ３－０ ２－０ ３－０ ２－０ ３－０ １

大阪 ２－０ ３－０ １－２ ０－２ ３－０ ３

奈良 ２－０ １－２ ０－２ ０－３ ０－３ ５

※１位～５位は国民体育大会に出場。京都は２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 尾崎 友歌 ６－１ 伊藤 恵美

Ｓ２ 福井 久美 ６－１ 浅田 亜祐子

Ｄ 尾崎・福井 ７－５ 伊藤・浅田

京 都 ２ － １ 大 阪

Ｓ１ 尾崎 友歌 ６－２ 前川 綾香

Ｓ２ 福井 久美 ６－４ 井上 麻美

Ｄ 尾崎・福井 ２－６ 前川・井上

京 都 ０ － ３ 兵 庫

Ｓ１ 尾崎 友歌 ３－６ 尾崎 真衣加

Ｓ２ 福井 久美 ３－６ 川床 萌

Ｄ 尾崎・福井 （５）６－７ 尾崎・川床

京 都 ２ － ０ 奈 良

Ｓ１ 尾崎 友歌 ７－５ 伊地知沙織

Ｓ２ 福井 久美 ６－１ 星野 美生

Ｄ 尾崎・福井 打ち切 伊地知・星野

京 都 ２ － ０ 和 歌 山

Ｓ１ 尾崎 友歌 ６－１ 橋本 真紀

Ｓ２ 福井 久美 ６－１ 大橋 愛弓

Ｄ 尾崎・福井 打ち切 橋本・大橋



◆近畿高等学校テニス大会個人の部

期日：平成１３年９月１５日～９月１７日

会場：京都府丹波町丹波自然運動公園テニスコート他

○男子シングルス

出場者：武村篤、松永雄樹、平田孝央、新谷良、

堀田直史（以上東山）、北村貴信、河辺

雄介、堀田倫行、鎌居康起（以上同志社

国際）、谷口亮（京都成章）、吉田晃（

同志社）、井下純（洛星）、金耕次、李

廷碩、洪秀行（京都韓国）、長田晃輝（

鳥羽）、宮西克行、三枝憲史（洛西）、

北村直（立命館宇治）

◇１回戦

金 耕次 ８－４ 辻本 剛志（和：田 辺）

北村 貴信 ８－１ 今西 健二（和：向 陽）

新谷 良 ８－３ 中村 弘樹（奈：東大寺 ）

堀田 直史 ８－５ 高木 克憲（大：履正社 ）

鎌居 康起 ３－８ 鳥山 洋（大：摂 陵）

宮西 克行 ８－４ 別城 悠樹（奈：東大寺 ）

三枝 憲史 １－８ 赤松 健太（兵：明石城西）

堀田 倫行 ８－２ 鶴田 祥平（奈：奈良学園）

井下 純 １－８ 柏 祐輔（兵： 灘 ）

長田 晃輝 ８－５ 新開 高文（奈：奈 良）

平田 孝央 ８－２ 西山 修平（滋：堅 田）

洪 秀行 ３－８ 穴田 祐介（兵：明石城西）

谷口 亮 ８－４ 草野 裕也（滋：国際情報）

河辺 雄介 ６－８ 野瀬 智宏（滋：光 泉）

◇２回戦

北村 直 ８－３ 山本 裕資（兵：長 田）

金 耕次 ３－８ 藤澤 宏行（大：清 風）

北村 貴信 ２－８ 浅井 烈（大：清 風）

松永 雄樹 ８－２ 小山 秀樹（奈：平 城）

新谷 良 ２－８ 松田 一輝（大：大産大附）

吉田 晃 ８－２ 玉置 和樹（和：近大和歌山）

堀田 直史 ８－５ 林 佑季（和：開 智）

宮西 克行 ０－８ 岡田 陽平（和：開 智）

堀田 倫行 ８－５ 福井 武史（大：同志社香里）

小西 悠介 ０－６ 乾野 修平（和：開 智）

長田 晃輝 ８－５ 黒田 岳志（奈：奈良女附）

李 廷碩 ２－８ 梶川 太秀（大：清 風）

平田 孝央 ４－８ 大西 顕（兵：明石城西）

谷口 亮 ８－３ 中山 輔（兵：仁川学院）

武村 篤 ８－０ 野瀬 智宏（滋：光 泉）

◇３回戦

北村 直 ６－８ 中川 優介（兵：関西学院）

松永 雄樹 ８－１ 小川 憲人（大：清 風）

吉田 晃 ８－３ 堀田 直史（京：東 山）

堀田 倫行 ３－８ 徳毛 真也（兵：明石城西）

長田 晃輝 ２－８ 柏 祐輔（兵： 灘 ）

谷口 亮 ０－８ 脇 淳弥（兵：明石城西）

武村 篤 （５）８－９ 小川 冬樹（兵：明石城西）

◇４回戦

松永 雄樹 ８－４ 谷 康平（兵：関西学院）

吉田 晃 ０－８ 岡田 陽平（和：開 智）

◇５回戦（準々決勝）

松永 雄樹 ５－８ 中川 優介（兵：関西学院）

※松永雄樹は近畿大会Ｂｓｅｔ８。

○男子ダブルス

出場者：武村・松永、新谷・平田、山口・堀田（

以上東山）、鎌居・北村（同志社国際）

、金・洪、金・姜、黄・李（以上京都韓

国）、村上・吉田（同志社）、家村・北

村（立命館宇治）

◇１回戦

家村・北村 ４－６ 太田・南部（大：大商学園）

新谷・平田 ４－６ 小川・渋谷（兵：明石城西）

村上・吉田 ６－２ 岡本・高橋（滋：光 泉）

金 ・洪 ６－４ 道畑・大井（奈：片 桐）

李 ・黄 ６－０ 天野・藤原（和：初芝橋本）

山口・堀田 ６－０ 四本・角田（奈：奈良学園）

金 ・姜 ５－７ 福田・中川（滋：光 泉）

鎌居・北村 ２－６ 川島・田村（奈：登美ケ丘）

◇２回戦

武村・松永 ６－１ 太田・南部（大：大商学園）

村上・吉田 １－６ 中川・大槻（兵：関西学院）

金 ・洪 ２－６ 浅井・深山（大：清 風）

李 ・黄 １－６ 穴田・大西（兵：明石城西）

山口・堀田 ０－６ 岡田・林 （和：開 智）

◇３回戦

武村・松永 ６－３ 福井・徳原（大：同志社香里）

◇４回戦（準々決勝）

武村・松永 ６－３ 藤澤・梶川（大：清 風）

◇５回戦（準決勝）

武村・松永 ４－８ 大西・中山（兵：仁川学院）

※武村・松永は近畿大会Ｂｅｓｔ４。

○女子シングルス

出場者：福井久美（西舞鶴）杉江裕美子、外山絵

理、西村秀歩、竹田綾、小西麻世（以上

華頂女子）、島本由美子（京教大附属）

、平野雅予（向陽）、是永真帆（立命館

宇治）、谷口紗矢香（花園）、中森彩（

同志社女子）、吹田未奈子（久御山）、

許愛希（京都韓国）、高屋桃絵（北稜）

、松木美佳、松本奈津紀（以上京都女子

）、林由佳、山下恵（以上洛西）、橋本

康代（同志社国際）

◇１回戦

島本由美子 ２－８ 長谷真理子（兵：夙川学院）

是永 真帆 １－８ 井手絵里奈（大：寝屋川 ）

林 里佳 ５－８ 前川 晃与（奈：平 城）



谷口紗矢香 ６－８ 藤井奈津美（滋：栗 東）

松木 美佳 ３－８ 川瀬 史佳（兵：須磨東 ）

吹田未奈子 ４－８ 村田 温子（奈：帝塚山 ）

許 愛希 ８－０ 田中 樹理（和：星 林）

外山 絵理 ８－０ 山地 雅子（滋：堅 田）

松本奈津紀 ０－８ 中西由希子（兵：園田学園）

山下 恵 ３－８ 久保奈津子（奈：奈良女附）

平野 雅予 ９－７ 谷 真紀子（和：開 智）

竹田 綾 ２－８ 金子 杏実（大：大阪女学院）

橋本 康代 ８－１ 片山 真衣（和：和歌山北）

中森 彩 ２－８ 宮城 由美（兵：園田学園）

◇２回戦

許 愛希 ０－８ 石川梨衣子（大：大阪女学院）

外山 絵理 ０－８ 大西 香（兵：園田学園）

福井 久美 ９－７ 杉山 恵子（兵：園田学園）

杉江裕美子 ９－７ 渋谷 知子（兵：明石城西）

平野 雅予 ２－８ 辻村香名子（大：四天羽曳）

小西 麻世 ８－６ 中野久美子（滋：堅 田）

西村 秀歩 （５）８－９ 杉村 萌（兵：園田学園）

橋本 康代 ８－３ 大橋 愛弓（和：開 智）

高屋 桃絵 棄 権 宮城 由美（兵：園田学園）

◇３回戦

福井 久美 ８－３ 杉江裕美子（京：華頂女子）

小西 麻世 ３－８ 森 美紀（大：飛翔館 ）

橋本 康代 ８－３ 卯尾早樹子（大：四天羽曳）

◇４回戦

福井 久美 ８－２ 辻村香名子（大：四天羽曳）

橋本 康代 １－８ 尾崎真衣加（兵：夙川学院）

◇５回戦（準々決勝）

福井 久美 ８－４ 竹嶌小百合（兵：夙川学院）

◇６回戦（準決勝）

福井 久美 ４－８ 尾崎真衣加（兵：夙川学院）

※福井久美は近畿大会Ｂｅｓｔ４。

○女子ダブルス

出場者：杉江・竹田、西村・小西、外山・畑山（

以上華頂女子）、臼井・吹田（久御山）

、橋本・前田、大野・鈴木（以上同志社

国際）、土肥・慶山（菟道）、山下・横

江（洛西）、船江・島村（花園）

◇１回戦

大野・鈴木 ６－８ 白根・妹尾（奈：登美ケ丘）

外山・畑山 ８－２ 大西・新谷（奈：平 城）

土肥・慶山 ２－８ 濱條・秦 （兵：園田学園）

船江・島村 ０－８ 石坂・渋谷（兵：明石城西）

橋本・前田 ８－２ 中川・中道（和：星 林）

西村・小西 ８－０ 川端・高田（和：県和歌山商）

山下・横江 １－８ 卯尾・前田（大：四天羽曳）

吹田・臼井 ８－４ 小川・山本（滋：高 島）

◇２回戦

杉江・竹田 ８－５ 細見・薮本（大：刀根山 ）

外山・畑山 １－８ 工藤・井上（大：四天羽曳）

橋本・前田 ２－８ 中西・杉山（兵：園田学園）

西村・小西 ８－４ 伊藤・谷口（滋：栗 東）

吹田・臼井 ０－８ 森 ・荒木（大：飛翔館 ）

◇３回戦

杉江・竹田 ５－８ 尾崎・猿田（兵：夙川学院）

西村・小西 ９－７ 竹嶌・長谷（兵：夙川学院）

◇４回戦（準々決勝）

西村・小西 ２－８ 森 ・荒木（大：飛翔館 ）

※西村・小西は近畿大会Ｂｅｓｔ８。

◆国民体育大会

期日：平成１３年１０月１４日～１０月１７日

会場：宮城県仙台市泉総合運動公園、他

○男子

出場者：武村篤、大吉浩太（以上東山）

栃木 ２－１ ２－０ 東京

千葉 大阪

徳島 ２－０ ２－０ ２－０ ２－０ 山梨

鹿児 ２－０ ２－０ 秋田

岡山 沖縄

三重 ２－１ ２－０ ２－０ ２－０ 愛媛

石川 ２－１ ２－０ 福島

山形 和歌

高知 ２－１ ２－０ 愛知

ＢＹＥ ２－０ ２－０ ２－１ 鳥取

奈良 佐賀

宮城 ２－０ ２－０ 福岡

２－１ ２－０

神奈 ２－０ ２－０ ２－０ 新潟

群馬 北海

長崎 ２－１ ２－０ ２－０ ２－１ 青森

長野 ２－０ ２－０ 福井

島根 香川

滋賀 ２－０ ２－０ 山口

大分 ２－０ ２－０ ２－０ ２－０ 京都

岩手 富山

岐阜 ２－１ ２－０ 宮崎

熊本 ２－０ ２－０ ２－１ ２－１ 茨城

兵庫 広島

静岡 ２－０ ２－０ 埼玉

※京都府関係分順位戦

☆５～８位決定戦 ☆７～８位決定戦

大阪 ２－１ 宮城 ２－１

京都 京都

※京都府は８位入賞。



◇京都府対戦記録

◇２回戦

京 都 ２ － ０ 宮 崎

Ｓ１ 大吉 浩太 ２－０ 市川 歩

（４－２，４－１）

Ｓ２ 武村 篤 ２－０ 水野 麻里

（４－０，４－１）

Ｄ 大吉・武村 打ち切 市川・水野

◇３回戦

京 都 ２ － １ 埼 玉

Ｓ１ 大吉 浩太 ２－０ 高頭飛羽我

（４－２，４－０）

Ｓ２ 武村 篤 １－２ 朱 邦基

（４－０，２－４，（８）０－１）

Ｄ 大吉・武村 ２－０ 高頭飛・朱

（４－１，４－０）

◇４回戦（準々決勝）

京 都 ２ － １ 新 潟

Ｓ１ 大吉 浩太 ０－２ 岩崎 祐介

（２－４，３－５）

Ｓ２ 武村 篤 ２－１ 原田 康太

（５－３，２－４，１－０（４））

Ｄ 大吉・武村 ０－２ 岩崎・原田

（２－４，３－５）

◇５～８位決定戦

京 都 １ － ２ 大 阪

Ｓ１ 大吉 浩太 ０－２ 藪中 伸也

（（４）４－５，２－４）

Ｓ２ 武村 篤 ２－１ 柴田 学

（４－２，１－４，１－０（１））

Ｄ 大吉・武村 ０－２ 藪中・柴田

（２－４，２－４）

◇７～８位決定戦

京 都 １ － ２ 宮 城

Ｓ１ 大吉 浩太 ０－２ 星山 鎮秀

（２－４，０－４）

Ｓ２ 武村 篤 ２－０ 中澤 祐太

（４－０，４－２）

Ｄ 大吉・武村 ０－２ 星山・中澤

（３－５，１－４）

○女子

出場者：荒木麻友（立命館宇治）、尾崎友歌（桃

山）

東京 ２－０ ２－０ 岡山

大阪 熊本

香川 ２－０ ２－０ ２－０ ２－０ 群馬

大分 ２－１ ＢＹＥ

神奈 山形

岐阜 ２－０ ２－０ ２－０ ２－１ 山口

福島 ２－０ ２－０ 山梨

新潟 長野

島根 ２－０ ２－０ 福岡

ＢＹＥ ２－０ ２－１ ＢＹＥ

長崎 高知

宮城 ２－０ ２－０ 静岡

２－１ ２－０

福井 ２－０ ２－０ ２－０ 埼玉

愛媛 秋田

富山 ２－０ ２－０ ２－０ ＢＹＥ

ＢＹＥ ２－１ 栃木

茨城 宮崎

三重 ２－０ ２－１ 京都

沖縄 ２－１ ２－０ ２－０ ２－１ 岩手

青森 北海

和歌 ２－０ ２－０ 徳島

千葉 ２－０ ２－０ ２－０ ２－０ 鹿児

広島 奈良

愛知 ２－０ ２－０ 兵庫

※京都府関係分順位戦

☆５～８位決定戦 ☆７～８位決定戦

熊本 ２－１ 長崎 ２－１

京都 京都

※京都府は７位入賞。

◇京都府対戦記録

◇２回戦

京 都 ２ － １ 栃 木

Ｓ１ 荒木 麻友 ２－０ 工藤 瞳

（４－０，４－０）

Ｓ２ 尾崎 友歌 １－２ 辻 麻里子

（２－４，４－１，（２）０－１）

Ｄ 荒木・尾崎 ２－０ 工藤・辻

（５－３，４－２）

◇３回戦

京 都 ２ － ０ 埼 玉

Ｓ１ 荒木 麻友 ２－０ 荒川 望

（５－３，５－４（６））

Ｓ２ 尾崎 友歌 ２－１ 池田 奈穂

（３－５，５－３，１－０（８））

Ｄ 荒木・尾崎 打ち切 荒川・池田



◇４回戦（準々決勝）

京 都 ０ － ２ 兵 庫

Ｓ１ 荒木 麻友 ０－２ 尾崎 真衣加

（１－４，０－４）

Ｓ２ 尾崎 友歌 ０－２ 川床 萌

（２－４，１－４）

Ｄ 荒木・尾崎 打ち切 尾崎・川床

◇５～８位順位決定戦

京 都 １ － ２ 熊 本

Ｓ１ 荒木 麻友 ０－２ 米村 明子

（１－４，１－４）

Ｓ２ 尾崎 友歌 ２－０ 上田 実来

（５－４（６）、５－３）

Ｄ 荒木・尾崎 １－２ 米村・上田

（（２）４－５，５－３、（１）０－１）

◇７～８位順位決定戦

京 都 ２ － １ 長 崎

Ｓ１ 荒木 麻友 ２－０ 上赤 早紀

（４－０，４－０）

Ｓ２ 尾崎 友歌 １－２ 藤野 理絵

（４－０，２－４、（５）０－１）

Ｄ 荒木・尾崎 ２－０ 上赤・藤野

（４－２，４－１）

◆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１３年１１月２３日～１１月２５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

出場校：東山、同志社国際

明 石 城 西（兵 庫） ５－０

東 大 津（滋 賀）

登 美 ケ 丘（奈 良） ３－２ ４－１

光 泉（滋 賀） ３－２

開 智（和歌山）

東 山（京 都） ３－２ ４－１

清 風（大 阪） ５－０

同 志 社 国 際（京 都）

大 産 大 附 属（大 阪） ４－１

片 桐（奈 良） ３－２ ４－１

日 高（和歌山）

関 西 学 院（兵 庫） ５－０

○男子コンソレーション

東 大 津（滋 賀） ４－１

大 産 大 附 属（大 阪） ４－１

光 泉（滋 賀） ５－０

日 高（和歌山） ５－０

東 山（京 都） ４－１

清 風（大 阪）

同 志 社 国 際（京 都） ３－２ 対戦

登 美 ケ 丘（奈 良） ４－１ 済み

片 桐（奈 良） ３－１

開 智（和歌山） ３－０

関 西 学 院（兵 庫）

○男子５位決定戦

大 産 大 附 属（大 阪） ３－２

開 智（和歌山）

○男子７位決定戦

光 泉（滋 賀） ３－２

同 志 社 国 際（京 都）

○男子最終順位

１位 明石城西（兵） ２位 関西学院（兵）

３位 清風（大） ４位 東山（京）

５位 大産大附属（大）６位 開智（和）

７位 光泉（滋） ８位 同志社国際（京）

※１～７位までが全国選抜高等学校テニス大会へ出

場。４位の東山は全国選抜に出場

◇京都府対戦記録

◇本戦１回戦

同志社国際 １－４ 大産大附属（滋賀）

Ｄ１ 鎌居・河辺 ７－６（３） 酒井・富尾

Ｄ２ 北村・橋本 ４－６ 花房・木村

Ｓ１ 堀田 倫行 ４－６ 松田 一輝

Ｓ２ 古崎 康洋 １－６ 江川 潤

Ｓ３ 木山 貴如 ２－６ 新谷 啓

◇本戦２回戦

東 山 ３－２ 開 智（和歌山）

Ｄ１ 新谷・上城戸 ６－３ 堀 ・土井

Ｄ２ 堀田・平田 ６－２ 掘江・池田

Ｓ１ 武村 篤 ３－６ 岡田 陽平

Ｓ２ 松永 雄樹 ６－４ 長友 天道

Ｓ３ 山口 直彦 ４－６ 林 佑季

◇本戦３回戦（準決勝）

東 山 １－４ 明石城西（兵庫）

Ｄ１ 堀田・平田 ０－６ 徳毛・脇

Ｄ２ 新谷・長田 １－６ 大西・小川

Ｓ１ 武村 篤 ７－５ 穴田 裕介

Ｓ２ 松永 雄樹 （４）６－７ 渋谷 祐樹

Ｓ３ 山口 直彦 １－６ 渋谷 洋太朗



◇コンソレーション１回戦

同志社国際 ３－２ 登美ケ丘（奈良）

Ｄ１ 鎌居・河辺 ４－６ 田村・日高

Ｄ２ 北村・橋本 ６－２ 森 ・谷村

Ｓ１ 堀田 倫行 ４－６ 川島 章嘉

Ｓ２ 古崎 康洋 ６－２ 吉村 佳祐

Ｓ３ 木山 貴如 ６－３ 山本 泰士

◇コンソレーション２回戦

同志社国際 １－３ 開 智（和歌山）

Ｄ１ 堀田・木山 ６－０ 堀 ・土井

Ｄ２ 北村・橋本 ５－７ 掘江・池田

Ｓ１ 鎌居 康起 打ち切 岡田 陽平

Ｓ２ 河辺 雄介 ２－６ 長友 天道

Ｓ３ 古崎 康洋 １－６ 林 佑季

◇コンソレーション３回戦

東 山 ５－０ 大産大附属（大阪）

Ｄ１ 堀田・平田 ６－４ 酒井・富尾

Ｄ２ 新谷・橋谷田 ６－０ 花房・木村

Ｓ１ 武村 篤 ６－４ 松田 一輝

Ｓ２ 松永 雄樹 ６－２ 江川 潤

Ｓ３ 山口 直彦 １－０ＲＥＴ 新谷 啓

◇３位決定戦（コンソレーション４回戦）

東 山 １－４ 清 風（大阪）

Ｄ１ 新谷・上城戸 １－６ 藤沢・浅井

Ｄ２ 堀田・平田 ５－７ 大野・深山

Ｓ１ 武村 篤 ２－６ 森 慎司

Ｓ２ 松永 雄樹 ６－２ 藤沢 宏行

Ｓ３ 山口 直彦 ３－６ 梶川 太秀

◇７位決定戦

同志社国際 ２－３ 光 泉（滋賀）

Ｄ１ 堀田・河辺 ６－１ 岡本・高畑

Ｄ２ 北村・鎌居 ５－７ 佐藤・鷹羽

Ｓ１ 本多 征一郎 ３－６ 福田 矩章

Ｓ２ 古崎 康洋 ５－７ 中川 雄介

Ｓ３ 木山 貴如 ４－６ 野瀬 智弘

○女子本戦

出場校：華頂女子、同志社国際

園 田 学 園（兵 庫） ５－０

堅 田（滋 賀）

平 城（奈 良） ３－２ ４－１

同 志 社 国 際（京 都） ５－０

帝 塚 山（奈 良）

樟 蔭 東（大 阪） ５－０ ４－１

四 天 羽 曳 丘（大 阪） ５－０

星 林（和歌山）

栗 東（滋 賀） ５－０

華 頂 女 子（京 都） ５－０ ３－２

開 智（和歌山）

夙 川 学 院（兵 庫） ５－０

○女子コンソレーション

堅 田（滋 賀） ５－０

栗 東（滋 賀） ４－１

帝 塚 山（奈 良） ３－２

華 頂 女 子（京 都） ５－０ 対戦

樟 蔭 東（大 阪） 済み

夙 川 学 院（兵 庫）

星 林（和歌山） ４－１ 対戦

平 城（奈 良） ５－０ 済み

開 智（和歌山） ４－１

同 志 社 国 際（京 都） ５－０

四 天 羽 曳 丘（大 阪）

○女子５位決定戦

樟 蔭 東（大 阪） 対戦済み

同 志 社 国 際（京 都）

○女子７位決定戦

栗 東（滋 賀） ５－０

平 城（奈 良）

○女子最終順位

１位 園田学園（兵） ２位 四天羽曳丘（大）

３位 夙川学院（兵） ４位 華頂女子（京）

５位 樟蔭東（大） ６位 同志社国際（京）

７位 栗東（滋） ８位 平城（奈）

※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、全国大会で近畿の園田学園に第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。４位の華頂女子と６位に同

志社国際は全国選抜に出場。

◇京都府対戦記録

◇本戦１回戦

同志社国際 ５－０ 帝 塚 山（奈良）

Ｄ１ 鈴木・樋口 ６－１ 古田・浅野

Ｄ２ 青木・梅田 ６－４ 宗元・土井

Ｓ１ 橋本 康代 ７－５ 畑山 夕佳

Ｓ２ 大野 真生 ７－５ 山本 佳奈

Ｓ３ 前田 奈浦子 ７－５ 村田 敦子

華頂女子 ５－０ 開 智（和歌山）

Ｄ１ 小西・竹田 ６－０ 上野・竹林

Ｄ２ 畑山・長谷川 ６－１ 井口・山田

Ｓ１ 西村 秀歩 ６－３ 大橋 愛弓

Ｓ２ 杉江 裕美子 ６－１ 谷 真紀子

Ｓ３ 外山 絵理 ６－１ 中島 歩美

◇本戦２回戦

同志社国際 ０－５ 樟 蔭 東（大阪）

Ｄ１ 鈴木・樋口 （４）６－７ 奈古・久米

Ｄ２ 青木・梅田 （５）６－７ 掛水・丸橋

Ｓ１ 橋本 康代 ５－７ 竹本 みのり

Ｓ２ 大野 真生 ２－６ 堂野 奈摘

Ｓ３ 前田 奈浦子 ３－６ 川崎 瑠美



華頂女子 ０－５ 夙川学院（兵庫）

Ｄ１ 西村・外山 １－６ 猿田・西村

Ｄ２ 竹田・畑山 ０－６ 長谷・平松

Ｓ１ 小西 麻世 ０－６ 尾崎 真衣加

Ｓ２ 杉江 裕美子 ３－６ 竹嶌 小百合

Ｓ３ 赤塚 周子 ０－６ 岡 あゆみ

◇コンソレーション１回戦

華頂女子 ５－０ 帝 塚 山（奈良）

Ｄ１ 外山・竹田 ６－１ 山本・村田

Ｄ２ 畑山・尾園 ６－１ 宗元・土井

Ｓ１ 西村 秀歩 ６－２ 畑山 夕佳

Ｓ２ 小西 麻世 ６－０ 古田 景子

Ｓ３ 杉江 裕美子 ６－０ 浅野 美香

同志社国際 ５－０ 開 智（和歌山）

Ｄ１ 鈴木・樋口 ６－０ 竹林・井口

Ｄ２ 青木・梅田 ６－０ 中島・山田

Ｓ１ 橋本 康代 ６－０ 上野 早咲

Ｓ２ 大野 真生 ６－０ 大橋 愛弓

Ｓ３ 前田 奈浦子 ６－０ 谷 真紀子

◇コンソレーション２回戦

華頂女子 ４－１ 栗 東（滋賀）

Ｄ１ 外山・竹田 ６－４ 丸井・藤井

Ｄ２ 畑山・長谷川 １－６ 山元・八田

Ｓ１ 西村 秀歩 ６－１ 伊藤 恵美

Ｓ２ 小西 麻世 ６－３ 杉山 陽子

Ｓ３ 杉江 裕美子 ６－１ 谷口 亜利紗

同志社国際 ４－１ 平 城（奈良）

Ｄ１ 鈴木・樋口 ４－６ 廣瀬・大西

Ｄ２ 青木・梅田 ６－１ 前川・足立

Ｓ１ 橋本 康代 ６－１ 荒木 優衣

Ｓ２ 大野 真生 ６－３ 明正 佳子

Ｓ３ 前田 奈浦子 ６－３ 菊田 真子

◇コンソレーション３回戦

華頂女子 ３－２ 樟蔭東（大阪）

Ｄ１ 西村・外山 ６－１ 奈古・掛水

Ｄ２ 竹田・畑山 ７－５ 久米・丸橋

Ｓ１ 小西 麻世 １－６ 竹本 みのり

Ｓ２ 杉江 裕美子 ６－３ 堂野 菜摘

Ｓ３ 赤塚 周子 ０－６ 川崎 瑠美

同志社国際 ０－５ 夙川学院（兵庫）

Ｄ１ 鈴木・樋口 ３－６ 長谷・平松

Ｄ２ 青木・梅田 １－６ 若竹・森

Ｓ１ 橋本 康代 ５－７ 尾崎 真衣加

Ｓ２ 大野 真生 ３－６ 竹嶌 小百合

Ｓ３ 前田 奈浦子 ０－６ 岡 あゆみ

◇３位決定戦（コンソレーション４回戦）

華頂女子 ０－５ 夙川学院（兵庫）

本戦の対戦結果による

◇５位決定戦

同志社国際 ０－５ 樟 蔭 東（大阪）

本戦の対戦結果による

◆トヨタジュニアテニス選手権大会京都府予選

期日：平成１３年１月２１日～１月２８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 ：大吉 浩太 （東山）

３位 ：武村 篤 （東山）

４位 松永 雄樹 （東山）

Ｂｅｓｔ８：山下 平祐 （同志社）

中野 仁資 （同志社）

小西 悠介 （東山）

小林 一成 （四の宮ＴＣ）

※優勝の星隆祐（同志社国際）が全国大会を辞退し

たので、２位の大吉浩太（東山）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 ：尾崎 友歌 （桃山）

３位 ：西村 秀歩 （華頂女子）

４位 ：久見 香奈恵（中学生）

Ｂｅｓｔ８：福井 久美 （西舞鶴）

森田 能子 （洛東）

高屋 桃絵 （中学生）

福田 紗也 （中学生）

※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１３年４月４日～４月７日

会場：名古屋市東山公園テニスコート

○男子シングルス

出場者：大吉浩太（東山）

◇１回戦

大吉 浩太 ２－０ 野村 充弘（石川：金沢市立工）

（６－０，６－０）

◇２回戦

大吉 浩太 ０－２ 羽石 祐（東京：ＪＩＴＣ）

（６－０，６－０）

◇コンソレ２回戦

大吉 浩太 ７－９ 二口 俊樹（熊本：済々響 ）

○女子シングルス

出場者：荒木麻友（立命館宇治）

◇１回戦

荒木 麻友 ０－２ 荒川 望（埼玉：埼玉栄 ）

（０－６，１－６）

◇コンソレ１回戦

荒木 麻友 ８－２ 内田真美子（大分：別府鶴見丘）



◇コンソレ２回戦

荒木 麻友 ８－２ 小澤佳那子（三重：セントジョセフ女）

◇コンソレ３回戦

荒木 麻友 ９－７ 渡辺 涼子（東京：堀 越）

◇コンソレ４回戦

荒木 麻友 ６－８ 米村 明子（熊本：鎮 西）

◆京都選抜ジュニアテニス選手権大会

期日：平成１３年８月１日～８月４日

会場：太陽か丘テニスコート、他

○男子シングルス１７歳以下

優勝 ：小林 一成 （四の宮ＴＣ）

準優勝：竹内 研人 （中学生）

３位 ：吉田 晃 （同志社）

北村 直 （立命館宇治）

Ｂｅｓｔ８：村上 誠稔 （同志社）

新谷 良 （東山）

長田 晃輝 （鳥羽）

井下 純 （洛星）

○女子シングルス１７歳以下

優勝 ：許 愛希 （京都韓国）

準優勝：高屋 桃絵 （北稜）

３位 ：山下 恵 （洛西）

福田 紗也 （中学生）

Ｂｅｓｔ８：百村 弥恵 （洛東）

脇島 初美 （久御山）

橋本 康代 （同志社国際）

前田 奈浦子（同志社国際）

◆関西ジュニアテニス選手権大会

期日：平成１３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：大吉浩太、小西悠介、松永雄樹（以上東

山）、中野仁資、山下平祐（以上同志社

）、久森智之（東宇治）、小林一成（四

の宮ＴＣ）

◇１回戦

小林 一成 ６－８ 柴田 学（大：同志社香里）

久森 智之 ８－２ 藪中 伸也（大：清 風）

小西 悠介 ３－８ 吉木 文徳（大：泉 陽）

大吉 浩太 ８－０ 松浦 佑治（和：開 智）

山下 平祐 ４－８ 江川 潤（大：大産大附）

中野 仁資 ３－８ 山本 翔大（兵：関西学院）

松永 雄樹 ８－３ 林 佑季（和：開 智）

◇２回戦

久森 智之 ０－２ 柴田 学（大：同志社香里）

（（５）６－７，４－６）

大吉 浩太 ２－０ 桂田 陽平（滋：米 原）

（６－１，６－０）

松永 雄樹 ２－０ 福井 猛彦（兵：仁川学院）

（６－２，６－３）

◇３回戦

大吉 浩太 ０－２ 安田 智昭（兵：明石城西）

（（５）６－７，５－７）

松永 雄樹 ０－２ 中川 優介（兵：関西学院）

（０－６，１－６）

○男子ダブルス１８歳以下

出場者：大吉・松永（東山）、久森・加古（東宇

治・同志社国際）、前田・大西（同志社

）

◇１回戦

大吉・松永 ９－８（５） 松浦・小山（和：開 智）

久森・加古 ８－３ 張 ・田中（大：清 風）

前田・大西 ３－８ 乾野・高 （和：開 智）

◇２回戦

大吉・松永 ０－２ 安田・藤本（兵：明石城西）

（２－６，２－６）

久森・加古 ０－２ 乾野・高 （和：開 智）

（１－６，１－６）

○女子シングルス１８歳以下

出場者：荒木麻友（立命館宇治）、福井久美（西

舞鶴）、尾崎友歌（桃山）

◇１回戦

尾崎 友歌 ９－７ 星野 美生（奈：一 条）

福井 久美 ８－３ 岩崎 裕子（大：香里グリーンＴＣ）

荒木 麻友 ８－３ 江藤奈緒子（兵：夙川ＲＣ）

◇２回戦

尾崎 友歌 ０－２ 伊藤 和沙（兵：園田学園）

（４－６，２－６）

福井 久美 ２－０ 森岡 芙美（兵：園田学園）

（７－６（０），６－０）

荒木 麻友 ０－２ 松尾 嘉美（大：四天王寺）

（２－６，５－７）

◇３回戦

福井 久美 ２－０ 松尾 嘉美（大：四天王寺）

（６－３，６－４）

◇４回戦（準々決勝）

福井 久美 ２－０ 竹本みのり（大：樟蔭東 ）

（６－４，６－３）

◇５回戦（準決勝）

福井 久美 ０－２ 尾崎真衣加（兵：夙川学院）

（０－６，２－６）

※福井久美は関西大会Ｂｅｓｔ４。．

○女子ダブルス１８歳以下

出場者：荒木・福井（立命館宇治・西舞鶴）、金

井・是永（立命館宇治）、杉江・村山（

華頂女子）

◇１回戦

荒木・福井 ８－１ 若竹・徳田（兵：夙川学院）



金井・是永 ０－８ 伊藤・村瀬（滋：栗 東）

杉江・村山 ５－８ 生川・山下（兵：夙川学院）

◇２回戦

荒木・福井 ０－２ 前川・松尾（大：四天王寺）

（４－６，（３）６－７）

○男子シングルス１６歳以下

出場者：武村篤、金本泰輔（以上東山）、吉田晃

、名倉純平（以上同志社）、北村直（立

命館宇治）、中村紘幸、進士優一、佐々

木悠介、野中康生（以上中学生なので今

回記載なし）

◇１回戦

吉田 晃 ８－６ 佐藤 岳大（大：近大附属）

北村 直 ８－１ 草野 裕也（滋：国際情報）

名倉 純平 ８－４ 平畑 真悟（和：ＴＦツーフォー ）

金本 泰輔 ８－６ 藤原 悠司（和：初芝橋本）

◇２回戦

吉田 晃 ８－３ 小川 憲人（大：清 風）

北村 直 （３）８－９ 酒井 陽一（大：大産大附）

名倉 純平 ５－８ 吉備 雄也（兵：パコン宝塚 ）

金本 泰輔 １－８ 岡田 陽平（和：開 智）

武村 篤 ８－５ 藤原 有貴（兵：甲南中 ）

◇３回戦

吉田 晃 ２－０ 酒井 陽一（大：大産大附）

（７－５，７－５）

武村 篤 ２－０ 中山 輔（兵：仁川学院）

（７－６（３），６－２）

◇４回戦（準々決勝）

吉田 晃 ０－２ 井藤 祐一（大：オージースポーツ）

（１－６，２－６）

武村 篤 ２－０ 徳毛 真也（兵：明石城西）

（７－５，７－５）

◇５回戦（準決勝）

武村 篤 ０－２ 岡田 陽平（和：開 智）

（２－６，２－６）

※武村篤は関西大会Ｂｅｓｔ４、吉田晃は関西大会Ｂｅ

ｓｔ８。

○男子ダブルス１６歳以下

出場者：武村・金本（東山）、北村・堀田（立命

館宇治・東山）、吉田・名倉（同志社）

、中嶋・俣野（亀岡）、柳沢・奥村（東

宇治）、進士・中村（中学生なので今回

記載なし）

◇１回戦

吉田・名倉 ６－８ 伊東・小柴（大：オージースポーツ）

武村・金本 ８－１ 進士・中村（京：セブンスリー ）

中嶋・俣野 ８－４ 柳沢・奥村（京：東宇治 ）

◇２回戦

北村・堀田 ２－８ 谷 ・田川（兵：関西学院）

武村・金本 ８－６ 中山・畑 （兵：仁川学院）

中嶋・俣野 ４－８ 青田・岡島（奈：ダイヤモンド学園）

◇３回戦（準々決勝）

武村・金本 ２－０ 谷 ・田川（兵：関西学院）

（６－３，６－０）

◇４回戦（準決勝）

武村・金本 ２－１ 大野・梶川（大：清 風）

（６－３，５－７，６－３）

◇決勝（５回戦）

武村・金本 ０－２ 徳毛・脇 （兵：明石城西）

（１－６，２－６）

※武村・金本組は関西大会準優勝。

○女子シングルス１６歳以下

出場者：西村秀歩、小西麻世（以上華頂女子）、

許愛希（京都韓国）、橋本康代（同志社

国際）、高屋桃絵（北稜）、和田恵理子

（中学生なので今回記載なし）

◇１回戦

許 愛希 ７－９ 伊地知沙織（奈：西大和学園）

高屋 桃絵 ８－２ 橋本 康代（京：同志社国際）

小西 麻世 ８－３ 藤春 朋美（兵：園田学園）

◇２回戦

西村 秀歩 ８－１ 西浜 萌根（大：江坂テニスＣ）

高屋 桃絵 ４－８ 森 友香（大：オージースポーツ）

小西 麻世 ４－８ 畑山 夕佳（奈：ダイヤモンド学園）

◇３回戦

西村 秀歩 ２－０ 秦 綾花（兵：園田学園）

（６－１，６－１）

◇４回戦（準々決勝）

西村 秀歩 ０－２ 北村 久美（大：四天羽曳）

（０－６，５－７）

※西村秀歩は関西大会Ｂｅｓｔ８。

○女子ダブルス１６歳以下

出場者：西村・百村（華頂女子・四の宮ＴＣ）、

橋本・許（同志社国際・京都韓国）

◇１回戦

西村・百村 ８－４ 藤木・門谷（大：大阪ＴＡ）

橋本・許 ７－９ 吉山・富山（大：四天羽曳）

◇２回戦

西村・百村 ８－６ 森 ・松浦（大：オージー／今村Ｃ）

◇３回戦（準々決勝）

西村・百村 ０－２ 大西・須加田（大：園田学園）

（２－６，２－６）

◆全日本ジュニアテニス選手権大会

期日：平成１３年８月１０日～８月１６日

会場：宮崎県シーガイヤ

○男子シングルス１８歳以下

出場者なし

○男子ダブルス１８歳以下

出場者なし



○女子シングルス１８歳以下

出場者：福井久美（西舞鶴）

◇１回戦

福井 久美 ０－２ 藤代 春香（九州：筑陽学園）

（４－６，３－６）

○女子ダブルス１８歳以下

出場者なし

○男子シングルス１６歳以下

出場者：武村篤（東山）

◇１回戦

武村 篤 ２－０ 熊田 浩也（関東：湘南工大附）

（６－３，６－２）

◇２回戦

武村 篤 ２－０ 日高 英悟（九州：春日西ＴＣ）

（６－４，６－１）

◇３回戦

武村 篤 ２－１ 青木 亮（関東：ノグチＴＣ）

（５－７，６－２，６－１）

◇４回戦（準々決勝）

武村 篤 ２－１ 宇田 裕一（関東：ＰＩＴＡ）

（３－６，６－３，６－４）

◇５回戦（準決勝）

武村 篤 ０－２ 中原健一郎（関東：荏原ＳＳＣ ）

（１－６，２－６）

※武村篤は全日本大会Ｂｅｓｔ４。

○男子ダブルス１６歳以下

出場者：武村・金本（東山）

◇１回戦

武村・金本 ２－１ 山辺・戸田（東海：日大三島）

（５－７，７－６，７－６）

◇２回戦

武村・金本 ０－２ 酒井・森岡（九州：柳 川）

（３－６，４－６）

○女子シングルス１６歳以下

出場者：西村秀歩（華頂女子）

◇１回戦

西村 秀歩 ２－０ 倉島 侑里（関東：朝日生命久我山 ）

（６－２，６－４）

◇２回戦

西村 秀歩 ２－０ 古賀 淳美（九州：柳 川）

（６－４，７－６）

◇３回戦

西村 秀歩 ２－１ 柚木崎みなみ（九州：柳 川）

（６－４，６－７，６－１）

◇４回戦（準々決勝）

西村 秀歩 ０－２ 坪 奈津美（関東：朝日生命ＪＴ）

（２－６，１－６）

※西村秀歩は全日本大会Ｂｅｓｔ８。

○女子ダブルス１６歳以下

出場者なし

◆関西ジュニア選抜テニス選手権大会

期日：平成１３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、以上東山）、吉田晃

（同志社）、北村直（立命館宇治）、小

林一成（四の宮ＴＣ）、竹内研人（中学

生なので今回記載なし）

◇１回戦

小林 一成 ８－４ 澤村 隼矢（和：日 高）

吉田 晃 ５－８ 脇 惇弥（兵：明石城西）

北村 直 ８－２ 山本 裕資（兵：長 田）

◇２回戦

小林 一成 ８－５ 酒井 陽一（大：大産大附）

松永 雄樹 ８－０ 高田 晃好（和：田 辺）

北村 直 ４－８ 谷 康平（兵：関西学院）

武村 篤 ８－５ 鈴木 隆史（大：大阪ＴＡ）

◇３回戦

小林 一成 ０－２ 中川 優介（兵：関西学院）

（２－６，５－７）

松永 雄樹 ２－１ 梶川 太秀（大：清 風）

（７－５，１－６，６－２）

武村 篤 ２－０ 竹内 研人（京：四の宮ＴＣ）

（７－５，６－３）

◇４回戦（準々決勝）

松永 雄樹 ０－２ 中川 優介（兵：関西学院）

（０－６，０－６）

武村 篤 １－２ 森 慎司（大：清 風）

（６－４，４－６，３－６）

※武村篤・松永雄樹は関西大会Ｂｅｓｔ８。

○女子シングルス

出場者：福井久美（西舞鶴）、杉江裕美子、西村

秀歩（以上華頂女子）、福井恵、久見香

奈恵（中学生なので今回記載なし）

◇１回戦

杉江裕美子 ８－５ 濱條はるか（兵：園田学園）

◇２回戦

杉江裕美子 ４－８ 富山 愛（大：四天羽曳）

西村 秀歩 ６－８ 岡 あゆみ（兵：夙川学院）

福井 久美 ８－３ 辻村香名子（大：四天羽曳）

◇３回戦

福井 久美 ２－１ 岡 あゆみ（兵：夙川学院）

（６－２，３－６，６－３）

◇４回戦（準々決勝）

福井 久美 ２－１ 岩上亜里紗（大：江坂テニスＣ）

（４－６，６－１，６－２）

◇５回戦（準決勝）

福井 久美 ０－２ 不田 涼子（兵：アムスコート ）

（０－６，１－６）

※福井久美は関西大会Ｂｅｓｔ４。



◆全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会

期日：平成１４年１月２６日～１月２８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（東山）

◇１回戦

武村 篤 ０－２ 羽石 祐（関東：ＪＩＴＣ）

（１－６，３－６）

○女子シングルス

出場者：西村秀歩（華頂女子）

◇１回戦

西村 秀歩 ０－２ 加藤夕香子（中国：カトウＴＣ）

（３－６，０－６）



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。


