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［総評］

本年度の主な変更点としては、「エントリー制限に

関する規定」の問題点を改正し、団体戦における競技

委員制度をあわせて改定したことである。あいかわら

ず男子の参加本数が女子の倍近くあり、日程の問題、

会場・競技役員の問題、ポイント制度の不具合等の問

題点を解決するために導入せざるを得なくなった。こ

の「エントリー制限」については、普及（競技人口の

増大）の面と、大会運営や強化の面と、この両者の問

題をうまく解決していくのが今後の課題となる。他に

は、今まで継続してきた京都府高等学校春季テニス大

会を、運営の面で廃止せざるを得なくなったことも大

きな転換点である。

また、学校週５日制により、土曜日をどのように試

合で運用していくかの一定の結論をださなければなら

ない時期になった。今までは、生徒にできるだけ公欠

を取らさず授業を大切にさせる観点から、従来の日曜

日・祝日を中心に試合を組んできた。来年度はハッピ

ーマンディの変更により近畿大会の日程も変更された

ため、全国選抜予選で土曜日を試合日に設定せざるを

得なくなった。それに伴い、一部の土曜日を試合日（

ほとんどは予備日での実施）に設定した。各学校の土

曜日の活用方法が明確になってきたので、毎年実施し

ているアンケート等や顧問の意見を集約し、一度全体

の試合日程を再考しなければならないであろう。

毎年いろいろ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、

全国総体予選で東山が、全国選抜予選では東山と同志

社が勝ち抜き、全国選抜近畿地区予選もクリアし、全

国選抜への切符を手にしている。昨年度に比べ、選手

が少し小粒になった感はいがめないが、是非とも全国

選抜で頑張ってほしい。女子では、全国総体予選・全

国選抜予選とも華頂女子が勝ち抜いた。１年生に有望

な選手が５名加わり、経験はまだ浅いが、楽しみな学

年である。昨年３月の全国選抜、今年の全国総体でＢｅ

ｓｔ１６の戦績を勝ち取ったのも特筆できる。３月の全

国選抜予選の残り１校は同志社女子が勝ち取った。こ

ちらも１年生に有望な選手が３名加わり、京都府内で

も華頂女子と熾烈な優勝争いを繰り広げた。両校とも

全国選抜での活躍が期待される。学校対抗戦では、男

子では有力選手の分散化が進み、全国大会での活躍が

難しい傾向が近年目立ってきたが、女子は華頂女子と

同志社女子の２校に有力選手が集まり、お互い競い合

い、全国で活躍できる力を伸ばしてほしい。

国民体育大会では、男子は竹内（四の宮ＴＣ）・北

村（立命館宇治）、女子は高屋（北稜）、西村（華頂

女子）が出場し、昨年に引き続き男女とも入賞、Ｂｅｓｔ

４を狙ったが、活躍するも惜しくも男子は６位に、女

子はベスト１６にとどまった。

個人戦を振り返ると、男子では北村（立命館宇治）

を中心に、２年の山口（東山）、１年の河原（東山）

と譲尾（南陽）が全国総体シングルスの出場権を勝ち

取った。ダブルスは、北村・米村（立命館宇治）が勝

ち取った。前半戦は３年の北村を中心に１年生のふた

りが挑む形で熱戦を繰り広げた。後半戦は、この１年

の２人を中心となったが、常に全国大会の上位に食い

込むような選手にはまだ育っていない。特筆すべき戦

績は、河原の近畿大会Ｂｅｓｔ４であろう。この若い２人

に期待し、競い合う中で全体のレベルアップを図りた

い。女子は、高屋（北稜）と西村（華頂女子）を代表

する３年と、福田（同志社女子）を代表とする２年、

土肥（同志社女子）と井手（華頂女子）を中心とする

１年との間で熱戦が繰り広げられた。シングルスでは

高屋、西村、土肥が、ダブルスでは福田・土肥、西村

・小西が全国総体に出場し、かなりの上位進出も期待

されたがドロー運が悪く、土肥のシングルスＢｅｓｔ３２、

西村・小西のダブルスＢｅｓｔ８が最高の戦績であった。

後半戦は、やはり団体でもずば抜けた力を発揮してい

る華頂女子と同志社女子の１年に、福田を代表とする

２年との争いであった。特筆すべきは、男子同様、土

肥の近畿大会Ｂｅｓｔ４であろう。また、ダブルスにおい

ては、西村・小西（華頂女子）が全国高校ランキング

８位にランクされた。女子は今年も選手層が厚く、２

年の福田、１年の井手、土肥を中心に、これからの活

躍がますます楽しみである。

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１４～１５年度京都府高等学校テニスランキング

＜平成１４年８月近畿大会予選～平成１５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 北村 直 （立命館宇治）

２位 山口 直彦 （東山）

３位 柴垣 昌志 （同志社）

４位 堀田 直史 （東山）

５位 野崎 雅登 （東山）

６位 長田 卓也 （東山）

本多 征一郎（同志社国際）

８位 古崎 康洋 （同志社国際）

９位 譲尾 建吾 （南陽）

河原 純 （東山）

○男子ダブルス

１位 北村 直 （立命館宇治）

２位 橋本 一太 （同志社国際）

古崎 康洋 （同志社国際）

４位 吉田 晃 （同志社）

柴垣 昌志 （同志社）

６位 米村 一聡 （立命館宇治）

７位 名倉 純平 （同志社）

西川 浩雅 （同志社）

９位 山口 直彦 （東山）

１０位 野崎 雅登 （東山）

○女子シングルス

１位 西村 秀歩 （華頂女子）

２位 高屋 桃絵 （北稜）

３位 小西 麻世 （華頂女子）

４位 松木 美佳 （京都女子）

５位 福田 紗也 （同志社女子）

６位 山本 果枝 （京都女子）

７位 河原 奈未子（洛西）

金 順 （京都韓国）

９位 谷 佳奈 （同志社女子）

土肥 惇美 （同志社女子）

○女子ダブルス

１位 西村 秀歩 （華頂女子）

小西 麻世 （華頂女子）

３位 福田 紗也 （同志社女子）

４位 松木 美佳 （京都女子）

山本 果枝 （京都女子）

６位 土肥 惇美 （同志社女子）

７位 土肥 逸美 （洛西）

河原 奈未子（洛西）

９位 山本 真実 （同志社国際）

１０位 松永 紗由巳（同志社国際）

■平成１５年度全国高等学校テニス順位

（平成１５年度全国高等学校体育連盟公認）

○男子シングルス

該当者なし

○男子ダブルス

該当者なし

○女子シングルス

該当者なし

○女子ダブルス

８位 西村 秀歩・小西 麻世（華頂女子）

■京都府高等学校春季テニス大会

期日：平成１５年４月２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）

北村 直 （立 命 館 宇 治） ６－１

名倉 純平 （同 志 社） ６－１

松江 真伍 （同 志 社 国 際）

堀田 直史 （東 山） ６－３ ６－２

古崎 康洋 （同 志 社 国 際） ７６（１０）

吉田 晃 （同 志 社）

野崎 雅登 （東 山） ６－２

姜 雅弘 （京 都 韓 国） ６－２ ７－５

長田 卓也 （東 山） ６－１

濃野 真広 （同 志 社 国 際） ６－２

辻 崇雄 （同 志 社 国 際）

柴垣 昌志 （同 志 社） ６－２

山口 直彦 （東 山） ６－０ ６－２

西川 浩雅 （同 志 社）

金井 一記 （同 志 社 国 際） ６－０

本多 征一郎（同 志 社 国 際） ７－５

○男子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

吉田 ・柴垣 （同 志 社） ６－０

奥坂 ・日下部（久 御 山） ６－４

山口 ・野崎 （東 山）

橋本 ・古崎 （同 志 社 国 際） ６－４ ６－４

名倉 ・西川 （同 志 社） ６－２

北村 ・佐々木（立 命 館 宇 治）

松江 ・木山 （同 志 社 国 際） ６－３

広瀬 ・久保 （同 志 社） ６－３



○女子シングルス（Ｂｅｓｔ１６以上を掲載）

西村 秀歩 （華 頂 女 子） ６－３

金原 利佳 （京 都 精 華 女 子） ６－０

藤村 実麻 （同 志 社）

河原 奈未子（洛 西） ６－２ ６－０

山本 果枝 （京 都 女 子） ６－４

品治 恵子 （京 教 大 附 属）

南 早紀子（同 志 社 女 子） ７－６（４）

松木 美佳 （京 都 女 子） ６－１ ６－１

福田 紗也 （同 志 社 女 子） ６－４

河辺 万里 （立 命 館 宇 治） ６－３

高橋 佳子 （立 命 館 宇 治）

横山 萌 （ノ ー ト ル ダ ム 女 学 院） ６－２

金 順 （京 都 韓 国） ６－３ ７－５

山本 真実 （同 志 社 国 際）

李 桃子 （京 都 韓 国） ６－４

小西 麻世 （華 頂 女 子） ６－１

○女子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

西村 ・小西 （華 頂 女 子） ６－０

林 ・福田 （同 志 社 女 子） ６－３

品治 ・安井 （京 都 外 大 西）

河原 ・土肥 （洛 西） ６－３ ６－３

樋口 ・太田 （同 志 社 国 際） ６－４

松永 ・山本 （同 志 社 国 際）

河辺 ・山原 （立 命 館 宇 治） ６－１

松木 ・山本 （京 都 女 子） ６－２

■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１５年４月２７日～５月１１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）

北村 直 （立 命 館 宇 治） ８－４

吉田 晃 （同 志 社） ①２－０

木山 貴如 （同 志 社 国 際）

本多 征一郎（同 志 社 国 際） ８－２ ⑤２－０

柴垣 昌志 （同 志 社） ８－３

古崎 康洋 （同 志 社 国 際）

金井 一記 （同 志 社） ②２－０

譲尾 建吾 （南 陽） ８－３ ⑦

河原 純 （東 山） ９－７ １－０

米村 一聡 （立 命 館 宇 治） ③２－１

野崎 雅登 （東 山）

長田 卓也 （東 山） ８－５

堀田 直史 （東 山） ８－３ ⑥２－０

松江 真伍 （同 志 社 国 際）

石川 悠太 （同 志 社） ④２－０

山口 直彦 （東 山） ８－２

①６－２，６－３， ②６－２，６－４， ③６－２，５－７，７－６（２）

④６－１，６－０ ⑤６－１，６－３， ⑥６－０，７－５

⑦８－１（天候により８プロで実施）

３位決定戦 実施せず

最終順位：１位 北村 直 （立命館宇治）

２位 山口 直彦 （東山）

３位 譲尾 建吾 （南陽）

河原 純 （東山）

※１～４位の北村直（立命館宇治）、山口直彦、河

原純（以上東山）、譲尾建吾（南陽）の４名が全

国総体に出場。

○男子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

大橋 ・三井 （京 都 外 大 西） ７－５

奥坂 ・日下部（久 御 山） ①２－０

北村 ・米村 （立 命 館 宇 治）

堀田 ・河原 （東 山） ６－３ ③

名倉 ・西川 （同 志 社） ６－３ １－０

松江 ・木山 （同 志 社 国 際）

山口 ・野崎 （東 山） ②２－１

吉田 ・柴垣 （同 志 社） ６－３

①６－３，６－０ ②６－２，４－６，７－５， ③８－６（天候により８プロで実施）

最終順位：１位 北村 ・米村 （立命館宇治）

２位 山口 ・野崎 （東山）

※優勝の北村・米村（立命館宇治）が全国総体に

出場。

○女子シングルス（Ｂｅｓｔ１６以上を掲載）

西村 秀歩 （華 頂 女 子） ６－１

品治 恵子 （京 教 大 附 属） ①２－０

大林 美咲 （東 宇 治）

福田 紗也 （同 志 社 女 子） ６－４ ⑤２－１

山本 果枝 （京 都 女 子） ６－４

谷 佳奈 （同 志 社 女 子）

金原 利佳 （京 都 精 華 女 子） ②２－１

松木 美佳 （京 都 女 子） ６－２ ⑦

高屋 桃絵 （北 稜） ６－３ １－０

山本 真実 （同 志 社 国 際） ③２－０

井手 菜月 （華 頂 女 子）

金 順 （京 都 韓 国） ６－２

土肥 惇美 （同 志 社 女 子） ６－０ ⑥２－０

河原 奈未子（洛 西）

石田 あさ美（華 頂 女 子） ④２－０

小西 麻世 （華 頂 女 子） ６－３

①６－２，６－１ ②６－４，６－７（１２），６－２ ③６－２，６－０

④６－４，６－４ ⑤６－２，３－６，６－０ ⑥６－０，６－３

⑦８－４（天候により８プロで実施）

３位決定戦 土肥 １（８－１）０ 谷

（天候により８プロで実施）

最終順位：１位 高屋 桃絵 （北稜）

２位 西村 秀歩 （華頂女子）

３位 土肥 惇美 （同志社女子）

４位 谷 佳奈 （同志社女子）

※１～３位の高屋桃絵（北稜）、西村秀歩（華頂女

子）、土肥惇美（同志社女子）の２組が全国総体

に出場。



○女子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

西村 ・小西 （華 頂 女 子） ８－０

山本 ・森田 （同 志 社 国 際） ①２－０

河辺 ・山原 （立 命 館 宇 治）

土肥 ・河原 （洛 西） ８－４ ③

谷 ・佐野 （同 志 社 女 子） ８－２ １－０

山田 ・井上 （華 頂 女 子）

福田 ・土肥 （同 志 社 女 子） ②２－０

石田 ・井手 （華 頂 女 子） ８－５

①６－１，６－１ ②７－６（３），６－２ ③８－４（天候により８プロで実施）

３位決定戦 谷・佐野 １（８－４）０ 土肥・河原

２位決定戦 西村・小西 １（８－３）０ 谷・佐野

（天候により８プロで実施）

最終順位：１位 福田 ・土肥 （同志社女子）

２位 西村 ・小西 （華頂女子）

※１～２位の福田・土肥（同志社女子）、西村・小

西（華頂女子）の２組が全国総体に出場。

■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１５年５月１７日～５月１８日

会場：向島西・小畑川テニスコート他

○男子

Ａブロック 優勝：同志社 ２位：南陽

３位：紫野、鴨沂

Ｂブロック 優勝：立命館宇治 ２位：京都明徳

３位：伏見工業、南京都

Ｃブロック 優勝：東山 ２位：京都韓国

３位：京都外大西、西乙訓

Ｄブロック 優勝：同志社国際２位：洛西

３位：堀川、洛水

両丹ブロック 優勝：西舞鶴 ２位：綾部

○女子

Ａブロック 優勝：華頂女子 ２位：立命館宇治

３位：東宇治、鳥羽

Ｂブロック 優勝：同志社女子 ２位：京都韓国

３位：京都橘、八幡

Ｃブロック 優勝：洛西 ２位：同志社国際

３位：久御山、南陽

Ｄブロック 優勝：同志社 ２位：京都女子

３位：東稜、亀岡

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１５年５月２５日

会場：丹波自然運動公園テニスコート

○男子

同 志 社 ２－０ 東 山

２－１ 西 舞 鶴

３－０ ２－１

同 志 社 国 際 立 命 館 宇 治

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 ２－０ 洛 西

２－０ 峰 山

２－１ ２－０

同 志 社 同 志 社 女 子

最終順位：１位 華頂女子

２位 同志社女子

※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１５年８月１８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）

野崎 雅登 （東 山） ６－２

山本 章了 （紫 野） ７－６（８）

岡嶋 秀器 （同 志 社 国 際）

北川 義行 （向 陽） ６－４ ６－１

岩渕 直哉 （東 山） ６－０

安 将飛 （京 都 韓 国）

山崎 康史 （同 志 社 国 際） ７－５

姜 雅弘 （京 都 韓 国） ６－２ ６－３

譲尾 建吾 （南 陽） ６－０

野中 浩由 （京 都 明 徳） ７－５

呉 世隆 （京 都 韓 国）

中井 孝則 （京 都 明 徳） ７－５

坂本 達也 （洛 西） ６－１ ６－２

権 赫哲 （鳥 羽）

米村 一総 （立 命 館 宇 治） ６－４

河原 純 （東 山） ６－２

※上記のＢｅｓｔ１６以上の選手、及び順位戦の結果、本

多征一郎（同志社国際）の合計１７名が近畿大会

に出場。

○男子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

野崎 ・岩渕 （東 山） ６－４

山内 ・前田 （東 山） ６－３

山崎 ・岡嶋 （同 志 社）

佐藤 ・須加原（洛 南） ６－４ ６－４

中井 ・野中 （京 都 明 徳） ６－１

河原 ・本多 （東 山）

上田 ・石川 （同 志 社） ６－３

米村 ・竹田 （立 命 館 宇 治） ６－４

※上記のＢｅｓｔ８以上の組の合計８組が近畿大会に出

場。



○女子シングルス（Ｂｅｓｔ１６以上を掲載）

福田 紗也 （同 志 社 女 子） ６－２

中原 沙也 （聖 母 学 院） ７－５

市場 予茂美（立 命 館 宇 治）

金原 利佳 （京 都 精 華 女 子） ６－３ ６－０

土肥 惇美 （同 志 社 女 子） ６－０

李 桃子 （京 都 韓 国）

佐藤 厚子 （洛 北） ６－０

金 順 （京 都 韓 国） ６－３ ６－２

谷 佳奈 （同 志 社 女 子） ６－２

石田 あさ美（華 頂 女 子） ６－１

井手 菜月 （華 頂 女 子）

杉江 美幸 （ノ ー ト ル ダ ム 女 学 院） ６－１

吉川 美樹 （華 頂 女 子） ７－６（３） ６－３

佐野 香織 （同 志 社 女 子）

木村 憂衣 （菟 道） ６－３

山本 果枝 （京 都 女 子） ６－２

※上記のＢｅｓｔ１６以上の選手、及び順位戦の結果、大

林美咲（東宇治）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）

福田 ・土肥 （同 志 社 女 子） ６－１

金 ・李 （京 都 韓 国） ６－１

井手 ・石田 （華 頂 女 子）

市場 ・吉川 （立 命 館 宇 治） ６－１ ７－５

谷 ・佐野 （同 志 社 女 子） ６－２

杉江 ・横山 （ノ ー ト ル ダ ム 女 学 院）

金原 ・川勝 （京 都 精 華 女 子） ６－２

佐藤 ・安部 （洛 北） ６－０

※上記のＢｅｓｔ８以上の組の合計８組が近畿大会に出

場。

■京都府公立高等学校テニス選手権大会

期日：平成１５年８月４日～８月６日

会場：丹波自然運動公園テニスコート

○男子の部

優勝 ：紫野

準優勝：洛西

３位 ：久御山、西乙訓

決勝 ：紫野 ３－０打切 洛西

準決勝：紫野 ３－１打切 久御山

洛西 ３－２ 西乙訓

ＱＦ ：紫野 ３－０打切 南陽

洛西 ３－１打切 八幡

久御山 ３－２ 向陽

西乙訓 ３－０打切 堀川

○女子の部

優勝 ：菟道

準優勝：久御山

３位 ：洛西、乙訓

決勝 ：菟道 ３－２ 久御山

準決勝：菟道 ３－１打切 洛西

久御山 ３－２ 乙訓

ＱＦ ：菟道 ３－０打切 向陽

久御山 ３－２ 鳥羽

洛西 ３－２ 洛北

乙訓 ３－０打切 京都すばる

■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１５年９月２１日～９月２８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

北 稜 ３－１ ３－１ 京都両洋

紫 野 西 舞 鶴

立命館宇治 ３－０ ３－２ 洛 星

３－０ ３－０

京都韓国 ３－１ ３－０ ３－１ 向 陽

洛 南 久 御 山

西 乙 訓 ３－０ ３－１ 大 谷

田 辺 ３－０ ３－０ 同 志 社

３位決定戦 同志社国際 ３－０ 京都韓国

２位決定戦 同 志 社 対戦済 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位の東山高校と２位の同志社高校の２校が全国

選抜の近畿地区予選に出場。

○女子（Ｂｅｓｔ１６以上を掲載）

華頂女子 ４－０ ３－２ 立命館宇治

ノ ー ト ル ダ ム ４－０ ３－２ 菟 道

八 幡 東 宇 治

洛 北 ３－０ ３－１ 同志社国際

３－２ ３－０

京都女子 ３－０ ３－２ ３－２ 洛 西

南 陽 京都すばる

西 乙 訓 ３－２ ３－０ 堀 川

京都精華女子 ３－２ ３－０ 同志社女子

３位決定戦 菟 道 ３－２ 京都女子

２位決定戦 同志社女子 対戦済 菟 道

最終順位：１位 華頂女子

２位 同志社女子

３位 菟道

４位 京都女子

※１位の華頂女子高校と２位の同志社女子高校の２

校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１５年１０月５日～１１月３日

会場：向島西、伏見港テニスコート、他

○男子シングルス（Ｂｅｓｔ１６以上を掲載）

譲尾 建吾 （南 陽） ６－０

石川 悠太 （同 志 社） ６－２

米村 一総 （立 命 館 宇 治）

呉 世隆 （京 都 韓 国） ７－６（５） ６－２

坂本 達也 （洛 西） ６－３

山崎 康史 （同 志 社 国 際）

中村 慎吾 （同 志 社） ６－４

岩渕 直哉 （東 山） ６－４ ６－３

河原 純 （東 山） ６－２

市川 真之 （紫 野） ６－３

岡嶋 秀器 （同 志 社 国 際）

北川 義行 （向 陽） ６－４

姜 雅弘 （京 都 韓 国） ６－１ ７－５

中井 孝則 （京 都 明 徳）

深堀 慶士 （東 山） ７－５

野崎 雅登 （東 山） ６－１

○男子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

河原 ・野崎 （東 山） ６－３

山内 ・前田 （東 山） ６－３

姜 ・呉 （京 都 韓 国）

米村 ・竹田 （立 命 館 宇 治） ６－４ ６－４

本多 ・岩渕 （東 山） ６－４

上田 ・石川 （同 志 社）

市川 ・段下 （紫 野） ６－４

山崎 ・岡嶋 （同 志 社 国 際） ６－２

○女子シングルス（Ｂｅｓｔ１６以上を掲載）

井手 菜月 （華 頂 女 子） ６－４

佐野 香織 （同 志 社 女 子） ６－３

横山 萌 （ノ ー ト ル ダ ム 女 学 院）

谷 佳奈 （同 志 社 女 子） ６－０ ６－２

金 順 （京 都 韓 国） ７－６（３）

李 桃子 （京 都 韓 国）

井上 春香 （華 頂 女 子） ６－２

山本 果枝 （京 都 女 子） ６－１ ６－１

福田 紗也 （同 志 社 女 子） ６－０

市場 予茂美（立 命 館 宇 治） ７－５

吉川 美樹 （華 頂 女 子）

石田 あさ美（華 頂 女 子） ６－２

金原 利佳 （京 都 精 華 女 子） ６－３ ７－６（６）

大林 美咲 （東 宇 治）

森田 綾 （同 志 社 国 際） ６－２

土肥 惇美 （同 志 社 女 子） ６－２

○女子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

福田 ・土肥 （同 志 社 女 子） ６－２

井上 ・井上 （華 頂 女 子） ６－３

杉江 ・横山 （ノ ー ト ル ダ ム 女 学 院）

山田 ・吉川 （華 頂 女 子） ６－１ ６－３

井手 ・石田 （華 頂 女 子） ６－０

金 ・李 （京 都 韓 国）

市場 ・吉川 （立 命 館 宇 治） ７－５

谷 ・佐野 （同 志 社 女 子） ６－１

■平成１５年度京都招待テニス選手権

期日：平成１５年１２月２０日～１２月２１日

会場：太陽か丘テニスコート

○男子団体（本戦ドローのみ掲載）

東 大 寺 学 園（奈 良）

Ｂ Ｙ Ｅ ３－０

和 歌 山 選 抜（和 歌 山）

同 志 社（京 都） ２－１ ２－１

奈 良 学 園（奈 良） ２－１

灘 （兵 庫）

東 山（京 都） ３－０

光 泉（滋 賀） ３－０ ３－０

大 商 学 園（大 阪） ２－１

向 陽（京 都） ２－１

長 浜 北 星（滋 賀）

同 志 社 国 際（京 都） ２－１

履 正 社（大 阪） ２－１ ２－１

京 都 韓 国（京 都）

Ｂ Ｙ Ｅ） ２－１

仁 川 学 院（兵 庫）

３位決定戦 仁川学院（兵庫）２－１同志社（京都）

最終順位：１位 東山（京都）

２位 同志社国際（京都）

３位 仁川学院（兵庫）

４位 同志社（京都）



○女子団体（本戦ドローのみ掲載）

大 産 大 附 属（大 阪）

Ｂ Ｙ Ｅ ２－１

大 阪 女 学 院（大 阪）

同 志 社 女 子（京 都） ２－１ ２－１

菟 道（京 都） ３－０

平 城（奈 良）

信 貴 ケ 丘（奈 良） ３－０

明 石 城 西（兵 庫） ３－０ ２－１

同 志 社 国 際（京 都） ３－０

膳 所 ＆ 東 大 津（滋 賀） ３－０

栗 東（滋 賀）

華 頂 女 子（京 都） ２－１

和 歌 山 選 抜（和 歌 山） ２－１ ３－０

京 都 女 子（京 都）

Ｂ Ｙ Ｅ） ２－１

雲 雀 丘 学 園（兵 庫）

３位決定戦 雲雀丘学園（兵）３－０大阪女学院（大）

最終順位：１位 栗東（滋賀）

２位 明石城西（兵庫）

３位 雲雀丘学園（兵庫）

４位 大阪女学院（大阪）

○男子シングルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

野崎 雅登 （京：東 山） ７－６（５）

岡嶋 秀器 （京：同 志 社 国 際） ６－４

深堀 慶士 （京：東 山）

垣本 真吾 （兵：灘 ） ７－５ ６－３

坂東 圭祐 （兵：仁 川 学 院） ６－３

石川 悠太 （京：同 志 社）

山崎 康史 （京：同 志 社 国 際） ６－３

大前 一真 （大：履 正 社） ６－２

最終順位：１位 野崎 雅登（京：東山）

２位 大前 一真（大：履正社）

３位 垣本 真吾（兵：灘）

坂東 圭祐（兵：仁川学院）

○男子ダブルス（Ｂｅｓｔ４以上を掲載）

寺嶋 ・関 （滋：長 浜 北 星） ６－２

前田 ・岩渕 （京：東 山） ６－２

星本 ・前納 （滋：光 泉）

姜 ・呉 （京：京 都 韓 国） ６－３

最終順位：１位 前田・岩渕（京：東山）

２位 姜・呉（京：京都韓国）

○女子シングルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

佐野 香織 （京：同 志 社 女 子） ６－２

谷 佳奈 （京：同 志 社 女 子） ６－１

谷田 友紀 （滋：栗 東）

山本 瑛子 （滋：膳 所） ６－０ ６－２

松尾 真央 （兵：明 石 城 西） ６－４

戸高 貞奈 （兵：明 石 城 西）

岩上 亜里紗（大：大 産 大 附 属） ６－３

田渕 佳澄 （奈：平 城） ６－０

最終順位：１位 岩上亜里紗（大：大産大附属）

２位 佐野 香織（京：同志社女子）

３位 谷田 友紀（滋：栗東）

戸高 貞奈（兵：明石城西）

○女子ダブルス（Ｂｅｓｔ４以上を掲載）

山本 ・田鹿 （滋：東 大 津） ６－２

松山 ・本多 （大：大 阪 女 学 院） ６－３

山口 ・疋田 （大：大 産 大 附 属）

伊藤 ・太田 （滋：栗 東） ６－２

最終順位：１位 伊藤・太田（滋：栗東）

２位 松山・本多（大：大阪女学院）

◆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１５年３月２５日～４月１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 ：竹内 研人 （四の宮ＴＣ）

準優勝：北村 直 （立命館宇治）

３位 ：古崎 康洋 （同志社国際）

山口 直彦 （東山）

Ｂｅｓｔ８：安武 翔太 （同志社）

金井 一記 （同志社）

木山 貴如 （同志社国際）

進士 優一 （立命館宇治）

○男子シングルス１６歳以下の部

優勝 ：河原 純 （東山）

準優勝：米村 一総 （立命館宇治）

※１８歳以下の優勝～Ｂｅｓｔ４と１６歳以下の優勝の

高校生は最終選考会へ出場。

○女子シングルス１８歳以下の部

優勝 ：高屋 桃絵 （北稜）

準優勝：西村 秀歩 （華頂女子）

３位 ：百村 絵里加（鴨沂）

許 愛希 （京都韓国）

Ｂｅｓｔ８：小西 麻世 （華頂女子）

藤村 実麻 （同志社）

松木 美佳 （京都女子）

森田 綾 （同志社国際）



○女子シングルス１６歳以下の部

優勝 ：土肥 惇美 （同志社女子）

準優勝：寺井 祐紀子（湯山ＴＳ）

※１８歳以下の優勝～Ｂｅｓｔ４と１６歳以下の優勝の

高校生は最終選考会へ出場。

○男子ダブルス１８歳以下の部

優勝 ：竹内 ・北村（四の宮ＴＣ・立命館宇治）

準優勝：名倉 ・西川 （同志社）

３位 ：進士 ・中村 （立命館宇治）

辻 ・本多 （同志社国際）

○男子ダブルス１６歳以下の部

優勝 ：河原 ・加納 （東山・四の宮ＴＣ）

○女子ダブルス１８歳以下の部

優勝 ：高屋 ・西村 （北稜・華頂女子）

準優勝：小西 ・許 （華頂女子・京都韓国）

３位 ：山本 ・森田 （同志社国際）

松木 ・山本 （京都女子）

○女子ダブルス１６歳以下の部

優勝 ：土肥・市場（同志社女子・立命館宇治）

◆国民体育大会京都府最終選考会

期日：平成１５年６月２１日～６月２２日

会場：西院テニスコート

○男子

出場者：竹内研人（四の宮ＴＣ）、北村直（立命館

宇治）、河原純、山口直彦（以上東山）

、古崎康洋（同志社国際）、譲尾建吾（

南陽）

※竹内はリーグ戦免除（日本協会強化選手）

※山口直彦（東山）は体調の問題で辞退

譲尾 北村 河原 古崎 順位

譲 尾 ８８－９ ３－８ ８－５ ３

北 村 ９－８８ ８－５ ８－２ １

河 原 ８－３ ５－８ ８－４ ２

古 崎 ５－８ ２－８ ４－８ ４

（勝敗数が同数の場合は、得失ゲーム率による）

代表決定トーナメント

北村

竹内

河原

竹内 竹内

※１位の竹内研人と２位の北村直の２名は京都府代

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：高屋桃絵（北稜）、西村秀歩（華頂女子

）、百村絵里加（鴨沂）、許愛希（京都

韓国）、土肥惇美（同志社女子）

※許愛希（京都韓国）は資格の問題で辞退

土肥 百村 西村 高屋 順位

土 肥 ９－７ ３－８ ６－８ ３

百 村 ７－９ ３－８ ３－８ ４

西 村 ８－３ ８－３ ３－８ ２

高 屋 ８－６ ８－３ ８－３ １

（勝敗数が同数の場合は、得失ゲーム率による）

※１位の高屋桃絵と２位の西村秀歩の２名は京都府

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１５年３月２２日～３月２６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、同志社国際

◇１回戦

同 志 社 ０－５ 堀 越（東京）

Ｄ１ 西川・名倉 １－６ 赤羽・服部

Ｄ２ 久保・伊藤 ４－６ イーズン・山崎

Ｓ１ 吉田 晃 ３－６ 宇井 啓

Ｓ２ 柴垣 昌志 ２－６ 長岡 剛

Ｓ３ 福田 浩之 ４－６ 天野 真廣

同志社国際 ２－３ 愛工大名電（愛知）

Ｄ１ 古崎・辻 ６－３ 木下・榊原

Ｄ２ 松江・橋本 ４－６ 城 ・後藤

Ｓ１ 濃野 真広 １－６ 中野 正嗣

Ｓ２ 本多 征一郎 ４－６ 田川 豪

Ｓ３ 木山 貴如 ６－３ 鈴木 知

○女子

出場校：華頂女子・同志社国際

◇１回戦

同志社国際 ２－３ 宮崎商（宮崎）

Ｄ１ 樋口・松永 ４－６ 八山・井上

Ｄ２ 吉岡・土井 ３－６ 玉乃井・大徳

Ｓ１ 山本 真実 ６－１ 柳原 理沙

Ｓ２ 森田 綾 ６－４ 坂本 加奈

Ｓ３ 太田 愛 ２－６ 石川 真理

◇２回戦

華頂女子 ４－１ 岡山朝日（岡山）

Ｄ１ 吉川・山田 ６－３ 島路・三沢

Ｄ２ 赤塚・沖田 ６－４ 小坂・小笠原

Ｓ１ 西村 秀歩 ６－０ 須田 有莉加

Ｓ２ 小西 麻世 ６－４ 佐々尾 依里

Ｓ３ 近藤 早織 ２－６ 深田 麻奈美



◇３回戦

華頂女子 １－３ 宮崎商業（宮崎）

Ｄ１ 吉川・山田 ０－２ 酒井・富尾

（０－６，２－６）

Ｄ２ 赤塚・沖田 ０－２ 花房・服部

（３－６，０－６）

Ｓ１ 西村 秀歩 ２－０ 松田 一輝

（６－３，６－２）

Ｓ２ 小西 麻世 ０－１打切 川 潤

（２－６，２－５打切）

Ｓ３ 近藤 早織 ０－２ 新谷 啓

（１－６，０－６）

※華頂女子高校は全国大会Ｂｅｓｔ１６。

◆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１５年６月１３日～６月１５日

会場：滋賀県長浜市長浜ドーム

○男子シングルス

出場者：北村直（立命館宇治）、山口直彦、河原

純（以上東山）、譲尾建吾（南陽）

◇１回戦

山口 直彦 Ｗ．Ｏ．負 山下 修史（和：開 智）

北村 直 ２－６ 中山 輔（兵：仁川学院）

譲尾 建吾 ３－６ 西山 修平（滋：堅 田）

◇２回戦

河原 純 ０－６ 梶川 太秀（大：清 風）

○男子ダブルス

出場者：北村・米村（立命館宇治）

◇１回戦

北村・米村 ０－６ 脇 ・小川（兵：明石城西）

○男子団体

出場校：東山

◇１回戦

東 山 ０ － ３ 開 智（和歌山）

Ｄ 堀田・野崎 ４－６ 長友・小柴

Ｓ１ 河原 純 ３－６ 土井 悠次

Ｓ２ 岩渕 直哉 ２－６ 山下 修史

○女子シングルス

出場者：高屋桃絵（北稜）、西村秀歩（華頂女子

）、土肥惇美（同志社女子）

◇１回戦

土肥 惇美 ４－６ 杉山 陽子（滋：栗 東）

高屋 桃絵 ６－３ 渕原 彩加（和：近大和歌）

◇２回戦

西村 秀歩 ０－６ 岡 あゆみ（兵：夙川学院）

高屋 桃絵 ６－４ 伊藤亜里沙（大：四天羽曳）

◇２回戦

高屋 桃絵 ２－６ 岡 あゆみ（兵：夙川学院）

○女子ダブルス

出場者：土肥・福田（同志社女子）、西村・小西

（華頂女子）

◇１回戦

西村・小西 ６－０ 伊藤・太田（滋：栗 東）

土肥・福田 ２－６ 北村・田中（大：四天羽曳）

◇２回戦

西村・小西 ３－６ 岡 ・加藤（兵：夙川学院）

○女子団体

出場校：華頂女子

◇１回戦

華頂女子 ２ － １ 平 城（奈良）

Ｄ 石田・井手 ６－２ 菊田・葉田

Ｓ１ 西村 秀歩 ６－１ 荒木 優衣

Ｓ２ 吉川 美樹 ２－６ 大西 恵里

◇準決勝（２回戦）

華頂女子 ０ － ３ 園田学園（兵庫）

Ｄ 西村・石田 ３－６ 中西・濱條

Ｓ１ 小西 麻世 ２－６ 大西 香

Ｓ２ 井手 菜月 ０－６ 久見 香奈恵

◆全国高等学校総合体育大会テニス競技

期日：平成１５年７月２９日～８月４日

会場：長崎県長崎市かきどまり運動公園、他

○男子団体の部

出場校：東山

◇２回戦

東 山 ０ － ２ 原 町（福島）

Ｄ 野崎・堀田 ５－８ 石川・池田

Ｓ１ 山口 直彦 ４－８ 千葉 篤

Ｓ２ 河原 純 打切り 番場 遼

○男子個人の部シングルス

出場者：北村直（立命館宇治）、山口直彦、河原

純（以上東山）、譲尾建吾（南陽）

◇１回戦

山口 直彦 ８－６ 金城 善朋（沖縄：西 原）

譲尾 建吾 ６－８ 高橋 直哉（徳島：城 北）

河原 純 ２－８ 松井 大和 （静岡：静 岡）

北村 直 ４－８ 野上 琢磨（愛知：名古屋 ）

◇２回戦

山口 直彦 ５－８ 鈴江 純希（北海：札幌藻岩）

○男子個人の部ダブルス

出場者：北村・米村（立命館宇治）

◇１回戦

北村・米村 １－８ 成瀬・鳥屋（愛知：名古屋 ）



○女子団体の部

出場校：華頂女子

◇１回戦

華頂女子 ２ － ０ 安田女子（広島）

Ｄ 石田・井手 ８－６ 木村・川上

Ｓ１ 西村 秀歩 ７－７打切り 吉川 弘野

Ｓ２ 小西 麻世 ８－３ 太田 あや

◇２回戦

華頂女子 ２ － ０ 鈴 鹿（三重）

Ｄ 石田・井手 ８－２ 矢野・早川

Ｓ１ 西村 秀歩 ６－６打切り 加藤 尚子

Ｓ２ 小西 麻世 ８－２ 松岡 真衣

◇３回戦

華頂女子 ０ － ２ 仁愛女子（福井）

Ｄ 西村・石田 ３－８ 前田・恒松

Ｓ１ 小西 麻世 ２－８ 綾部 真紀

Ｓ２ 井手 菜月 打切り 川内 智代

※華頂女子高校は全国大会Ｂｅｓｔ１６。

○女子個人の部シングルス

出場者：高屋桃絵（北稜）、西村秀歩（華頂女子

）、土肥惇美（同志社女子）

◇１回戦

西村 秀歩 ８－４ 高崎 恭子（千葉：渋谷幕張）

土肥 惇美 ８－３ 池本 春菜（宮崎：宮崎商 ）

高屋 桃絵 ８－６ 川内 智代（福井：仁愛女子）

◇２回戦

西村 秀歩 ３－８ 上赤 早紀（長崎：向 陽）

土肥 惇美 ９－８（５） 阿部 瑠美（徳島：徳島商 ）

高屋 桃絵 ４－８ 山下 有希（埼玉：浦和学院）

◇３回戦

土肥 惇美 ３－８ 渡邉 華奈（岐阜：県岐阜商）

○女子個人の部ダブルス

出場者：土肥・福田（同志社女子）、西村・小西

（華頂女子）

◇１回戦

福田・土肥 ８－５ 田代・茂木（北海：札幌清田）

西村・小西 ８－６ 今井・松尾（長野：松商学園）

◇２回戦

福田・土肥 （６）８－９ 栗原・森 （愛媛：松山中央）

西村・小西 ８－２ 藤野・上赤（長崎：向 陽）

◇３回戦

西村・小西 ８－４ 富山・武田（北海：札幌日大）

◇準々決勝（４回戦）

西村・小西 ３－８ 古賀・中村（福岡：柳 川）

※西村・小西は全国大会Ｂｅｓｔ８。

◆国民体育大会近畿地区予選

※今年度は本国体が男女共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１５年９月１３日～９月１５日

会場：奈良県明日香テニスコート、他

○男子シングルス

出場者：譲尾建吾（南陽）、野崎雅登、岩渕直哉

、河原純、本多昴樹（以上東山）、北川

義行（向陽）、姜雅広、呉世隆、安将飛

（以上京都韓国）、坂本達也（洛西）、

山本章了（紫野）、岡嶋秀器、山崎康史

（以上同志社国際）、野中浩由、中井孝

則（以上京都明徳）、権赫哲（鳥羽）、

米村一総（立命館宇治）

◇１回戦

北川 義行 ８－６ 中村 竜輔（和：開 智）

中井 孝則 ８－０ 田中 真悟（滋：長浜北星）

本多 昴樹 ４－８ 立石 真悟（奈：東大寺学園）

姜 雅広 ８－２ 島田 洋平（滋：長浜北星）

呉 世隆 ６－８ 三輪 明敏（大：近大附属）

岩渕 直哉 ８－３ 加藤 栄一（奈：西の京 ）

野中 浩由 ３－８ 原田 裕己（滋：東大津 ）

山崎 康史 ４－８ 猪飼 俊貴（滋：東大津 ）

安 将飛 ８－３ 福入 淳（滋：光 泉）

山本 章了 ８－４ 若野 直人（大：大産大附）

権 赫哲 ５－８ 藤井誠士郎（兵：柳学園 ）

◇２回戦

譲尾 建吾 ８－３ 北川 義行（京：紫 野）

中井 孝則 ８－６ 角田 圭佑（大：大産大附）

米村 一総 ９－７ 立石 真悟（奈：東大寺学園）

姜 雅広 ８－４ 安藤 秀和（大：清 風）

岩渕 直哉 １－８ 池村 康平（大：清 風）

河原 純 ８－１ 神山 泰典（滋：水口東 ）

野崎 雅登 ８－５ 磯田祐太郎（大：大産大附）

岡嶋 秀器 ６－８ 平畑 真悟（奈：平 城）

安 将飛 ２－８ 藤田 赴士（大：清 風）

山本 章了 ８－６ 阪本 達也（京：洛 西）

◇３回戦

譲尾 建吾 ８－４ 中井 孝則（京：京都明徳）

米村 一総 ２－８ 小柴 朋幸（和：開 智）

姜 雅広 ８－４ 安藤 秀和（大：清 風）

河原 純 ９－８（３） 野崎 雅登（京：東 山）

山本 章了 ９－８（２） 藤田 赴士（大：清 風）

◇４回戦

譲尾 建吾 ３－８ 藤原 有貴（兵：明石城西）

姜 雅広 ８－６ 小柴 朋幸（和：開 智）

河原 純 ９－８（６） 駒田 和也（兵：関西学院）

山本 章了 ３－８ 青田 武仁（奈：平 城）

◇準々決勝（５回戦）

姜 雅広 １－８ 藤原 有貴（兵：明石城西）

河原 純 ８－０ 岩永 寛之（大：近大附属）



◇準決勝（６回戦）

河原 純 ２－０ 岩永 寛之（大：近大附属）

（６－３，６－０）

※河原純は近畿大会３位。姜雅広はＢｅｓｔ８。譲尾建

吾、山本章了はＢｅｓｔ１６。

○男子ダブルス

出場者：河原・本多、山内・前田、野崎・岩渕（

以上東山）、山崎・岡嶋（同志社国際）

、上田・石川（同志社）、佐藤・須加原

（洛南）、中井・野中（京都明徳）、米

村・武田（立命館宇治）

◇１回戦

中井・野中 ８－３ 井賀・伊香（和：近大和歌）

佐藤・須加原３－８ 寺嶋・関 （滋：長浜北星）

上田・石川 ３－８ 伊勢・楠木（兵：関西学院）

米村・竹田 ８－６ 山中・加藤（奈：片 桐）

山内・前田 ８－２ 榎原・南 （奈：信貴ケ丘）

◇２回戦

中井・野中 １－８ 青田・小中（奈：平 城）

山崎・岡嶋 ８－３ 大前・竹島（大：履正社 ）

野崎・岩渕 ８－１ 若野・伊藤（大：大産大附）

米村・竹田 ２－８ 沓脱・駒田（兵：関西学院）

河原・本多 ３－８ 藤沢・幸田（兵：長 田）

山内・前田 ４－８ 藤原・岡田（兵：明石城西）

◇３回戦

野崎・岩渕 ８－１ 山崎・岡嶋（京：同志国際）

◇４回戦

野崎・岩渕 １－８ 池村・出井（大：清 風）

※野崎・岩渕は近畿大会Ｂｅｓｔ８。

○女子シングルス

出場者：井手菜月、石田あさ美、吉川美樹（以上

華頂女子）、土肥惇美、福田紗也、谷佳

奈、佐野香織（以上同志社女子）、金原

利佳（京都精華女子）、山本果枝（京都

女子）、金順、李桃子（以上京都韓国）

、中原沙也（聖母女学院）、市場予茂美

（立命館宇治）、佐藤厚子（洛北）、杉

江美幸（ノートルダム女学院）、木村憂

衣（菟道）、大林美咲（東宇治）

◇１回戦

福田 紗也 ５－８ 渡辺 悠花（大：桜 宮）

佐藤 厚子 ７－９ 高瀬優理香（大：樟蔭東 ）

大林 美咲 ８－４ 喜多 昌美（和：日 高）

石田あさ美 ８－２ 戸高 貞奈（兵：明石城西）

吉川 美樹 ３－８ 前田 寿子（大：長尾谷 ）

李 桃子 ８－５ 北川 衣梨（奈：帝塚山 ）

中原 沙也 ８－６ 西岡 里紗（和：海 南）

杉江 美幸 ４－８ 仁木 一葉（奈：平 城）

金 順 ５－８ 小山万里絵（和：開 智）

市場予茂美 ０－８ 松尾 真央（兵：明石城西）

佐野 香織 ８－６ 堀 三奈美（大：同志香里）

木村 憂衣 ４－８ 植村なつみ（大：桜 宮）

◇２回戦

金原 利佳 ８－１ 杉山奈津子（奈：奈 良）

土肥 惇美 ８－２ 大林 美咲（京：東宇治 ）

石田あさ美 ８－１ 谷田 友紀（滋：栗 東）

李 桃子 ８－５ 秋豆由利奈（大：長尾谷 ）

谷 佳奈 ８－３ 中原 沙也（京：聖母学院）

山本 果枝 ０－８ 宮崎 彩（大：飛翔館 ）

井手 菜月 ８－６ 大橋未奈己（和：開 智）

佐野 香織 ２－８ 中西未希子（兵：園田学園）

◇３回戦

金原 利佳 ８－３ 寺田しずか（和：稜 雲）

土肥 惇美 ８－５ 田渕 佳澄（奈：平 城）

石田あさ美 ４－８ 橋本 亜希（兵：神戸山手）

李 桃子 ０－８ 森 友香（大：飛翔館 ）

谷 佳奈 ０－８ 佐藤明日香（大：長尾谷 ）

井手 菜月 ５－８ 上村奈都子（和：和歌山東）

◇４回戦

金原 利佳 ４－８ 川口 真輝（兵：夙川学院）

土肥 惇美 ８－０ 宮本真菜美（兵：夙川学院）

◇準々決勝（５回戦）

土肥 惇美 ８－６ 橋本 亜希（兵：神戸山手）

◇準決勝（６回戦）

土肥 惇美 ０－２ 橋本 亜希（兵：神戸山手）

（１－６，１－６）

※土肥惇美は近畿大会３位。

○女子ダブルス

出場者：福田・土肥、谷・佐野（以上同志社女子

）、井手・石田（華頂女子）、金原・川

勝（京都精華女子）、金・李（京都韓国

）、市場・吉川（立命館宇治）、杉江・

横山（ノートルダム女学院）、佐藤・安

部（洛北）



◇１回戦

市場・吉川 ０－８ 友納・中西（大：梅 花）

金原・川勝 ５－８ 西本・長尾（和：開 智）

佐藤・安部 ４－８ 藤木・宮崎（大：飛翔館 ）

杉江・横山 ３－８ 木下・大西（和：開 智）

金 ・李 ８－２ 西岡・中村（和：海 南）

◇２回戦

福田・土肥 ８－２ 友納・中西（大：梅 花）

谷 ・佐野 ８－１ 藤木・宮崎（大：飛翔館 ）

井手・石田 ８－６ 松山・酒井（大：大阪女学）

金 ・李 ２－８ 秋豆・前田（大：長尾谷 ）

◇３回戦

福田・土肥 ３－８ 山口・佐藤（大：長尾谷 ）

谷 ・佐野 ６－８ 川口・猿田（兵：夙川学院）

井手・石田 ８－３ 森脇・高瀬（大：樟蔭東 ）

◇４回戦

井手・石田 ４－８ 川口・猿田（兵：夙川学院）

※井手・石田は近畿大会Ｂｅｓｔ８。

◆国民体育大会

期日：平成１５年１０月１５日～１０月３０日

会場：静岡県浜松市

○男子

出場者：竹内研人（四の宮ＴＣ）、北村直（立命館

宇治）

愛知 ２－０ ２－０ 東京

岐阜 北海

富山 ２－０ ２－０ ２－０ ２－０ 秋田

島根 ２－０ ２－１ 茨城

愛媛 高知

熊本 ２－０ ２－１ ２－０ ２－１ 佐賀

奈良 ２－１ ２－０ 鹿児

新潟 群馬

宮城 ２－１ ２－０ 青森

大分 ２－０ ２－０ ２－１ ２－１ 福井

千葉 徳島

京都 ２－１ ２－０ 埼玉

２－０ ２－０

神奈 ２－１ ２－１ ２－０ 福岡

ＢＹＥ 長崎

岡山 ２－０ ２－１ ２－０ 山口

宮崎 ２－０ ２－０ 香川

和歌 福島

岩手 ２－０ ２－０ 大阪

沖縄 ２－０ ２－１ ２－０ ２－０ 長野

山梨 広島

石川 ２－１ ２－０ 栃木

鳥取 ２－１ ２－０ ２－１ ２－１ 滋賀

山形 三重

静岡 ２－０ ２－１ 兵庫

※京都府関係分順位戦

☆５～８位 ☆５～６位

京都 京都

静岡 ２－０ 埼玉 ２－０

◇京都府対戦記録

◇２回戦

京 都 ２ － １ 千 葉

Ｓ１ 竹内 研人 ２－０ 有松

（４－１，４－０）

Ｓ２ 北村 直 ０－２ 林

（２－４，１－４）

Ｄ 竹内・北村 ２－０ 有松・林

（４－２，５－３）

◇３回戦

京 都 ２ － ０ 宮 城

Ｓ１ 竹内 研人 ２－０ 菊池

（４－２，４－２）

Ｓ２ 北村 直 ２－０ 中澤

（４－１，５－４）

Ｄ 竹内・北村 打切り 菊池・中澤

◇準々決勝（４回戦）

京 都 １ － ２ 愛 智

Ｓ１ 竹内 研人 ２－１ 成瀬

（４－２，３－５，１－０）

Ｓ２ 北村 直 ０－２ 鳥屋

（０－４，０－４）

Ｄ 竹内・北村 １－２ 成瀬・鳥屋

（５－４，１－４，０－１）

◇５～８位決定戦

京 都 ２ － ０ 静 岡

Ｓ１ 竹内 研人 ２－０ 加藤

（４－２，４－０）

Ｓ２ 北村 直 ２－１ 酒井

（４－２，２－４，１－０）

Ｄ 竹内・北村 打切り 加藤・酒井

◇５～６位決定戦

京 都 ０ － ２ 埼 玉

Ｓ１ 竹内 研人 ０－２ 石岡

（１－４，２－４）

Ｓ２ 北村 直 １－２ 古城

（４－５，４－２，１－０）

Ｄ 竹内・北村 打切り 石岡・古城

※京都府少年男子は国民体育大会６位。



○女子

出場者：高谷桃絵（北稜）、西村秀歩（華頂女子

）

東京 ２－１ ２－０ 静岡

栃木 奈良

長野 ２－０ ２－０ ２－０ ２－０ 鳥取

徳島 ２－０ 宮崎

ＢＹＥ 青森

山口 ２－０ ２－１ ２－０ ２－１ 熊本

神奈 ２－０ ２－１ 山梨

秋田 ＢＹＥ

新潟 ２－１ 滋賀

岡山 ２－１ ２－０ ２－０ 長崎

ＢＹＥ 北海

埼玉 ２－０ ２－０ 福岡

２－０ ２－１

大阪 ２－０ ２－０ ２－０ 京都

ＢＹＥ 山形

島根 ２－１ ２－０ ２－０ 広島

和歌 ２－０ ２－０ 沖縄

岩手 千葉

三重 ２－１ ２－０ 香川

富山 ２－０ ２－１ ２－１ ２－０ 宮城

大分 茨城

愛知 ２－０ ２－１ 岐阜

群馬 ２－１ ２－０ ２－１ 愛知

ＢＹＥ 鹿児

福井 ２－０ ２－１ 兵庫

※京都府関係分順位戦＝なし

◇京都府対戦記録

◇２回戦

京 都 ２ － ０ 広 島

Ｓ１ 高屋 桃絵 ２－１ 高原

（５－３，２－４，１－０）

Ｓ２ 西村 秀歩 ２－１ 吉川

（５－３，２－４，１－０）

Ｄ 高屋・西村 打切り 高原・吉川

◇３回戦

京 都 ０ － ２ 香 川

Ｓ１ 高屋 桃絵 １－２ 高橋

（５－４，２－４，０－１）

Ｓ２ 西村 秀歩 ０－２ 和泉

（１－４，２－４）

Ｄ 高屋・西村 打ち切 高橋・和泉

◆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１５年１１月２２日～１１月２３日

会場：兵庫県神戸市神戸総合運動公園

○男子本戦

出場校：東山、同志社

清 風（大 阪） ５－０

奈 良 学 園（奈 良）

東 山（京 都） ５－０ ４－１

大 産 大 附 属（大 阪） ３－２

同 志 社（京 都）

関 西 学 院（兵 庫） ４－１ ４－１

開 智（和歌山） ５－０

近 大 和 歌 山（和歌山）

長 浜 北 星（滋 賀） ３－２

光 泉（滋 賀） ３－２ ３－２

東 大 寺 学 園（奈 良）

明 石 城 西（兵 庫） ５－０

○男子コンソレーション

奈 良 学 園（奈 良） ３－２

近 大 和 歌 山（和歌山） ３－２

同 志 社（京 都） ４－１

光 泉（滋 賀） ３－２

関 西 学 院（兵 庫） ３－２

開 智（和歌山）

長 浜 北 星（滋 賀） ４－１ 対戦

東 山（京 都） ３－２ 済み

東 大 寺 学 園（奈 良） ３－１

大 産 大 附 属（大 阪） ５－０

清 風（大 阪）

○男子５位決定戦

同 志 社（京 都） 対戦済み

大 産 大 附 属（大 阪）

○男子７位決定戦

近 大 和 歌 山（和歌山） ５－０

東 山（京 都）

○男子最終順位

１位 明石城西（兵） ２位 清風（大）

３位 関西学院（兵） ４位 開智（和）

５位 大産大附属（大）６位 同志社（京）

７位 東山（京） ８位 近大和歌山（和）

※１～７位までが全国選抜高等学校テニス大会へ出

場。６位の同志社高校と７位の東山高校は全国選

抜に出場

◇京都府対戦記録

◇本戦１回戦

東 山 ５－０ 奈良学園（奈良）

Ｓ１ 河原 純 ６－０ 前川 祥太郎

Ｄ１ 岩渕・本多 ６－１ 岡井・渡辺

Ｓ２ 野崎 雅登 ６－１ 橋本 一輝

Ｄ２ 前田・山内 ６－０ 谷口・篠田

Ｓ３ 深堀 慶士 ６－０ 鶴田 浩司



同 志 社 ２－３ 大産大附属（大阪）

Ｓ１ 中村 慎悟 ３－６ 青木 翔

Ｄ１ 石川・田中 ６－４ 磯田・若野

Ｓ２ 物部 哲郎 ５－７ 伊東 勇登

Ｄ２ 上田・渡部 ６－４ 中岡・神原

Ｓ３ 夏山 剛幸 ２－６ 角田 圭佑

◇本戦２回戦

東 山 ０－５ 清 風（大阪）

Ｓ１ 河原 純 ４－６ 井藤 祐一

Ｄ１ 岩渕・本多 ４－６ 藤田・斉藤

Ｓ２ 野崎 雅登 ２－６ 池村 康平

Ｄ２ 前田・山内 ０－６ 出井・出原

Ｓ３ 深堀 慶士 ５－７ 安藤 秀和

◇コンソレーション１回戦

同 志 社 ３－２ 光 泉（滋賀）

Ｓ１ 中村 慎悟 ３－６ 星本 充輝

Ｄ１ 石川・中島 ６－３ 浅野・片山

Ｓ２ 物部 哲郎 ６－２ 津田 敬大

Ｄ２ 上田・田中 ５－７ 前納・山川

Ｓ３ 夏山 剛幸 ６－２ 福入 淳

◇コンソレーション２回戦

同 志 社 ３－２ 近大和歌山（和歌山）

Ｓ１ 中村 慎悟 ２－６ 井賀 秀樹

Ｄ１ 石川・田中 ６－２ 伊香・阿南

Ｓ２ 物部 哲郎 ６－２ 東 嵩之

Ｄ２ 上田・渡辺 ７－６（５） 露峰・井田

Ｓ３ 夏山 剛幸 ＲＥＴ４－０ 東 亮佑

東 山 １－３ 大産大附属（大阪）

Ｓ１ 河原 純 １－６ 青木 翔

Ｄ１ 岩渕・本多 ２－６ 磯田・若野

Ｓ２ 野崎 雅登 １－６ 伊東 勇登

Ｄ２ 柴原・前田 打切り 中岡・神原

Ｓ３ 深堀 慶士 ６－３ 角田 圭佑

◇コンソレーション３回戦

同 志 社 １－４ 関西学院（兵庫）

Ｓ１ 中村 慎悟 ０－６ 萩原 大輔

Ｄ１ 石川・上田 ３－６ 楠木・沓脱

Ｓ２ 物部 哲郎 １－６ 駒田 和也

Ｄ２ 田中・深見 ６－４ 新井・奥村

Ｓ３ 夏山 剛幸 ４－６ 伊勢 淳

◇５－６位決定戦

同 志 社 対戦済 大産大附属（大阪）

◇７－８位決定戦

東 山 ５－０ 近大和歌山（和歌山）

Ｄ１ 岩渕・本多 ６－３ 井賀・伊香

Ｄ２ 柴原・前田 ６－２ 露峰・井田

Ｓ１ 河原 純 ６－０ 東 嵩之

Ｓ２ 野崎 雅登 ６－１ 坂部 仁彦

Ｓ３ 深堀 慶士 ６－２ 東 亮佑

○女子本戦

出場校：華頂女子、同志社女子

園 田 学 園（兵 庫） ５－０

飛 翔 館（大 阪）

栗 東（滋 賀） ４－１ ４－１

平 城（奈 良） ５－０

膳 所（滋 賀）

長 尾 谷（大 阪） ５－０ ４－１

同 志 社 女 子（京 都） ３－２

信 貴 ケ 丘（奈 良）

開 智（和歌山） ５－０

華 頂 女 子（京 都） ５－０ ４－１

県 和 歌 山 商（和歌山）

夙 川 学 院（兵 庫） ４－１

○女子コンソレーション

飛 翔 館（大 阪） ４－１

開 智（和歌山） ３－２

膳 所（滋 賀） ４－１

華 頂 女 子（京 都） ５－０

長 尾 谷（大 阪） ３－１

同 志 社 女 子（京 都）

信 貴 ケ 丘（奈 良） ５－０

栗 東（滋 賀） ５－０ ３－２

県 和 歌 山 商（和歌山） ５－０

平 城（奈 良） ４－１

夙 川 学 院（兵 庫）

○女子５位決定戦

飛 翔 館（大 阪） 対戦済み

栗 東（滋 賀）

○女子７位決定戦

華 頂 女 子（京 都） ４－１

平 城（奈 良）

○女子最終順位

１位 園田学園（兵） ２位 夙川学院（兵）

３位 長尾谷（大） ４位 同志社女子（京）

５位 栗東（滋） ６位 飛翔館（大）

７位 華頂女子（京） 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。４位の同志社女子高校と７位の華頂女子高校

は全国選抜に出場。

◇京都府対戦記録

◇本戦１回戦

華頂女子 ３－２ 県和歌山商（和歌山）

Ｓ１ 井手 菜月 ６－１ 高松 友香理

Ｄ１ 吉川・山田 ６－０ 竹垣・鎌田

Ｓ２ 石田 あさ美 ６－０ 川端 里佳

Ｄ２ 井上・清水 ６－２ 鎌田・阪本

Ｓ３ 井上 春香 ６－０ 松原 由美子



◇本戦２回戦

同志社女子 ３－２ 開 智（和歌山）

Ｓ１ 土肥 惇美 ７－５ 小山 万里絵

Ｄ１ 佐野・野口 （２）６－７ 西本・大西

Ｓ２ 谷 佳奈 （５）６－７ 大橋 未奈己

Ｄ２ 古屋・野々村 ６－４ 木下・坂本

Ｓ３ 福田 紗也 ６－１ 長尾 梓

華頂女子 １－４ 夙川学院（兵庫）

Ｓ１ 井手 菜月 １－６ 加藤 夕香子

Ｄ１ 井上・井上 ２－６ 川口・松任

Ｓ２ 石田 あさ美 ３－６ 宮本 真菜美

Ｄ２ 山田・清水 ０－６ 小川・猿田

Ｓ３ 吉川 美樹 ６－２ 田村 亜紗子

◇本戦３回戦

同志社女子 １－４ 夙川学院（兵庫）

Ｓ１ 土肥 惇美 ３－６ 加藤 夕香子

Ｄ１ 野口・古屋 ０－６ 川口・松任

Ｓ２ 谷 佳奈 ３－６ 宮本 真菜美

Ｄ２ 佐野・井上 ３－６ 小川・猿田

Ｓ３ 福田 紗也 ６－２ 北藤 春菜

◇コンソレーション１回戦

華頂女子 ５－０ 膳 所（滋賀）

Ｓ１ 井手 菜月 ６－２ 白子 千裕

Ｄ１ 吉川・井上 ６－０ 上田・井上

Ｓ２ 石田 あさ美 ６－１ 山本 瑛子

Ｄ２ 山田・清水 ６－４ 園田・池田

Ｓ３ 井上 春香 ６－０ 南川 優子

◇コンソレーション２回戦

華頂女子 ２－３ 飛 翔 館（大阪）

Ｓ１ 井上 春香 ０－６ 森 友香

Ｄ１ 井手・石田 ２－６ 宮崎・藤木

Ｓ２ 山田 未希 １－６ 松浦 秀美

Ｄ２ 吉川・井上 ６－１ 福永・岡本

Ｓ３ 清水 優衣 ６－０ 苅谷 美幸

◇コンソレーション３回戦

同志社女子 ３－２ 栗 東（滋賀）

Ｓ１ 土肥 惇美 ６－２ 谷田 友紀

Ｄ１ 佐野・野口 ０－６ 伊藤・寺村

Ｓ２ 谷 佳奈 ７－６（４） 太田 茉莉

Ｄ２ 古屋・野々村 １－６ 丸井・伊藤

Ｓ３ 福田 紗也 ６－２ 寒出 麻奈未

◇３－４位決定戦

同志社女子 １－３ 長 尾 谷（大阪）

Ｓ１ 土肥 惇美 ６－３ 和田 恵理子

Ｄ１ 谷 ・井上 １－６ 佐藤・山口

Ｓ２ 福田 紗也 ３－６ 酒井 めぐみ

Ｄ２ 野口・野々村 ０－６ 吉倉・吉倉

Ｓ３ 佐野 香織 打切り 秋豆 由利奈

◇７－８位決定戦

華頂女子 ４－１ 平 城（奈良）

Ｓ１ 井手 菜月 ６－１ 則岡 紗欧里

Ｄ１ 吉川・井上 ６－２ 水谷・梅木

Ｓ２ 石田 あさ美 ６－２ 筒井 友里

Ｄ２ 山田・清水 ６－３ 仁木・一柳

Ｓ３ 井上 春香 ４－６ 石橋 彩香

◆トヨタジュニアテニス選手権大会京都府予選

期日：平成１５年１月２４日～２月１日

会場：太陽か丘テニスコート

○男子シングルス

優勝 ：河原 純 （東山）

準優勝：佐野 光 （パブリック宝ケ池）

３位 ：野口 政勝 （四の宮ＴＣ）

４位 ：辻野 鷹之 （四の宮ＴＣ）

○女子シングルス

優勝 ：土肥 惇美 （同志社女子）

準優勝：田村 亜紗子（湯山ＴＳ）

３位 ：井上 愛 （ＩＮＯＵＥ ＴＡ）

４位 ：竹内 萌 （バルブランシュＴＣ）

◆京都ウィンタージュニアテニス選手権大会

期日：平成１５年２月８日～２月２２日

会場：太陽か丘テニスコート

○男子ダブルス１８歳以下

優勝 ：長田 ・堀田 （東山）

準優勝：古崎 ・橋本 （同志社国際）

３位 ：名倉 ・西川 （同志社）

進士 ・中村（立命館宇治・ＴＣセブンスリー）

○女子ダブルス１８歳以下

優勝 ：許 ・小西 （京都韓国・華頂女子）

準優勝：西村 ・高屋 （華頂女子・北稜）

３位 ：山本 ・森田 （同志社国際）

松木 ・山本 （京都女子）

○男子ダブルス１６歳以下

優勝 ：河原 ・加納 （東山・四の宮ＴＣ）

準優勝：佐野 ・村上（パブリック宝ケ池・湯山ＴＳ

○女子ダブルス１６歳以下

優勝 ：佐野・市場（同志社女子・立命館宇治）

準優勝：土肥 ・田村（同志社女子・湯山ＴＳ）

◆トヨタジュニアテニストーナメント

期日：平成１５年４月４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

出場者：竹内研人（四の宮ＴＣ）

優勝＝１位

河原 純（東山）、譲尾建吾（南陽）



◇１回戦

河原 純 ２（２－６，６－２，６－３）１ 藤岡興平

譲尾建吾 ２（６－０，７－６（５）） ０ 上杉航平

◇２回戦

河原 純 ０（（５）６－７，３－６） ２ 岡田遼介

※本戦Ｂｅｓｔ３２、コンソレＢｅｓｔ１６。

譲尾建吾 ０（４－６，３－６） ２ 小野加寿也

※本戦Ｂｅｓｔ３２、コンソレＢｅｓｔ１６。

○女子シングルス

出場者：福井恵美（舞鶴ＧＴＣ）

優勝＝１位

土肥惇美（湯山ＴＳ）

◇１回戦

土肥惇美 ０（（５）６－７，１－６） ２ 文元美佳

※本戦Ｂｅｓｔ６４、コンソレＢｅｓｔ６４。

◆京都サマージュニアテニス選手権大会

期日：平成１５年８月２５日～８月３１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 ：中井 孝則 （京都明徳）

準優勝：野崎 雅登 （東山）

３位 ：権 赫哲 （鳥羽）

米村 一総 （立命館宇治）

Ｂｅｓｔ８：呉 世隆 （京都韓国）

乾 慎弥 （京都外大西）

姜 雅広 （京都韓国）

北川 義行 （向陽）

○男子ダブルス１７歳以下

優勝 ：進士 ・中村 （ＴＣセブンスリー）

準優勝：石川 ・西川 （同志社）

３位 ：前田 ・山内 （東山）

岩渕 ・野崎 （東山）

○女子シングルス１７歳以下

優勝 ：土肥 惇美 （同志社女子）

準優勝：福田 紗也 （同志社女子）

３位 ：山本 果枝 （京都女子）

佐野 香織 （同志社女子）

Ｂｅｓｔ８：百村 絵里加（鴨沂）

金 順 （京都韓国）

森田 綾 （同志社国際）

金原 利佳 （京都精華女子）

○女子ダブルス１７歳以下

優勝 ：土肥・福田 （同志社女子）

準優勝：佐野・谷 （同志社女子）

３位 ：岸 ・山下 （菟道）

百村・白子 （鴨沂・四の宮ＴＣ）

◆関西ジュニアテニス選手権大会

期日：平成１５年７月１７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：木山貴如、古崎康洋、岡嶋秀器（以上同

志社国際）、安武翔太、西川浩雅、柴垣

昌志、金井一記、吉田晃（以上同志社）

、山口直彦（東山）、北村直（立命館宇

治）、竹内研人（四の宮ＴＣ：５回戦敗

退のＢｅｓｔ４）、進士優一（ＴＣセブンス

リー：２回戦敗退のＢｅｓｔ３２）

◇１回戦

木山 貴如 ８－４ 佐藤 亮久（滋：光 泉）

安武 翔太 ８－９ 竹内 研人（京：四の宮ＴＣ）

古崎 康洋 ８－６ 貴志 友則（和：和歌山北）

西川 浩雅 １－８ 梶川 太秀（大：清 風）

柴垣 昌志 ６－８ 土井 悠次（和：開 智）

岡嶋 秀器 ８－３ 猪飼 俊貴（滋：東大津 ）

山口 直彦 ３－８ 進士 優一（京：ＴＣセブンスリー）

北村 直 ８－１ 金井 一記（京：同志社 ）

吉田 晃 ２－８ 藤沢 宏行（大：清 風）

◇２回戦

木山 貴如 ３－８ 井藤 祐一（大：清 風）

古崎 康洋 ９－８（５） 萩原 大輔（兵：関西学院）

岡嶋 秀器 ２－８ 藤井 貴信（兵：ロイヤルヒルＴＣ）

北村 直 ８－６ 西山 翔（兵：三 田）

◇３回戦

古崎 康洋 ０－２ 竹内 研人（京：四の宮ＴＣ）

（０－６，１－６）

北村 直 ０－２ 松田 一輝（大：大産大附）

（（１）６－７、（１）６－７）

※古崎康洋、北村直は関西大会Ｂｅｓｔ１６。

○男子ダブルス１８歳以下

出場者：古崎・橋本、辻・本多（以上同志社国際

）、北村・竹内（立命館宇治・四の宮Ｔ

Ｃ）、西川・名倉（同志社）、岡嶋・青

田（同志社国際・ダイヤモンドＴＣ）、

進士・中村（ＴＣセブンスリー：１回戦

敗退のＢｅｓｔ３２）

◇１回戦

古崎・橋本 ３－８ 浅井・深山（大：清 風）

岡嶋・青田 ８－５ 山本・小島（滋：高 島）

北村・竹内 ８－０ 辻 ・本多（京：同志国際）

西川・名倉 １－８ 井藤・小川（大：清 風）

◇２回戦

岡嶋・青田 ２－８ 浅井・深山（大：清 風）

北村・竹内 ８－３ 山下・小柴（和：開 智）



◇３回戦

北村・竹内 １－２ 井藤・小川（大：清 風）

（６－３，３－６，４－６）

※北村・竹内は関西大会Ｂｅｓｔ８。

○女子シングルス１８歳以下

出場者：藤村実麻（同志社）、高屋桃絵（北稜）

、金原利佳（京都精華女子）、百村絵里

加（鴨沂）、許愛希、金順（以上京都韓

国）、山本真実、森田綾（以上同志社国

際）、松木美佳（京都女子）、小西麻世

、西村秀歩（以上華頂女子）、

◇１回戦

藤村 実麻 ４－８ 秦 綾花（兵：園田学園）

高屋 桃絵 ８－４ 畑山 夕佳（奈：ダイヤモンドＴＣ）

金原 利佳 ８－２ 大橋未奈己（和：開 智）

百村絵里加 ８－１ 荒木 優衣（奈：平 城）

許 愛希 ８－０ 海原 陽子（滋：ＯＴＡ滋賀 ）

松木 美佳 ８－６ 山本 真実（京：同志国際）

森田 綾 ３－８ 妹尾 百笑（奈：登美ケ丘）

金 順 １－８ 富山 愛（大：四天羽曳）

小西 麻世 ８－０ 鈴木 朱里（滋：国際情報）

西村 秀歩 ８－１ 門谷 歩（滋：ＯＴＡ滋賀 ）

◇２回戦

高屋 桃絵 ７－５ＲＥＴ 秦 綾花（兵：園田学園）

金原 利佳 ４－８ 吉山 佳織（大：四天羽曳）

百村絵里加 ５－８ 岡 あゆみ（兵：夙川学院）

許 愛希 ８－３ 松木 美佳（京：京都女子）

小西 麻世 ２－８ 加藤夕香子（兵：夙川学院）

西村 秀歩 ８－１ 藤春 朋美（大：カラバッシュＴＣ）

◇３回戦

高屋 桃絵 ０－２ 川床 萌（兵：園田学園）

（１－６，２－６）

許 愛希 ２－０ 辻村香名子（大：四天羽曳）

（６－４，６－１）

西村 秀歩 ２－１ 加藤夕香子（兵：夙川学院）

（４－６，７－５，６－３）

◇準々決勝（４回戦）

許 愛希 ０－２ 北村 久美（大：四天羽曳）

（３－６，０－６）

西村 秀歩 ０－２ 大西 香（兵：園田学園）

（（３）６－７，１－６）

※許愛希、西村秀歩は関西大会Ｂｅｓｔ８。高屋桃絵は

関西大会Ｂｅｓｔ１６。

○女子ダブルス１８歳以下

出場者：百村・佐藤（鴨沂・洛北）、山本・森田

（同志社国際）、金・李（京都韓国）、

許・小西（京都韓国・華頂女子）、高屋

・西村（北稜・華頂女子）、松木・山本

（京都女子）、

◇１回戦

百村・佐藤 ３－８ 酒井・和田（大：長尾谷 ）

山本・森田 １－８ 田中・富山（大：四天羽曳）

許 ・小西 ８－０ 金 ・李 （京：京都韓国）

高屋・西村 ９－７三杉・須加田（兵：園田学園）

松木・山本 ０－８ 片岡・灰岡（大：樟蔭東 ）

◇２回戦

許 ・小西 ８－４ 畑山・土井（奈：帝塚山 ）

高屋・西村 ８－２ 塩谷・〆野（兵：兵 庫）

◇３回戦

許 ・小西 ０－２ 中西・濱條（兵：園田学園）

（１－６，３－６）

高屋・西村 ０－２ 吉山・辻村（大：四天羽曳）

（４－６，２－６）

※許・小西、高屋・西村は関西大会Ｂｅｓｔ８。

○男子シングルス１６歳以下

出場者：坂本達也（洛西）、本多昴樹、野崎雅登

、河原純（以上東山）、安将飛（京都韓

国）、米村一総（立命館宇治）、譲尾建

吾（南陽）、大島浩範（ＴＣセブンスリ

ー：１回戦敗退のＢｅｓｔ６４）、加納昌允（

四の宮ＴＣ：１回戦敗退のｂＥＳＴ６４）、佐

野光（パブリック宝ケ池：５回戦敗退の

Ｂｅｓｔ４）、村上巧（湯山ＴＳ：１回戦敗

退のＢｅｓｔ６４）、

◇１回戦

坂本 達也 ８－４ 大島 浩範（京：ＴＣセブンスリー）

本多 昴樹 ３－８ 山崎 皓平（兵：チーム Ｋａｚｕ）

野崎 雅登 ２－８ 佐野 光（京：パブリック宝ケ池）

安 将飛 ２－８ 野田 秀樹（兵：宝塚ＴＣＯ ）

譲尾 建吾 ８－１ 脇坂 拓自（兵：明石城西）

米村 一総 ８－５ 樋口洸太郎（兵：関西学院）

河原 純 ８－４ 内山 清貴（兵：灘 ）

◇２回戦

坂本 達也 ０－８ 加藤 乃己（兵：ＡＶＥＮＲ ＴＣ）

譲尾 建吾 ８－４ 野田 秀樹（兵：宝塚ＴＣＯ ）

米村 一総 ４－８ 藤田 赴士（大：清 風）

河原 純 ８－２ 坂東 圭祐（兵：仁川学院）

◇３回戦

譲尾 建吾 ２－０ 大前 一真（大：履正社 ）

（６－０，６－２）

河原 純 ２－０ 辻 冨美男（兵：宝塚ＴＣＯ ）

（６－３，６－２）

◇準々決勝（４回戦）

譲尾 建吾 ２－１ 沓脱 恭兵（兵：関西学院）

（６－２，１－６，７－６（３））

河原 純 ２－０ 青木 翔（大：大産大附）

（６－１，６－２）



◇準決勝（５回戦）

譲尾 建吾 ２－１ 河原 純（京：東 山）

（７－６（５），５－７，６－２）

◇決勝（６回戦）

譲尾 建吾 ０－２ 鈴木 隆史（大：大阪ＴＡ）

（２－６，３－６）

※譲尾建吾は関西大会準優勝。河原純はＢｅｓｔ４。

○男子ダブルス１６歳以下

出場者：譲尾・岡本（南陽・ダイヤモンドＴＣ）

、石川・平尾（同志社）、米村・坂本（

立命館宇治・洛西）、河原・加納（東山

・四の宮ＴＣ）、岩渕・野崎（東山）、

◇１回戦

譲尾・岡本 ６－８ 北尾・山村（兵：灘 ）

石川・平尾 ９－７ 金岡・井田（大：履正社 ）

河原・加納 ８－２ 米村・坂本（京：上記参照）

岩渕・野崎 ８－４ 若野・伊藤（大：大産大附）

◇２回戦

石川・平尾 ５－８ 松本・渡利（和：開 智）

河原・加納 ２－８ 渋谷・山崎（兵：加古川・Ｋａｚｕ）

岩渕・野崎 ８－１ 佐藤・山下（大：清 風）

◇３回戦

岩渕・野崎 １－２ 大辻・辻 （兵：灘・パコン ）

（３－６，６－３，２－６）

※岩渕・野崎は関西大会Ｂｅｓｔ８。

○女子シングルス１６歳以下

出場者：井手菜月、井上春香、石田あさ美（以上

華頂女子）、土肥惇美、佐野香織、谷佳

奈（以上同志社女子）、白子千裕（四の

宮ＴＣ：２回戦敗退のＢｅｓｔ３２）、寺井祐

紀子（湯山ＴＳ：１回戦敗退のＢｅｓｔ６４）

、後藤夏子（ＩＮＯＵＥ ＴＡ：１回戦敗退の

Ｂｅｓｔ６４）、川本倫子（湯山ＴＳ：１回戦

敗退のＢｅｓｔ６４）、竹内萌（バルブランシ

ュＴＣ：１回戦敗退のＢｅｓｔ６４）、

◇１回戦

井手 菜月 ４－８ 川崎智恵美（大：大阪ＴＡ）

土肥 惇美 ８－２ 秋元 愛子（兵：姫路書写ＴＣ）

谷 佳奈 ８－５ 佐野 香織（京：同志女子）

井上 春香 ３－８ 平田 真穂（奈：ダイヤモンドＴＣ）

石田あさ美 ７－９ 上村奈都子（和：ＷＡＴＳ）

◇２回戦

土肥 惇美 ９－７ 佐藤明日香（大：大阪ＴＡ）

谷 佳奈 ８－６ 高橋左有里（滋：ＯＴＡ滋賀 ）

◇３回戦

土肥 惇美 ２－０ 谷 佳奈（京：同志女子）

（７－６（２）、７－６（６））

◇準々決勝（４回戦）

土肥 惇美 ０－２ 上島菜穂子（兵：テニス ラボ）

（１－６，４－６）

※土肥惇美は関西大会Ｂｅｓｔ８。谷佳奈はＢｅｓｔ１６。

○女子ダブルス１６歳以下

出場者：土肥・市場（同志社女子・立命館宇治）

、石田・井上（華頂女子）、井手・佐野

（華頂女子・同志社女子）、竹内・川本

（バルブランシュＴＣ・湯山ＴＳ：１回

戦敗退のＢｅｓｔ３２）、

◇１回戦

土肥・市場 ６－８ 小林・太田（滋：ＯＴＡ滋賀 ）

石田・井上 ３－８ 桑原・村田（兵：夙川学院）

井手・佐野 ９－７ 浜崎・奥田（兵：園田学園）

◇２回戦

井手・佐野 ３－８ 峯垣・中西（兵：園田学園）

◆全日本ジュニアテニス選手権大会

期日：平成１５年８月１０日～８月１７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：北村直（立命館宇治）、古崎康洋（同

志社国際）、竹内研人（四の宮ＴＣ：

４回戦敗退のＢｅｓｔ８）、

◇１回戦

北村 直 ２－０ 木村 慎吾（北海：札幌日大）

（６－０，６－４）

古崎 康洋 ０－２ 星村 純平（中国：松江北 ）

（６－０，６－４）

◇２回戦

北村 直 ０－２ 成瀬 廣亮（東海：名古屋 ）

（０－６，０－６）

○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：西村秀歩（華頂女子）、高屋桃絵（北稜

）、許愛希（京都韓国）

◇１回戦

西村 秀歩 ２－１ 上赤 早紀（九州：向 陽）

（３－６，６－２，６－４）

高屋 桃絵 ２－０ 上田 未来（九州：ルーテル学院）

（６－４，６－３）

許 愛希 ２－０ 鳥羽海希子（東北：秋田アスレテック）

（６－１，６－３）



◇２回戦

西村 秀歩 ０－２ 岡 あゆみ（関西：夙川学院）

（１－６，３－６）

高屋 桃絵 ２－０ 宮崎 優実（九州：ルーテル学院）

（６－４，６－３）

許 愛希 ２－１ 土屋 奈夏（関東：共栄学園）

（２－６，６－４，７－６（５））

◇３回戦

高屋 桃絵 ０－２ 綾部 真紀（北信：仁愛女子）

（４－６，４－６）

許 愛希 ０－２ 高雄恵利加（関東：アートヒルＴＣ ）

（４－６，２－６）

※高屋桃絵と許愛希は全国大会Ｂｅｓｔ１６。

○女子ダブルス１８歳以下

出場者：高屋・西村（北稜・華頂女子）、許・

小西（京都韓国・華頂女子）

◇１回戦

高屋・西村 ２－０ 太田・川上（中国：安田女子）

（６－１，７－６（４））

許 ・小西 １－２ 今野・我妻（東北：ナスパＴＡ）

（７－６（４）、４－６，１－６）

◇２回戦

高屋・西村 １－２ 古賀・中村（九州：柳 川）

（７－６（４）、５－７，２－６）

○男子シングルス１６歳以下

出場者：譲尾建吾（南陽）、河原純（東山）、佐

野光（パブリック宝ケ池：１回戦敗退の

Ｂｅｓｔ６４）

◇１回戦

譲尾 建吾 １－２ 加藤 雅之（東海：加藤学園暁秀）

（６－０，０－６，４－６）

河原 純 ２－１ 小林 太郎（中国：広 稜）

（３－６，６－３，６－３）

◇２回戦

河原 純 ０－２ 会田 翔（関東：荏原ＳＳＣ ）

（２－６，３－６）

○男子ダブルス１６歳以下

出場者なし

○女子シングルス１６歳以下

出場者：土肥惇美（同志社女子）、

◇１回戦

土肥 惇美 １－２ 中野 佑美（九州：筑陽学園）

（３－６，６－２，１－６）

○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１５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：譲尾建吾（南陽）、野崎雅登、河原純（

以上東山）、米村一総（立命館宇治）、

岡嶋秀器（同志社国際）、権赫哲（鳥羽

）、中井孝則（京都明徳）、姜雅広（京

都韓国）、進士優一（ＴＣセブンスリー

：２回戦敗退のＢｅｓｔ３２）、佐野光（パブ

リック宝ケ池：２回戦敗退のＢｅｓｔ３２）、

野口政勝（四の宮ＴＣ：１回戦敗退のＢｅ

ｓｔ４８）、

◇１回戦

野崎 雅登 ２－８ 駒田 和也（兵：関西学院）

米村 一総 ３－８ 萩原 大輔（兵：関西学院）

権 赫哲 ８－５ 田中 大樹（滋：滋賀四宮）

姜 雅広 ８－５ 佐藤 悠貴（大：清 風）

◇２回戦

譲尾 建吾 ９－７ 沓脱 恭平（兵：関西学院）

河原 純 ８－２ 辻 冨美男（兵：宝塚ＴＣ）

岡嶋 秀器 ４－８ 平畑 賢伍（和：ＩＳＴＡ）

権 赫哲 １－８ 土井 悠次（和：開 智）

中井 孝則 ８－５ 宮本 浩志（和：開 智）

姜 雅広 ２－８ 池村 康平（大：清 風）

◇３回戦

譲尾 建吾 ２－１ 岡田 憲太（兵：明石城西）

（６－３，３－６，６－２）

河原 純 ２－１ 松下 佑介（兵：明石城西）

（４－６，６－３，６－４）

中井 孝則 ０－２ 池村 康平（大：清 風）

（０－６，０－６）

◇準々決勝（４回戦）

譲尾 建吾 ０－２ 井藤 祐一（大：清 風）

（１－６，１－６）

河原 純 ０－２ 駒田 和也（兵：関西学院）

（４－６，２－６）

※譲尾建吾と河原純は関西大会Ｂｅｓｔ８。中井孝則は

Ｂｅｓｔ１６。

○女子シングルス

出場者：福田紗也、佐野香織、土肥惇美（以上同

志社女子）、百村絵里加（鴨沂）、森田

綾（同志社国際）、金原利佳（京都精華

女子）、小西麻世（華頂女子）、竹内萌

（バルブランシュＴＣ：１回戦敗退のＢｅ

ｓｔ４８）、

◇１回戦

福田 紗也 ０－８ 濱崎 歩（大：大阪ＴＡ）

百村絵里加 ３－８ 和田恵里子（大：大阪ＴＡ）

佐野 香織 ５－８ 谷田 友紀（滋：栗 東）

森田 綾 ３－８ 井本久美子（兵：ＡＶＥＮＩＲＴＣ）

金原 利佳 ４－８ 峯垣 明奈（兵：園田学園）



◇２回戦

土肥 惇美 ４－８ 井本久美子（兵：ＡＶＥＮＩＲＴＣ）

小西 麻世 ９－８（４） 小山万里絵（和：開 智）

◇３回戦

小西 麻世 ０－２ 加藤夕香子（兵：夙川学院）

（０－６，２－６）

※小西は関西大会Ｂｅｓｔ１６。

◆全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会

期日：平成１６年１月２４日～１月２６日

会場：大阪市江坂テニスセンター

○男子シングルス

出場者：竹内研人（四の宮ＴＣ：２回戦敗退のＢｅ

ｓｔ１６）

○女子シングルス

出場者なし



◆全日本ジュニアランキング

○１８歳以下男子シングルス

１３位 武村 篤（東山）

○１８歳以下男子ダブルス

該当者なし

○１８歳以下女子シングルス

１７位 福井 久美（西舞鶴）

○１８歳以下女子ダブルス

１０位 杉江裕美子・西村 秀歩（華頂女子）

○１６歳以下男子シングルス

２位 竹内 研人（四の宮ＴＣ）

○１６歳以下男子ダブルス

該当者なし

○１６歳以下女子シングルス

３位 福井 恵美（舞鶴ＧＴＣ）

○１６歳以下女子ダブルス

該当者なし

◆国民体育大会近畿地区予選

期日：平成１４年７月１３日～７月１４日

会場：滋賀県彦根市彦根総合運動公園

○男子

出場者：松永雄樹、武村篤（以上東山）

◇１次予選リーグ

大阪 京都 和歌山 勝敗 順位

大阪 ２－１ ２－１ ２勝０敗 １

京都 １－２ ２－１ １勝１敗 ２

和歌山 １－２ １－２ ０勝２敗 ３

兵庫 滋賀 奈良 勝敗 順位

兵庫 ３－０ ３－０ ２勝０敗 １

滋賀 ０－３ １－２ ０勝２敗 ３

奈良 ０－３ ２－１ １勝１敗 ２

◇京都府対戦記録（１次予選リーグ）

京 都 ３ － ０ 大 阪

Ｓ１ 松永 雄樹 ４－６ 森 慎司

Ｓ２ 武村 篤 ４－６ 井藤 祐一

Ｄ 松永・武村 ６－４ 森 ・井藤

京 都 ２ － １ 和 歌 山

Ｓ１ 松永 雄樹 ３－６ 岡田 陽平

Ｓ２ 武村 篤 ６－４ 長友 天道

Ｄ 松永・武村 ６－４ 岡田・長友

◇２次順位決定戦

□１－２位決定戦

大 阪 ２ － １ 兵 庫

□３－４位決定戦

京 都 ２ － １ 奈 良

□１－２位決定戦

和 歌 山 ２－０打切 滋 賀

◇京都府対戦記録（２次順位決定戦）

京 都 ２ － ０ 奈 良

Ｓ１ 松永 雄樹 ６－０ 青田 武仁

Ｓ２ 武村 篤 ６－１ 重松 晶

Ｄ 松永・武村 打切り 青田・重松

※１位～５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。

○女子

出場者：杉江裕美子（華頂女子）、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。


