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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」と「ポイント制度」の改正である。前者

は、予選をきちんと終えて代表選手を決められるよう

に、また、予選の総数を抑えることで日程や会場の問

題を解決するために、個人戦でのフリーエントリーの

大会をなくし、すべてエントリー制限大会（総体予選

と近畿予選は予選ブロック１６名、選手権は予選ブロ

ック１２名）に変えたことである。すべての加盟校選

手が出場できるのが理想であるが、大会の性質（代表

選手を期日までに決定、及び、途中で大会中止できな

い）からも制限しなければならなくなったのは残念で

ある。後者は、各大会のシード選手をきめる資料とな

るポイント制度に、春季大会を廃止した関係上、新た

に京都ジュニアテニス選手権（京都府テニス協会主催

のオープン大会）を加えたことである。ポイントをで

きるだけ信頼のある資料とするための措置である。

大会日程の大きな変更として、年間に２日土曜日を

試合日として設定（全国選抜２日目と選手権本戦初日

）し、予備日として年間６日土曜日をあてたことであ

る。従来から授業日を大切にし、できる限り日祝日で

大会を行ってきたが、学校週５日制の導入から数年が

たち、本専門部としても日程を消化する上で最小限度

の土曜日の利用をせざるを得なくなった。この土曜日

の試合日程のする件については今後もアンケートなど

を利用し、顧問全員で検討していきたい。

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、

全国総体予選では東山が、全国選抜予選では東山と同

志社が勝ち抜き、東山は全国選抜近畿予選もクリアし

て全国選抜への出場を決めている。河原と佐野を中心

とし、実力のある選手が集まり、全国選抜大会でも活

躍が期待できる。全国総体でＢｅｓｔ１６に入ったのも特

筆できる戦績である。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。２年の井手・石田

を中心に、２年・１年とも実力のある選手が集まり、

こちらも今年度の全国選抜での活躍が期待できる。昨

年３月の全国選抜では、福田・土肥・佐野・谷と４枚

の有力選手と他の選手が協力してＢｅｓｔ１６に入った同

志社女子は特筆できる。全国選抜予選ではその同志社

女子を莵道が破り２位となったが、近畿予選で全国へ

の切符は惜しくも逃した。私学が優勢を占める競技と

しては、公立の莵道の活躍が期待できる。今年は、特

に東山と華頂女子に有力選手が集まり、選手層が厚く

なったことで、京都だけにおさまらず、全国での好成

績を目指して頑張ってほしい。これらの対抗校として

は、男子は同志社、女子は同志社女子と莵道の２校が

挙げられる。是非とも競い合い、お互いにレベルアッ

プを図ってほしい。

今年の国民体育大会では、力及ばず男女とも１回戦

で敗退したのは残念なことである。

個人戦を振り返ると、男子では、河原、岩渕（とも

に東山）と譲尾（南陽）が全国総体シングルスの出場

権を、河原・野崎（東山）がダブルスの出場権を勝ち

取った。河原は団体も含めて３種目すべてで全国総体

出場である。後半戦も、東山高校の２年の河原、１年

の佐野を中心に、同志社の２年の石川や南陽の譲尾、

立命館宇治の２年の米村などが熱戦を繰りひろげた。

特筆すべき戦績は、佐野の近畿大会Ｂｅｓｔ４、河原の近

畿選抜大会Ｂｅｓｔ８であろう。他にも、ジュニアの大会

ではあるが、佐野が関西ジュニアテニス選手権の１６

歳以下のシングルスで優勝、全日本ジュニアテニス選

手権でＢｅｓｔ１６、加納（東山）が野口（四の宮ＴＣ）

と組んで、関西ジュニアテニス選手権の１６歳以下ダ

ブルスで優勝、全日本ジュニアで優勝という輝かしい

戦績も特筆できる。女子では、福田、佐野（ともに同

志社女子）と井手（華頂女子）が全国総体シングルス

の出場権を、井手・石田（華頂女子）がダブルスの出

場権を勝ち取った。井手が団体もふくめて３種目すべ

てで全国総体出場である。後半戦でも、華頂女子の２

年の井手や石田、同志社女子の２年の土肥や佐野が中

心となった。特筆すべき戦績としては、佐野・谷（同

志社女子）の近畿大会３位と、井手の近畿選抜大会Ｂｅ

ｓｔ８であろう。

男女とも、団体戦で振り返ったように、今年は男子

は東山に、女子は華頂女子に有望な１年生が多数集ま

り、２年生の有力選手とともに、近畿や全国で戦える

戦力がある程度そろった感がある。是非とも、団体・

個人を問わず、自らを鍛え、京都府の代表としての活

躍を期待したい。

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１５～１６年度京都府高等学校テニスランキング

＜平成１５年８月近畿大会予選～平成１６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 河原 純 （東山）

２位 岩渕 直哉 （東山）

３位 佐野 光 （東山）

４位 野崎 雅登 （東山）

５位 米村 一総 （立命館宇治）

６位 中井 孝則 （京都明徳）

７位 呉 世隆 （京都韓国）

８位 譲尾 建吾 （南陽）

９位 深堀 慶士 （東山）

１０位 坂本 達也 （洛西）

○男子ダブルス

１位 河原 純 （東山）

２位 野崎 雅登 （東山）

３位 上田 達也 （同志社）

４位 岩渕 直哉 （東山）

５位 加納 昌允 （東山）

６位 中村 紘幸 （洛南）

７位 山崎 康史 （同志社国際）

８位 岡嶋 秀器 （同志社国際）

９位 石川 悠太 （同志社）

１０位 佐野 光 （東山）

中村 一輝 （東山）

○女子シングルス

１位 福田 紗也 （同志社女子）

２位 井手 菜月 （華頂女子）

３位 土肥 惇美 （同志社女子）

４位 金原 利佳 （京都精華女子）

５位 石田 あさ美（華頂女子）

金 順 （京都韓国）

７位 谷 佳奈 （同志社女子）

８位 佐野 香織 （同志社女子）

９位 井上 春香 （華頂女子）

１０位 山本 果枝 （京都女子）

○女子ダブルス

１位 井手 菜月 （華頂女子）

石田 あさ美（華頂女子）

３位 福田 紗也 （同志社女子）

土肥 惇美 （同志社女子）

５位 谷 佳奈 （同志社女子）

佐野 香織 （同志社女子）

７位 吉川 美樹 （華頂女子）

８位 井上 裕美 （華頂女子）

９位 山田 未希 （華頂女子）

１０位 金 順 （京都韓国）

李 桃子 （京都韓国）

■平成１６年度全国高等学校テニス順位

（平成１６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

該当者なし

■京都府高等学校春季テニス選手権大会

平成１６年度より大会は廃止した。

■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１６年４月２５日～５月５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）

河原 純 （東 山） ６－０

夏山 剛幸 （同 志 社） ①１－０

本多 昴樹 （東 山）

佐野 光 （東 山） ６－１ ⑤１－０

中井 孝則 （京 都 明 徳） ６－４

姜 雅広 （京 都 韓 国）

深堀 慶士 （東 山） ②１－０

呉 世隆 （京 都 韓 国） ６－４ ⑦

譲尾 建吾 （南 陽） ６－１ １－０

権 赫哲 （鳥 羽） ③１－１

北川 義行 （向 陽）

米村 一総 （立 命 館 宇 治） ６－３

岩渕 直哉 （東 山） ７－５ ⑥１－０

山崎 康史 （同 志 社 国 際）

坂本 達也 （洛 西） ④１－０

野崎 雅登 （東 山） ６－４

①８－４， ②９－８（２）， ③８－６， ④８－５， ⑤８－４，

⑦８－３（すべて天候により８プロで実施）

３位決定戦 深堀 １（８－５）０ 譲尾

（天候により８プロで実施）

最終順位：１位 河原 純 （東山）

２位 岩渕 直哉 （東山）

３位 深堀 慶史 （東山）

譲尾 建吾 （南陽）

※１～３位の河原純、岩渕直哉、深堀慶史（以上東

東山）の３名が全国総体に出場。



○男子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

河原 ・野崎 （東 山） ６－２

米村 ・竹田 （立 命 館 宇 治） ①１－０

佐々木・鈴木 （立 命 館 宇 治）

山崎 ・岡嶋 （同 志 社 国 際） ７－５ ③

村上 ・柴原 （東 山） ６－１ １－０

姜 ・呉 （京 都 韓 国）

佐野 ・中村 （東 山） ②１－０

岩渕 ・加納 （東 山） ６－３

①８－４， ②８－４， ③８－５（天候により８プロで実施）

最終順位：１位 河原 ・野崎 （東山）

２位 岩渕 ・加納 （東山）

※優勝の河原・野崎（東山）が全国総体に出場。

○女子シングルス（Ｂｅｓｔ１６以上を掲載）

土肥 惇美 （同 志 社 女 子） ７－５

佐野 香織 （同 志 社 女 子） ①１－０

井上 春香 （華 頂 女 子）

金 順 （京 都 韓 国） ６－１ ⑤１－０

石田 あさ美（華 頂 女 子） ６－３

清水 優衣 （華 頂 女 子）

秦 由理奈（京 都 韓 国） ②１－０

福田 紗也 （同 志 社 女 子） ６－３ ⑦

金原 利佳 （京 都 精 華 女 子） ６－０ １－０

中原 沙也 （聖 母 学 院） ③１－１

吉川 美樹 （華 頂 女 子）

谷 佳奈 （同 志 社 女 子） ６－１

山本 果枝 （京 都 女 子） ６－０ ⑥１－０

竹内 萌 （立 命 館 宇 治）

井上 裕美 （華 頂 女 子） ④１－０

井手 菜月 （華 頂 女 子） ６－２

①８－４， ②８－６， ③８－３， ④８－５， ⑤８－５， ⑥８－０

⑦９－８（９）（すべて天候により８プロで実施）

３位決定戦 佐野 １（９－８（５））０ 金原

（天候により８プロで実施）

最終順位：１位 福田 紗也 （同志社女子）

２位 井手 菜月 （華頂女子）

３位 佐野 香織 （同志社女子）

４位 金原 利佳 （京都精華女子）

※１～３位の福田紗也、佐野香織（以上同志社女子

）、井手菜月（華頂女子）の３名が全国総体に出

場。

○女子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

福田 ・土肥 （同 志 社 女 子） ６－３

川勝 ・金原 （京 都 精 華 女 子） ①１－０

大林 ・氷見 （東 宇 治）

吉川 ・井上裕（華 頂 女 子） ６－１ ③

井手 ・石田 （華 頂 女 子） ６－１ １－０

山田 ・井上春（華 頂 女 子）

金 ・李 （京 都 韓 国） ②１－０

谷 ・佐野 （同 志 社 女 子） ６－３

①８－５， ②８－４， ③８－４（天候により８プロで実施）

最終順位：１位 井手 ・石田 （華頂女子）

２位 福田 ・土肥 （同志社女子）

※優勝の井手・石田（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１６年５月１５日～５月１６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：南陽

３位：向陽、西乙訓

Ｂブロック 優勝：同志社 ２位：田辺

３位：洛星、京都明徳

Ｃブロック 優勝：京都韓国 ２位：洛南

３位：東宇治、京都両洋

Ｄブロック 優勝：同志社国際２位：立命館宇治

３位：久御山、京都成章

両丹ブロック 優勝：西舞鶴 ２位：峰山

○女子

Ａブロック 優勝：同志社女子２位：莵道

３位：洛北、京都すばる

Ｂブロック 優勝：華頂女子 ２位：久御山

３位：日吉ケ丘、洛西

Ｃブロック 優勝：立命館宇治２位：京都精華女子

３位：東宇治、鳥羽

Ｄブロック 優勝：京都韓国 ２位：同志社国際

３位：乙訓、京都橘

両丹ブロック 優勝：京都共栄２位：西舞鶴

■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

東 山 京 都 韓 国

２－０

西 舞 鶴 Ｂ Ｙ Ｅ

３－０ ２－１

同 志 社 国 際 ２－１ 同 志 社

最終順位：１位 東山

２位 京都韓国

※優勝の東山高校が全国総体に出場。

○女子

同 志 社 女 子 立 命 館 宇 治

２－０

Ｂ Ｙ Ｅ 京 都 共 栄

２－１ ３－０

京 都 韓 国 華 頂 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１６年８月１９日～８月２４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）

佐野 光 （東 山） ６－０

伊藤 雄 （洛 南） ６－０

前田 和樹 （東 山）

山口 真彦 （東 山） ６－１ ６－１

村上 巧 （東 山） ６－４

吉岡 裕人 （鳥 羽）

原田 充 （同 志 社） ６－４

石川 悠太 （同 志 社） ６－０ ６－０

譲尾 建吾 （南 陽） ６－２

井尻 貴士 （向 陽） ６－４

加納 昌允 （東 山）

市川 真之 （紫 野） ６－２

乾 慎弥 （京 都 外 大 西） ６－１ ７－６（３）

中村 一輝 （東 山）

美矢 祥吾 （西 舞 鶴） ６－０

米村 一総 （立 命 館 宇 治） ６－０

最終順位：１位 佐野 光 （東山）

２位 加納 昌允 （東山）

３位 石川 悠太 （同志社）

中村 一輝 （東山）

※上記のＢｅｓｔ１６以上の選手、及び順位戦の結果、中

島祥太（同志社）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）

加納 ・中村 （東 山） ６－１

岡田 ・木下 （峰 山） ６－４

川人 ・二塚 （八 幡）

米村 ・竹田 （立 命 館 宇 治） ６－１ ６－１

石川 ・中島 （同 志 社） ７－５

村上 ・山口 （東 山）

平尾 ・田丸 （同 志 社） ６－３

佐野 ・前田 （東 山） ６－１

最終順位：１位 米村 ・竹田 （立命館宇治）

２位 村上 ・山口 （東山）

※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）

石田 あさ美（華 頂 女 子） ６－１

村田 安美 （同 志 社） ６－１

内藤 愛 （華 頂 女 子）

秦 由理奈（京 都 国 際） ６－１ ６－１

川本 倫子 （莵 道） ６－３

井田 藍 （華 頂 女 子）

菊井 歩 （華 頂 女 子） ６－２

佐野 香織 （同 志 社 女 子） ６－１ ６－３

井上 春香 （華 頂 女 子） ６－０

三輪 佳奈子（同 志 社 国 際） ６－３

井上 裕美 （華 頂 女 子）

清水 優衣 （華 頂 女 子） ６－４

竹内 萌 （立 命 館 宇 治） ６－０ ７－５

今井 真子 （京 都 女 子）

元村 彩 （莵 道） ６－０

谷 佳奈 （同 志 社 女 子） ６－２

最終順位：１位 佐野 香織 （同志社女子）

２位 井上 春香 （華頂女子）

３位 石田 あさ美（華頂女子）

谷 佳奈 （同志社女子）

※上記のＢｅｓｔ１６以上の選手、及び順位戦の結果、上

地裕子（華頂女子）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）

谷 ・佐野 （同 志 社 女 子） ６－０

川本 ・村田 （莵 道） ６－０

梅守 ・金 （同 志 社 女 子）

古屋 ・岩渕 （同 志 社 女 子） ６－２ ６－３

井上春・井上裕（華 頂 女 子） ６－１

加納 ・後藤 （華 頂 女 子）

高田 ・村田 （同 志 社） ６－２

石田 ・清水 （華 頂 女 子） ６－０

最終順位：１位 石田 ・清水 （華頂女子）

２位 谷 ・佐野 （同志社女子）

※上記のＢｅｓｔ８以上の組の合計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１６年９月２３日～９月２６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 立命館宇治

桃 山 ５－０ ４－１ 向 陽

莵 道 京都学園

田 辺 ３－２ ３－２ 洛 星

５－０ ３－２

紫 野 ３－２ ４－１ ３－２ 鳥 羽

八 幡 久 御 山

京都成章 ４－１ ５－０ 京教大附属

南 陽 ３－１ ３－１ 同 志 社

３位決定戦 立命館宇治 ４－１ 南 陽

２位決定戦 同 志 社 対戦済 立命館宇治

最終順位：１位 東山

２位 同志社

３位 立命館宇治

４位 南陽

※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 ３－０ ５－０ 莵 道

京都外大西 ４－１ ４－１ 京都女子

大 谷 峰 山

立命館宇治 ３－０ ３－０ 同志社国際

５－０ ３－２

向 陽 ３－１ ５－０ ４－０ 洛 西

西 乙 訓 鳥 羽

京教大附属 ３－２ ４－１ 堀 川

同 志 社 ３－０ ３－０ 同志社女子

３位決定戦 同志社女子 ５－０ 同 志 社

２位決定戦 莵 道 対戦済 同志社女子

最終順位：１位 華頂女子

２位 莵道

３位 同志社女子

４位 同志社

※１位の華頂女子高校と２位の莵道高校の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１６年１０月１０日～１０月３１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）

佐野 光 （東 山） ６－３

美矢 祥吾 （西 舞 鶴） ７－６（４）

水野 周平 （立 命 館 宇 治）

石川 悠太 （同 志 社） ６－２ ７－６（５）

譲尾 建吾 （南 陽） ６－１

竹田 哲 （立 命 館 宇 治）

亀飼 遼太 （鳥 羽） ６－３

米村 一総 （立 命 館 宇 治） ６－０ ６－１

加納 昌允 （東 山） ７－５

吉岡 裕人 （鳥 羽） ６－２

高木 雄磨 （田 辺）

中村 一輝 （東 山） ６－２

村上 巧 （東 山） ６－４ ６－３

乾 慎弥 （京 都 外 大 西）

山口 真彦 （東 山） ６－０

河原 純 （東 山） ６－０

最終順位：１位 河原 純 （東山）

２位 米村 一総 （立命館宇治）

３位 佐野 光 （東山）

中村 一輝 （東山）

○男子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

竹田 ・米村 （立 命 館 宇 治） ７－５

譲尾 ・小畑 （南 陽） ７－６（５）

池田 ・原田 （同 志 社）

前田 ・中村 （東 山） ６－１ ７－６（５）

佐野 ・河原 （東 山） ６－３

石川 ・中島 （同 志 社）

山口 ・大島 （東 山） ６－３

村上 ・加納 （東 山） ６－２

最終順位：１位 佐野 ・河原 （東山）

２位 前田 ・中村 （東山）



○女子シングルス（Ｂｅｓｔ１６以上を掲載）

佐野 香織 （同 志 社 女 子） ６－１

加納 さおり（華 頂 女 子） ７－６（４）

井上 裕美 （華 頂 女 子）

清水 優衣 （華 頂 女 子） ６－１ ６－３

竹内 萌 （立 命 館 宇 治） ６－３

川本 倫子 （莵 道）

村田 奏絵 （莵 道） ６－１

井手 菜月 （華 頂 女 子） ６－１ ６－２

上地 裕子 （華 頂 女 子） ７－５

岩渕 裕子 （同 志 社 女 子） ６－２

秦 由理奈（京 都 国 際）

土肥 惇美 （同 志 社 女 子） ６－３

石田 あさ美（華 頂 女 子） ６－２ ６－３

村田 安美 （同 志 社）

元村 彩 （莵 道） ６－１

今井 真子 （京 都 女 子） ６－４

最終順位：１位 石田 あさ美（華頂女子）

２位 佐野 香織 （同志社女子）

３位 井手 菜月 （華頂女子）

土肥 惇美 （同志社女子）

○女子ダブルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

石田 ・井手 （華 頂 女 子） ６－２

川本 ・元村 （莵 道） ６－１

高田 ・村田 （同 志 社）

清水 ・井上裕（華 頂 女 子） ６－１ ６－２

佐野 ・岩渕 （同 志 社 女 子） ６－１

井上春・上地 （華 頂 女 子）

村田 ・鎌田 （莵 道） ６－１

谷 ・土肥 （同 志 社 女 子） ６－３

最終順位：１位 石田 ・井手 （華頂女子）

２位 谷 ・土肥 （同志社女子）

■平成１６年度京都招待テニス選手権

期日：平成１６年１２月１８日～１２月１９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 山（京 都）

Ｂ Ｙ Ｅ ２－１

北 陽（大 阪）

堅 田（滋 賀） ２－１ ２－１

奈 良 学 園（奈 良） ２－１

同 志 社（京 都）

奈 良（奈 良） ２－１

近 大 附 属（大 阪） ３－０ ２－１

初 芝 橋 本（和 歌 山） ２－１

立 命 館 宇 治（京 都） ３－０

灘 （兵 庫）

近 大 和 歌 山（和 歌 山） ３－０

南 陽（京 都） ２－１ ３－０

甲 南（兵 庫）

Ｂ Ｙ Ｅ） ３－０

光 泉（滋 賀）

３位決定戦 東山（京都）３－０光泉（滋賀）

最終順位：１位 灘（兵庫）

２位 同志社（京都）

３位 東山（京都）

４位 光泉（滋賀）

○女子団体（本戦ドローのみ掲載）

同 志 社 女 子（京 都）

Ｂ Ｙ Ｅ ２－１

信 貴 ケ 丘 ・ 西 和 清 陵（奈 良）

大 産 大 附 属（大 阪） ２－１ ２－１

加 古 川 南（兵 庫） ３－０

向 陽（和 歌 山）

同 志 社（京 都） ２－１

日 高（和 歌 山） ３－０ ２－１

膳 所（滋 賀） ３－０

平 城（奈 良） ２－１

莵 道（京 都）

夙 川 学 院（兵 庫） ３－０

樟 蔭 東（大 阪） ２－１ ２－１

栗 東（滋 賀）

Ｂ Ｙ Ｅ） ２－１

華 頂 女 子（京 都）

３位決定戦 加古川南（兵庫）２－１平城（奈良）

最終順位：１位 同志社女子（京都）

２位 華頂女子（京都）

３位 加古川南（兵庫）

４位 平城（奈良）



○男子シングルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

石川 悠太 （京：同 志 社） ６－１

前川 祥太郎（奈：奈 良 学 園） ６－３

中村 一輝 （京：東 山）

石原 幸忠 （兵：甲 南） ６－２ ６－４

竹田 哲 （京：立 命 館 宇 治） ７－５

谷垣 誓悟 （兵：甲 南）

譲尾 建吾 （京：南 陽） ７－６（６）

柏井 純一 （奈：奈 良） ６－１

３位決定戦 前川（奈）７－５谷垣（兵）

最終順位：１位 譲尾 建吾（京：南陽）

２位 中村 一輝（京：東山）

３位 前川 祥太郎（奈：奈良学園）

谷垣 誓悟（兵：甲南）

○男子ダブルス（Ｂｅｓｔ４以上を掲載）

平尾 ・松原 （京：同 志 社） ６－３

西野 ・福井 （大：近 大 附 属） ６－４

本多 ・加納 （京：東 山）

田中 ・前納 （滋：光 泉） ７－６（４）

３位決定戦 平尾・松原（京）３－６田中・前納（滋）

最終順位：１位 本多 ・加納 （京：東山）

２位 西野 ・福井 （大：近大附属）

○女子シングルス（Ｂｅｓｔ８以上を掲載）

落畑 菜美 （大：大 産 大 附 属） ６－３

岩渕 裕子 （京：同 志 社 女 子） ６－４

土肥 惇美 （京：同 志 社 女 子）

川本 倫子 （京：莵 道） ６－４ ６－１

白子 千裕 （滋：膳 所） ６－０

井手 菜月 （京：華 頂 女 子）

松岡 春佳 （兵：夙 川 学 院） ７－５

浅野 万里菜（和：向 陽） ６－１

３位決定戦 落畑（大）１－６井手（京）

最終順位：１位 土肥 惇美（京：同志社女子）

２位 松岡 春佳（兵：夙川学院）

３位 落畑 菜美（大：大産大附属）

井手 菜月（京：華頂女子）

○女子ダブルス（Ｂｅｓｔ４以上を掲載）

谷 ・佐野 （京：同 志 社 女 子） ６－１

鳥山 ・疋田 （大：大 産 大 附 属） ６－３

清水 ・井上 （京：華 頂 女 子）

柴山 ・福田 （大：樟 蔭 東） ６－２

３位決定戦 鳥山・疋田（大）２－６柴山・福田（大）

最終順位：１位 谷 ・佐野（京：同志社女子）

２位 清水・井上（京：華頂女子）

■京都府公立高等学校テニス選手権大会

期日：平成１６年８月２日～８月４日

会場：丹波自然運動公園テニスコート

○男子の部

優勝 ：向陽

準優勝：久御山

３位 ：鳥羽

４位 ：南陽

決勝 ：向陽 ３－１打切 久御山

２－３位決定：久御山 本戦で対戦済み 鳥羽

３－４位決定：鳥羽 ３－２ 南陽

準決勝：向陽 ３－１打切 南陽

久御山 ３－２ 鳥羽

ＱＦ ：南陽 ３－１打切 洛西

向陽 ３－１打切 八幡

鳥羽 ３－０打切 田辺

久御山 ３－０打切 塔南

※１～２位の向陽高校、久御山高校の２校が６府県

公立高校対抗戦に出場。

○女子の部

優勝 ：莵道

準優勝：洛西

３位 ：洛北

４位 ：紫野

決勝 ：莵道 ３－０打切 洛西

２－３位決定：洛西 本戦で対戦済み 洛北

３－４位決定：洛北 ３－２ 紫野

準決勝：莵道 ４－１ 紫野

洛西 ４－０打切 洛北

ＱＦ ：莵道 ３－０打切 園部

紫野 ３－１打切 南陽

洛北 ３－０打切 久御山

洛西 ３－２ 向陽

※１～２位の莵道高校、洛西高校の２校が６府県公

立高校対抗戦に出場。

■京都府私立高等学校テニス選手権大会

期日：平成１６年４月２日～４月３日

会場：丹波自然運動公園テニスコート

○男子シングルス

優勝 ：中井 孝則（京都明徳）

準優勝：米村 一総（立命館宇治）

３位 ：姜 雅広（京都韓国）

夏山 剛幸（同志社）

決勝 ：中井 ６－４ 米村

準決勝：中井 ６－３ 夏山

米村 ６－３ 姜



○男子ダブルス

優勝 ：山崎・岡嶋（同志社国際）

準優勝：米村・竹田（立命館宇治）

３位 ：姜 ・呉 （京都韓国）

上田・石川（同志社）

決勝 ：山崎 ・岡嶋 ６－４ 米村 ・竹田

準決勝：山崎 ・岡嶋 ７－５ 姜 ・呉

米村 ・竹田 ７－５ 上田 ・石川

○女子シングルス

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 ：佐野 香織（同志社女子）

金 順（京都韓国）

決勝 ：土肥 ２－１ＲＥＴ 福田

準決勝：土肥 ６－２ 金

福田 ６－１ 佐野

○女子ダブルス

優勝 ：谷 ・佐野（同志社女子）

準優勝：金原・川勝（京都精華女子）

３位 ：杉江・横山（ノートルダム女学院）

金 ・李 （京都韓国）

決勝 ：谷 ・佐野 ６－３ 金原 ・川勝

準決勝：谷 ・佐野 ６－１ 杉江 ・横山

金原 ・川勝 ７－５ 金 ・李

◆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１６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：呉 世隆 （京都韓国）

３位 ：野崎 雅登 （東山）

中井 孝則 （京都明徳）

Ｂｅｓｔ８：石川 悠太 （同志社）

乾 慎弥 （京都外大西）

長田 卓也 （大渡ＴＡ）

米村 一総 （立命館宇治）

決勝 ：竹内 ２（６－２，６－１） ０ 呉

準決勝：竹内 ８－１ 野崎

呉 ９－８（４） 中井

ＱＦ ：竹内 ６－１ 石川

呉 ６－２ 長田

野崎 ６－２ 乾

中井 ６－４ 米村

○男子シングルス１６歳以下の部

優勝 ：佐野 光 （東山）

準優勝：河原 純 （東山）

決勝 ：佐野 ２（６－１，６－０） 河原

※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 ：土肥 惇美 （同志社女子）

準優勝：百村 絵里加（四の宮ＴＣ）

３位 ：福田 紗也 （同志社女子）

金原 利佳 （京都精華女子）

Ｂｅｓｔ８：白子 千裕 （四の宮ＴＣ）

清水 優衣 （華頂女子）

金 順 （京都韓国）

谷 佳奈 （同志社女子）

決勝 ：土肥 ２（６－４，５－７，６－３） １ 百村

準決勝：土肥 ９－７ 福田

百村 ８－６ 金原

ＱＦ ：土肥 ６－２ 白子

百村 ６－４ 谷

福田 ６－３ 清水

金原 ６－２ 金

○女子シングルス１６歳以下の部

優勝 ：井手 菜月 （華頂女子）

準優勝：石田 あさ美（華頂女子）

決勝 ：井手 ２（３－６，６－２，６－３） １ 石田

※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 ：進士 ・中村 （ＴＣセブンスリー）

準優勝：上田 ・柴垣 （同志社）

３位 ：竹田 ・市川 （立命館宇治・ＴＣセブンスリー）

前田 ・長田 （東山・大渡ＴＡ）

決勝 ：進士・中村２（６－０，６－２）０上田・柴垣

準決勝：進士・中村 ８－４ 竹田・市川

上田・柴垣 ８－６ 前田・長田

○男子ダブルス１６歳以下の部

優勝 ：佐野 ・中村 （東山）

決勝 ：佐野・中村２（６－１，６－４）０加納・野口

○女子ダブルス１８歳以下の部

優勝 ：佐野 ・谷 （同志社女子）

準優勝：福田 ・土肥 （同志社女子）

３位 ：吉川 ・森田 （華頂女子・同志社国際）

清水 ・秦 （華頂女子・京都韓国）

決勝 ：佐野・谷２（２６，６２，７６（５））１福田・土肥

準決勝：佐野・谷 ９－７ 清水・秦

福田・土肥 ８－１ 吉川・森田

○女子ダブルス１６歳以下の部

優勝 ：井手・石田 （華頂女子）

決勝 ：井手・石田２（６－２，２－１ＲＥＴ）０竹内・川本



◆国民体育大会京都府最終選考会

期日：平成１６年６月２６日～６月２７日

会場：西院テニスコート

○男子

出場者：河原純、佐野光、野崎雅登、岩渕直哉（

以上東山）、中井孝則（京都明徳）、譲

尾建吾（南陽）

※竹内研人（四の宮ＴＣ）は出場辞退

※呉世隆（京都韓国）は資格の問題で辞退

＜天候不良のため、１セットセミアドバンテージにて実施＞

野崎 譲尾 河原 中井 岩渕 佐野 位

野崎 ○６－４ ×３－６ × ① ×４－６ ×４－６ ５

譲尾 ×４－６ ×１－６ ×３－６ × ② ×１－６ ６

河原 ○６－３ ○６－１ ○６－４ ○６－２ × ③ ２

中井 ○ ④ ○６－３ ×４－６ ○７－５ ×４－６ ３

岩渕 ○６－４ ○ ⑤ ×２－６ ×５－７ ×３－６ ４

佐野 ○６－４ ○６－１ ○ ⑥ ○６－４ ○６－３ １

（勝敗数が同数の場合は、得失ゲーム率による）

①（５）６－７ ②（２）６－７ ③（４）６－７ ④７－６（５）

⑤７－６（２） ⑥７－６（４）

※２位の河原純（東山）が出場辞退のため、順位の

繰り上げをおこなった

※１位の佐野光（東山）と３位の中井孝則（京都明

徳）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：土肥惇美、福田紗也、佐野香織（以上同

志社女子）、井手菜月（華頂女子）、百

村絵里加（四の宮ＴＣ）

※金原利佳（京都精華女子）は出場辞退

百村 佐野 土肥 井手 福田 順位

百 村 ○６－２ ×４－６ ×４－６ ○６－２ ３

佐 野 ×２－６ ×１－６ ×２－６ ○６－２ ４

土 肥 ○６－４ ○６－１ × ① ○６－４ ２

井 手 ○６－４ ○６－２ ○ ② ○６－１ １

福 田 ×２－６ ×２－６ ×４－６ ×１－６ ５

（勝敗数が同数の場合は、得失ゲーム率による）

①（４）６－７ ②７－６（４）

※１位の井手菜月（華頂女子）と２位の土肥惇美（

同志社女子）は出場辞退のため、順位の繰り上げ

をおこなった

※３位の百村絵里加（四の宮ＴＣ）と４位の佐野香

織（同志社女子）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１６年３月２２日～３月２６日

会場：福岡県福岡市博多の森テニス競技場、他

○男子

出場校：東山、同志社

◇１回戦

同 志 社 １－３ 海 星（長崎）

Ｓ１ 中村 慎吾 ０－８ 上杉 航平

Ｄ１ 石川・田中 ８－６ 北尾・原口

Ｓ２ 物部 哲郎 ４－８ 井 昭徳

Ｄ２ 上田 平尾 （４）８－９ 野原・鈴木

Ｓ３ 夏山 剛幸 打 切 小田 裕次郎

◇２回戦

東 山 ２－３ 関西学院（兵庫）

Ｓ１ 河原 純 ８－４ 萩原 大輔

Ｄ１ 岩渕・前田 ０－８ 沓脱・楠木

Ｓ２ 野崎 雅登 ５－８ 駒田 和也

Ｄ２ 本多・柴原 ８－２ 難波・奥村

Ｓ３ 深堀 慶士 ４－８ 伊勢 淳

○女子

出場校：華頂女子・同志社女子

◇１回戦

華頂女子 ３－０ 高松北（香川）

Ｓ１ 井手 菜月 ８－１ 長井美友喜

Ｄ１ 吉川・山田 ８－３ 落合・湊本

Ｓ２ 石田 あさ美 ８－０ 岸 麻実

Ｄ２ 井上・井上 打 切 三浦・寺尾

Ｓ３ 清水 優衣 打 切 岡本 真由美

◇２回戦

華頂女子 ０－３ 共栄学園（東京）

Ｓ１ 井手 菜月 １－８ 田中 真梨

Ｄ１ 石田・吉川 ２－８ 青木・松尾

Ｓ２ 井上 春香 ３－８ 木川 由奈

Ｄ２ 井上・清水 打 切 川井・山崎

Ｓ３ 山田 未希 打 切 前澤 かおる

同志社女子 ３－１ 鹿児島純心女子 （鹿児島）

Ｓ１ 土肥 惇美 ６－８ 鶴薗 望

Ｄ１ 谷 ・野口 ９－７ 鮫島・今村

Ｓ２ 福田 紗也 ８－２ 池増 喜登恵

Ｄ２ 古屋・野々村 ５－７打切 梶木・山口

Ｓ３ 佐野 香織 ８－３ 太原 知夏

◇３回戦

同志社女子 ０－３ 園田学園（兵庫）

Ｓ１ 土肥 惇美 ４－８ 久見 香奈恵

Ｄ１ 谷 ・井上 ３－８ 中西・石田

Ｓ２ 福田 紗也 ４－８ 須加田 梢恵

Ｄ２ 野口・古屋 ２－７打切 峯垣・木下

Ｓ３ 佐野 香織 ４－３打切 三杉 悠香里

※同志社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１６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：河原純、岩渕直哉（以上東山）、譲尾建

吾（南陽）

◇１回戦

岩渕 直哉 ６－８ 大辻 恵介（兵： 灘 ）

◇２回戦

河原 純 ８－５ 青井 和希（滋：堅 田）

譲尾 建吾 ５－８ 松下 祐介（兵：明石城西）

◇３回戦

河原 純 ５－８ 井藤 祐一（大：清 風）

※河原純は近畿大会Ｂｅｓｔ８。

○男子ダブルス

出場者：河原・野崎（東山）

◇１回戦

河原・野崎 ８－５ 楠木・沓脱（兵：関西学院）

◇２回戦

河原・野崎 ３－８ 藤原・岡田（兵：明石城西）

○男子団体

出場校：東山

◇１回戦

東 山 ２－１ 平 城（奈良）

Ｄ 野崎・加納 ８－３ 大西・川口

Ｓ１ 河原 純 １－８ 青田 武仁

Ｓ２ 佐野 光 ８－０ 小中 孝則

◇準決勝（２回戦）

東 山 ０－３ 明石城西（兵庫）

Ｄ 野崎・加納 ３－８ 藤原・岡田

Ｓ１ 河原 純 ５－８ 藤岡 興平

Ｓ２ 佐野 光 １－８ 佐野 紘一

○女子シングルス

出場者：福田紗也、佐野香織（以上同志社女子）

、井手菜月（華頂女子）

◇１回戦

福田 紗也 １－８ 石田 美帆（兵：園田学園）

井手 菜月 ８－５ 三杉悠香里（兵：園田学園）

佐野 香織 ４－８ 濱崎 歩（大：長尾谷 ）

◇２回戦

井手 菜月 ８－５ 的場 裕加（大：長尾谷 ）

◇３回戦

井手 菜月 ６－８ 石田 美帆（兵：園田学園）

※井手菜月は近畿大会Ｂｅｓｔ８。

○女子ダブルス

出場者：井手・石田（華頂女子）

◇１回戦

井手・石田 ４－８ 森 ・松浦（大：飛翔館 ）

○女子団体

出場校：華頂女子

◇１回戦

華頂女子 ０－３ 夙川学院（兵庫）

Ｄ 石田・吉川 ４－８ 小川・猿田

Ｓ１ 井手 菜月 ３－８ 加藤 夕香子

Ｓ２ 上地 裕子 ６－８ 秋元 愛子

◆全国高等学校総合体育大会テニス競技

期日：平成１６年８月２日～８月７日

会場：岡山県備前市備前テニスセンター

○男子団体の部

出場校：東山

◇１回戦

東 山 ３－０ 鳥取東（鳥取）

Ｄ 岩渕・加納 ８－１ 小泉・船本

Ｓ１ 河原 純 ８－１ 宮本 和則

Ｓ２ 佐野 光 ８－１ 梅田 勝太

◇２回戦

東 山 ２－１ 浦和学院（埼玉）

Ｄ 岩渕・野崎 ８－３ 鷺池・石井

Ｓ１ 河原 純 １－８ 稲葉 健太

Ｓ２ 佐野 光 ８－５ 長島 惇

◇３回戦

東 山 １－２ 富山国際大附属 （富山）

Ｄ 岩渕・野崎 ５－８ 中島・中川

Ｓ１ 河原 純 ７－９ 坂井 俊郎

Ｓ２ 佐野 光 ８－４ 稲村 安素

※東山高校は全国大会Ｂｅｓｔ１６。

○男子個人の部シングルス

出場者：河原純、岩渕直哉（以上東山）、譲尾建

吾（南陽）

◇１回戦

譲尾 建吾 ４－８ 比嘉 歩（沖縄：沖縄尚学）

岩渕 直哉 ８－５ 岡田 真（北海：札幌藻岩）

河原 純 ６－８ 小澤 智章 （長野：松商学園）

◇２回戦

岩渕 直哉 １－８ 呉 成民（福岡：柳 川）

○男子個人の部ダブルス

出場者：河原・野崎（東山）

◇１回戦

河原・野崎 （３）８－９ 平井・祐恒（山口：西 京）

○女子団体の部

出場校：華頂女子

◇１回戦

華頂女子 １－２ 山陽女子（岡山）

Ｄ 石田・吉川 ８－６ 貝原・久間

Ｓ１ 上地 祐子 ２－８ 山田 奈緒子

Ｓ２ 井上 裕美 ０－８ 山手 砂野加



○女子個人の部シングルス

出場者：福田紗也、佐野香織（以上同志社女子）

、井手菜月（華頂女子）

◇１回戦

佐野 香織 ３－８ 塚田 晶子（新潟：新発田 ）

井手 菜月 （７）８－９ 藤原 舞（北海：札幌清田）

福田 紗也 ８－２ 安達 紗妃（山形：山本学園）

◇２回戦

福田 紗也 ０－８ 吉川 弘野（広島：安田女子）

○女子個人の部ダブルス

出場者：井手・石田（華頂女子）

◇１回戦

井手・石田 ４－８ 木下・池田（愛知：名経大高蔵 ）

◆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１６年９月１８日～９月２０日

会場：和歌山県日置川町営テニスコート、他

○男子シングルス

出場者：佐野光、前田和樹、山口真彦、村上巧、

加納昌允、中村一輝（以上東山）、石川

悠太、原田充、中島祥太（以上同志社）

、譲尾建吾（南陽）、米村一総（立命館

宇治）、伊藤雄（洛南）、吉岡裕人（鳥

羽）、井尻貴士（向陽）、市川真之（紫

野）、乾慎弥（京都外大西）、美矢祥吾

（西舞鶴）

◇１回戦

前田 和輝 ５－８ 華谷 宗（兵：明石城西）

乾 慎弥 ５－８ 井田 晃司（大：履正社 ）

石川 悠太 ８－２ 井ノ口哲悠（滋：堅 田）

本多 昴樹 ４－８ 立石 真悟（奈：東大寺学園）

伊藤 雄 ５－８ 加藤 昇（奈：片 桐）

村上 巧 ５－８ 山本 浩太（大：清 風）

井尻 貴士 ４－８ 小林 伸嘉（和：初芝橋本）

原田 充 ５－８ 富永 裕光（奈：登美ケ丘）

市川 真之 ８－１ 山口 章太（和：開 智）

中村 一輝 ３－８ 大朝 健史（兵：明石城西）

美矢 祥吾 ５－８ 大西 智揮（奈：平 城）

中島 祥太 ８－１ 岩橋 正浩（和：近大和歌山）

山口 真彦 ８－３ 大細 貴司（奈：平 城）

吉岡 裕人 ８－２ 大西 伸幸（滋：近 江）

◇２回戦

石川 悠太 ８－５ 加納 昌允（京：東 山）

米村 一総 ０－８ 杉本 晃祐（大：長尾谷 ）

市川 真之 １－８ 角田 圭佑（大：大産大附）

佐野 光 ８－３ 森本 直樹（兵：明石城西）

中島 祥太 ５－８ 畑山 貴朗（奈：奈良育英）

山口 真彦 ８－４ 松阪 光（和：開 智）

譲尾 建吾 ８－２ 吉岡 裕人（京：鳥 羽）

◇３回戦

石川 悠太 ２－８ 松下 祐介（兵：明石城西）

佐野 光 ８－４ 岸田 純（滋：堅 田）

譲尾 建吾 ８－３ 山口 真彦（京：東 山）

◇４回戦

佐野 光 ８－１ 佐藤 悠貴（大：清 風）

譲尾 建吾 １－８ 篠川 智大（大：長尾谷 ）

◇準々決勝（５回戦）

佐野 光 ９－７ 伊東 勇登（大：大産大附）

◇準決勝（６回戦）

佐野 光 １－２ 駒田 和也（兵：関西学院）

（６－２，２－６，４－６）

※佐野光は近畿大会３位。譲尾建吾はＢｅｓｔ１６。

○男子ダブルス

出場者：米村・竹田（立命館宇治）、村上・山口

、加納・中村、佐野・前田（以上東山）

、岡田・木下（峰山）、川入・二塚（八

幡）、石川・中島、平尾・田丸（以上同

志社）

◇１回戦

佐野・前田 ８－５ 谷口・石川（大：摂 陵）

岡田・木下 ３－８ 伊藤・長岡（大：長尾谷 ）

平尾・田丸 ８－４ 福入・津田（滋：光 泉）

石川・中島 ５－８ 的野・小市（大：清 風）

村上・山口 ７－９ 谷垣・杉本（兵：甲 南）

川入・二塚 ８－３ 岸田・森下（滋：堅 田）

◇２回戦

佐野・前田 ６－８ 宮本・小野（和：開 智）

平尾・田丸 １－８ 山崎・辻 （兵：関西学院）

米村・竹田 ３－８ 谷垣・杉本（兵：甲 南）

加納・中村 ８－４ 川入・二塚（京：八 幡）

◇３回戦

加納・中村 ２－８ 斉藤・藤田（大：清 風）

○女子シングルス

出場者：佐野香織、谷佳奈（以上同志社女子）、

井上春香、石田あさ美、内藤愛、井田藍

、菊井歩、井上裕美、清水優衣、上地裕

子（以上華頂女子）、秦由理奈（京都国

際）、川本倫子、元村彩（以上莵道）、

竹内萌（立命館宇治）、村田安美（同志

社）、三輪佳奈子（同志社国際）、今井

真子（京都女子）

◇１回戦

秦 由理奈 ８－４ 一柳 明希（奈：平 城）

竹内 萌 ８－５ 高橋左有里（大：四天王寺）

村田 安美 ５－８ 南迫 枝里（和：初芝橋本）

元村 彩 ２－８ 郡 あずさ（兵：神 戸）



内藤 愛 ５－８ 森澤 友賀（和：日 高）

川本 倫子 ８－４ 伊藤 由梨（和：和歌山高専）

今井 真子 ８－０ 沈 夢遠（奈：平 城）

清水 優衣 ４－８ 馬川紗由美（兵：明石城西）

三輪佳奈子 ８－２ 山下恵里佳（奈：平 城）

井上 裕美 ８－４ 田宮 由梨（和：近大和歌山）

谷 佳奈 （３）８－９ 落畑 菜美（大：大産大附）

上地 裕子 ３－８ 乾 梨紗（大：同志社香里）

井田 藍 ４－８ 前田 寿子（大：長尾谷 ）

菊井 歩 ０－８ 松山 遥（滋：栗 東）

◇２回戦

秦 由理奈 ２－８ 上村奈都子（和：和歌山東）

竹内 萌 ８－６ 井上 春香（京：華頂女子）

川本 倫子 ０－８ 小山万里絵（和：開 智）

今井 真子 １－８ 松尾 真央（兵：明石城西）

三輪佳奈子 ２－８ 平田 真穂（奈：富 雄）

井上 裕美 ３－８ 小澤 槇穂（大：四天王寺）

佐野 香織 ８－１ 筒井 友里（奈：平 城）

石田あさ美 ８－５ 石原ゆうか（大：四天王寺）

◇３回戦

竹内 萌 ９－７ 花田 彩音（兵：夙川学院）

佐野 香織 ２－８ 中西未希子（兵：園田学園）

石田あさ美 ４－８ 橋本 亜希（兵：神戸山手）

◇４回戦

竹内 萌 ７－９ 上村奈都子（和：和歌山東）

※竹内萌は近畿大会Ｂｅｓｔ１６。

○女子ダブルス

出場者：石田・清水、井上・井上、加納・後藤、

以上華頂女子）、谷・佐野、梅守・金、

古屋・岩渕（以上同志社女子）、川本・

村田（莵道）、高田・村田（同志社）

◇１回戦

川本・村田 ８－３ 吉川・森本（奈：平 城）

井上・井上 ８－３ 福井・浅井（和：向 陽）

後藤・加納 ３－８ 谷田・伊藤（滋：栗 東）

古屋・岩渕 ８－５ 福井・森山（奈：片 桐）

高田・村田 ０－８ 大島・日下部（兵：明石城西）

梅守・金 ８－４ 阪本・松原（和：県和歌山商）

◇２回戦

川本・村田 ０－８ 石水・佐伯（大：大阪女学院）

井上・井上 （４）８－９ 太田・幸村（滋：栗 東）

石田・清水 ８－０ 森本・喜多（和：日 高）

古屋・岩渕 ０－８ 上村・濱崎（和：和歌山東）

谷 ・佐野 ８－４ 村田・藤沢（兵：園田学園）

梅守・金 ８－０ 寒出・高谷（滋：栗 東）

◇３回戦

石田・清水 ２－８ 山口・佐藤（大：長尾谷 ）

谷 ・佐野 ８－６ 大嶋・日下部（兵：明石城西）

梅守・金 ８－０ 小笹・辰野（兵：夙川学院）

◇準々決勝（４回戦）

谷 ・佐野 ８－３ 秋豆・川崎（大：長尾谷 ）

◇準決勝（５回戦）

谷 ・佐野 ３－８ 的場・濱崎（大：長尾谷 ）

※谷 ・佐野は近畿大会３位。

◆国民体育大会

期日：平成１６年１０月２４日～１０月２７日

会場：埼玉県大宮市

○男子

出場者：佐野光（東山）、中井孝則（京都明徳）

福岡 ２－０ ２－１ 北海

ＢＹＥ 佐賀

大分 ２－０ ２－１ ２－０ 徳島

山形 ２－０ ２－１ 岐阜

山梨 長崎

千葉 ２－１ ２－０ ２－０ ２－０ 富山

愛媛 ２－１ ２－１ 岡山

群馬 ＢＹＥ

島根 ２－１ 宮崎

青森 ２－０ ２－０ ２－０ ２－０ 宮城

長野 鹿児

福島 ２－１ ２－０ 埼玉

２－０ ２－０

沖縄 ２－０ ２－０ ２－１ 大阪

ＢＹＥ 京都

山口 ２－０ ２－０ ２－１ 奈良

栃木 ２－０ ２－０ 秋田

石川 新潟

愛知 ２－１ ２－０ 和歌

東京 ２－１ ２－１ ２－１ ２－０ 広島

ＢＹＥ 滋賀

兵庫 ２－０ 香川

茨城 ２－０ ２－０ ２－１ 鳥取

岩手 ＢＹＥ

静岡 ２－１ ２－０ 神奈

※京都府関係分順位戦 なし

◇京都府対戦記録

◇１回戦

京 都 １－２ 奈 良

Ｓ１ 佐野 光 ０－２ 青田

（２－４，０－４）

Ｓ２ 中井 孝則 ２－０ 畑山

（４－２，４－１）

Ｄ 佐野・中井 １－２ 青田・畑山

（４－２，１－４，０－１）



○女子

出場者：百村絵里加（四の宮ＴＣ）、佐野香織（

同志社女子）

福岡 ２－０ ２－０ 大阪

山梨 新潟

和歌 ２－０ ２－０ ２－０ ２－１ 奈良

長崎 ２－１ ２－０ 千葉

宮城 鹿児

広島 ２－０ ２－１ ２－０ ２－０ 福井

北海 ２－０ ２－０ 岡山

愛媛 青森

山形 ２－０ ２－１ 香川

沖縄 ２－０ ２－０ ２－０ ２－０ 熊本

三重 石川

静岡 ２－０ ２－０ 長野

２－０ ２－０

兵庫 ２－０ ２－０ ２－１ 愛知

群馬 大分

福島 ２－１ ２－１ ２－１ ２－０ 岐阜

京都 ２－０ ２－１ 滋賀

鳥取 茨城

宮崎 ２－０ ２－０ 秋田

徳島 ２－０ ２－１ ２－０ ２－１ 神奈

岩手 栃木

島根 ２－１ ２－１ 富山

高知 ２－１ ２－１ ２－１ 佐賀

ＢＹＥ 山口

埼玉 ２－０ ２－０ 東京

※京都府関係分順位戦＝なし

◇京都府対戦記録

◇２回戦

京 都 ０－２ 鳥 取

Ｓ１ 百村絵里加 １－２ 楠瀬

（２－４，４－１，０－１）

Ｓ２ 佐野 香織 ０－２ 大麻

（２－４，４－５）

Ｄ 百村・佐野 打切り 楠瀬・大麻

◆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１６年１１月２０日～１１月２１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

明 石 城 西（兵 庫） ５－０

近 大 和 歌 山（和歌山）

平 城（奈 良） ４－１ ４－１

堅 田（滋 賀） ５－０

同 志 社（京 都）

東 山（京 都） ５－０ ４－１

清 風（大 阪） ３－２

光 泉（滋 賀）

大 産 大 附 属（大 阪） ４－１

奈 良 学 園（奈 良） ３－２ ４－１

開 智（和歌山）

関 西 学 院（兵 庫） ５－０

○男子コンソレーション

近 大 和 歌 山（和歌山） ４－０

清 風（大 阪） ３－０

堅 田（滋 賀） ３－２

奈 良 学 園（奈 良） ３－０

東 山（京 都） ３－０

大 産 大 附 属（大 阪）

光 泉（滋 賀） ３－２

平 城（奈 良） ３－０

開 智（和歌山） ３－０

同 志 社（京 都） ３－０

○男子５位決定戦

清 風（大 阪） ３－０

開 智（和歌山）

○男子７位決定戦

奈 良 学 園（奈 良） ３－０

平 城（奈 良）

○男子８位決定戦

近 大 和 歌 山（和歌山） ３－２

堅 田（滋 賀） ３－１

光 泉（滋 賀） 対戦済み

同 志 社（京 都） ３－２

平 城（奈 良）

○男子最終順位

１位 明石城西（兵） ２位 関西学院（兵）

３位 東山（京） ４位 大産大附属（大）

５位 清風（大） ６位 開智（和）

７位 奈良学園（奈） 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。３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

同 志 社 ５－０ 堅 田（滋賀）

Ｓ１ 石川 悠太 ６－０ 岸田 純

Ｄ１ 原田・中島 ６－０ 櫻井・饗庭

Ｓ２ 池田 章人 ６－２ 森下 直哉

Ｄ２ 平尾・升井 ６－３ 鳥山・吉谷

Ｓ３ 田丸 順之 ７－６（４） 井ノ口 哲悠

◇本戦２回戦

東 山 ５－０ 同志社（京都）

Ｓ１ 佐野 光 ６－１ 池田 章人

Ｄ１ 前田・村上 ６－３ 原田・中島

Ｓ２ 河原 純 ６－０ 好川 皓介

Ｄ２ 加納・本多 ６－３ 石川・升井

Ｓ３ 中村 一輝 ６－０ 田丸 順之

◇本戦準決勝（２回戦）

東 山 １－４ 明石城西（兵庫）

Ｓ１ 佐野 光 １－６ 佐野 紘一

Ｄ１ 前田・村上 ４－６ 近藤・華谷

Ｓ２ 河原 純 ６－３ 松下 祐介

Ｄ２ 加納・本多 ４－６ 池田・野田

Ｓ３ 中村 一輝 ２－６ 渋谷 竜矢

◇コンソレーション１回戦

同 志 社 ２－３ 開 智（和歌山）

Ｓ１ 石川 悠太 ２－６ 宮本 浩志

Ｄ１ 原田・中島 ４－６ 松阪・山口

Ｓ２ 池田 章人 打切り 小野 泰範

Ｄ２ 平尾・松原 ３－６ 辻中・三木

Ｓ３ 田丸 順之 打切り 志賀 亮介

◇コンソレーション３回戦

東 山 ３－２ 清 風（大阪）

Ｓ１ 佐野 光 ７－６（２） 斉藤 智彦

Ｄ１ 前田・村上 ４－６ 藤田・小市

Ｓ２ 河原 純 ６－１ 佐藤 悠貴

Ｄ２ 加納・本多 ５－７ 山下・三村

Ｓ３ 中村 一輝 ７－６（２） 山本 浩大

◇コンソレーション４回戦（３位決定戦）

東 山 ３－０ 大産大附（大阪）

Ｓ１ 佐野 光 打切り 角田 圭佑

Ｄ１ 前田・村上 ６－１ 鈴木・江崎

Ｓ２ 河原 純 ６－１ 伊東 勇登

Ｄ２ 加納・本多 ６－０ 吉谷・苔縄

Ｓ３ 中村 一輝 打切り 青木 翔

◇８位決定戦１回戦

同 志 社 ２－３ 光 泉（滋賀）

Ｓ１ 原田 充 １－４ 田中 大樹

Ｄ１ 石川・升井 ５－３ 福入・前納

Ｓ２ 好川 皓介 １－４ 奥田 良太

Ｄ２ 平尾・松原 ４－０ 津田・寺嶋

Ｓ３ 田丸 順之 ３－５ 猪飼 宏基

○女子本戦

出場校：華頂女子、莵道

長 尾 谷（大 阪） ４－１

膳 所（滋 賀）

華 頂 女 子（京 都） ４－１ ３－２

莵 道（京 都） ５－０

県 和 歌 山 商（和歌山）

園 田 学 園（兵 庫） ５－０ ３－２

明 石 城 西（兵 庫） ４－１

開 智（和歌山）

平 城（奈 良） ４－１

信 貴 ケ 丘 ・ 西 和 清 陵（奈 良） ５－０ ４－１

大 阪 女 学 院（大 阪）

栗 東（滋 賀） ３－２

○女子コンソレーション

膳 所（滋 賀） ３－０

平 城（奈 良） ３－０

県 和 歌 山 商（和歌山） ４－１

大 阪 女 学 院（大 阪） ３－０

園 田 学 園（兵 庫） ３－２

栗 東（滋 賀）

開 智（和歌山） ３－０

華 頂 女 子（京 都） ３－１

信 貴 ケ 丘 ・ 西 和 清 陵（奈 良） ３－０

莵 道（京 都） ３－０

○女子５位決定戦

大 阪 女 学 院（大 阪） ３－２

華 頂 女 子（京 都）

○女子７位決定戦

平 城（奈 良） ３－０

莵 道（京 都）

○女子８位決定戦

膳 所（滋 賀） ３－１

県 和 歌 山 商（和歌山） ３－０

開 智（和歌山） ３－２

信 貴 ケ 丘 ・ 西 和 清 陵（奈 良） ３－２

莵 道（京 都）

○女子最終順位

１位 長尾谷（大） ２位 明石城西（兵）

３位 園田学園（兵） ４位 栗東（滋）

５位 大阪女学院（大）６位 華頂女子（京）

７位 平城（奈） ８位 開智（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 ４－１ 膳 所（滋賀）

Ｓ１ 井手 菜月 ６－２ 長田 美帆子

Ｄ１ 石田・井上春 ６－４ 山下・宮角

Ｓ２ 井田 藍 ２－６ 白子 千裕

Ｄ２ 清水・井上裕 ６－０ 山瀬・嶋田

Ｓ３ 上地 裕子 ６－０ 西村 ゆりえ

莵 道 ５－０ 県和歌山商（和歌）

Ｓ１ 川本 倫子 ６－０ 高松 友香理

Ｄ１ 元村・鎌田 ６－１ 松原・阪本

Ｓ２ 村田 奏絵 ６－０ 有田 祐子

Ｄ２ 藤野・大西 ６－４ 鎌田・且来

Ｓ３ 芳崎 香奈 ６－１ 山本 賀也

◇本戦２回戦

華頂女子 １－４ 長尾谷（大阪）

Ｓ１ 井手 菜月 ２－６ 的場 裕加

Ｄ１ 清水・井上裕 ０－６ 川崎・佐藤

Ｓ２ 石田 あさ美 ３－６ 秋豆 由利奈

Ｄ２ 上地・後藤 ２－６ 前田・山口

Ｓ３ 井上 春香 ６－２ 新井 陽子

莵 道 ０－５ 園田学園（兵庫）

Ｓ１ 小野 江理 ０－６ 中西 未希子

Ｄ１ 川本・村田 １－６ 木下・秋葉

Ｓ２ 鎌田 梨沙 １－６ 石田 美帆

Ｄ２ 元村・藤野 ４－６ 村田・北谷

Ｓ３ 芳崎 香奈 ０－６ 福井 淳美

◇コンソレーション１回戦

華頂女子 ３－０ 開 智（和歌山）

Ｓ１ 井手 菜月 ６－１ 小山 万里絵

Ｄ１ 井田・井上春 ６－３ 福田・香西

Ｓ２ 石田 あさ美 ６－１ 木下 早織

Ｄ２ 清水・井上裕 打切り 西川・神原

Ｓ３ 上地 裕子 打切り 大西 菜智

莵 道 ３－０ 信貴ケ丘・西和清陵 （奈良）

Ｓ１ 川本 倫子 ６－１ 和田 友世

Ｄ１ 元村・鎌田 ６－２ 田渕・免出

Ｓ２ 村田 奏絵 ６－３ 田中 利枝

Ｄ２ 藤野・大西 打切り 古谷・本田

Ｓ３ 芳崎 香奈 打切り 木戸 江里

◇コンソレーション２回戦

華頂女子 ３－０ 莵 道（京都）

Ｓ１ 井手 菜月 ６－０ 小野 江理

Ｄ１ 清水・上地 ６－３ 川本・村田

Ｓ２ 石田 あさ美 ６－１ 鎌田 梨沙

Ｄ２ 井田・井上裕 打切り 元村・藤野

Ｓ３ 井上 春香 打切り 芳崎 香奈

◇コンソレーション３回戦

華頂女子 １－３ 栗 東（滋賀）

Ｓ１ 井手 菜月 ２－６ 谷口 絢野

Ｄ１ 清水・井上春 ２－６ 太田・寒出

Ｓ２ 石田 あさ美 ６－３ 谷田 友紀

Ｄ２ 井田・井上裕 １－６ 寺村・伊藤

Ｓ３ 上地 裕子 打切り 谷口 祐衣

◇５－６位決定戦

華頂女子 ２－３ 大阪女学院（大阪）

Ｓ１ 井手 菜月 ４－６ 石水 真奈

Ｄ１ 清水・井上春 ６－３ 本多・青野

Ｓ２ 石田 あさ美 ６－４ 佐伯 玲奈

Ｄ２ 井田・井上裕 （５）６－７ 上崎・濱本

Ｓ３ 上地 裕子 ＲＥＴ５－１ 高橋 奈緒

◇７位決定戦

莵 道 ０－３ 平 城（奈良）

Ｓ１ 川本 倫子 ５－７ 則岡 紗欧里

Ｄ１ 小野・藤野 １－６ 仁木・村尾

Ｓ２ 村田 奏絵 ３－６ 筒井 友里

Ｄ２ 元村・鎌田 打切り 沈 ・吉川

Ｓ３ 芳崎 香奈 打切り 一柳 明希

◇８位決定戦３回戦

莵 道 ２－３ 開 智（和歌山）

Ｓ１ 川本 倫子 １－６ 小山 万里絵

Ｄ１ 小野・藤野 ６－３ 福田・香西

Ｓ２ 村田 奏絵 ３－６ 木下 早織

Ｄ２ 元村・鎌田 ６－２ 西川・神原

Ｓ３ 芳崎 香奈 ０－６ 大西 菜智

◆トヨタジュニアテニス選手権大会京都府予選

期日：平成１６年１月２９日～１月３０日

会場：太陽か丘テニスコート

○男子シングルス

優勝 ：佐野 光 （東山）

準優勝：河原 純 （東山）

３位 ：本多 昴樹 （東山）

４位 ：野口 政勝 （四の宮ＴＣ）

○女子シングルス

優勝 ：井手 菜月 （華頂女子）

準優勝：石田 あさ美（華頂女子）

３位 ：竹内 萌 （立命館宇治）

４位 ：山下 沙紀 （湯山ＴＳ）

◆京都ウィンタージュニアテニス選手権大会

今年度は開催せず



◆トヨタジュニアテニストーナメント

期日：平成１６年３月３１日～４月３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：佐野光、河原純（以上東山）、譲尾建吾

（南陽）

◇１回戦

河原 純 ２（６－１，６－３） ０ 吉岡祐一

譲尾建吾 ０（３－６，４－６） ０ 神谷 慎

佐野 光 １（３－６、（２）６－７，４－６）２ 福田健司

◇２回戦

河原 純 ０（０－６，４－６） ２ 海野健太

◇コンソレ１回戦

譲尾建吾 ４－８ ロンギ正幸

佐野 光 ２－８ 出嶋 皓

◇コンソレ２回戦

佐野 光 ８－６ 河原 純

◇コンソレ３回戦

佐野 光 ２－８ 小野加寿也

※佐野光は本戦Ｂｅｓｔ６４、コンソレＢｅｓｔ１６。

※河原純は本戦Ｂｅｓｔ３２、コンソレＢｅｓｔ３２。

※譲尾建吾は本戦Ｂｅｓｔ６４、コンソレＢｅｓ６４。

○女子シングルス

出場者：井手菜月（華頂女子）

◇１回戦

井手菜月 ２（６－４，７－５） ０ 蓮井衆子

◇２回戦

井手菜月 ２（７－６（５）、６－４） ０ 内藤陽子

◇３回戦

井手菜月 ０（０－６，３－６） ２ 伊藤絵美子

◇コンソレ４回戦

井手菜月 ８－２ 遠藤由子

◇コンソレ５回戦

井手菜月 ３－８ 井上明里

※井手菜月は本戦Ｂｅｓｔ１６、コンソレＢｅｓｔ８。

◆京都サマージュニアテニス選手権大会

期日：平成１６年８月９日～８月２８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 ：佐野 光 （東山）

準優勝：米村 一総 （立命館宇治）

３位 ：二塚 祐介 （八幡）

石川 悠太 （同志社）

Ｂｅｓｔ８：市川 真之 （紫野）

亀飼 遼太 （鳥羽）

加納 昌允 （東山）

村上 巧 （東山）

決勝 ：佐野 ７－５ 米村

準決勝：佐野 ７－５ 石川

米村 ６－４ 二塚

ＱＦ ：佐野 ６－０ 村上

米村 ６－２ 亀飼

石川 ６－１ 加納

二塚 ６－２ 市川

○男子ダブルス１７歳以下

優勝 ：石川 ・米村 （同志社・立命館宇治）

準優勝：前田 ・村上 （東山）

３位 ：亀飼 ・吉岡 （鳥羽）

北村 ・美矢 （西舞鶴）

決勝 ：石川・米村 ７－６（２） 前田・村上

準決勝：石川・米村 ６－３ 亀飼・吉岡

前田・村上 ６－３ 北村・美矢

○女子シングルス１７歳以下

優勝 ：上地 裕子 （華頂女子）

準優勝：谷 佳奈 （同志社女子）

３位 ：井上 春香 （華頂女子）

白子 千裕 （四の宮ＴＣ）

Ｂｅｓｔ８：佐野 香織 （同志社女子）

岩渕 裕子 （同志社女子）

石田 あさ美（華頂女子）

井上 裕美 （華頂女子）

決勝 ：上地 ６－１ 谷

準決勝：上地 ６－３ 井上春

谷 ６－１ 白子

ＱＦ ：上地 ６－３ 岩渕

谷 ６－２ 井上裕

井上春 ６－２ 佐野

白子 ７－５ 石田

○女子ダブルス１７歳以下

優勝 ：井上春・井上裕（華頂女子）

準優勝：佐野・谷 （同志社女子）

３位 ：清水・秦 （華頂女子・京都国際）

川本・元村 （莵道）

決勝 ：井上・井上 ６－２ 佐野・谷

準決勝：井上・井上 ６－３ 川本・元村

佐野・谷 ６－３ 清水・秦

◆関西ジュニアテニス選手権大会

期日：平成１６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：米村一総（立命館宇治）、野崎雅登、長

田卓也（以上東山）、譲尾建吾（南陽）

、中井孝則（京都明徳）、姜雅広、呉世

隆（以上京都韓国）、石川悠太（同志社

）、乾慎弥（京都外大西）、権赫哲（鳥

羽）、竹内研人（四の宮ＴＣ：６回戦敗

退の２位）



◇１回戦

姜 雅広 ８－３ 柏井 純一（奈：奈 良）

乾 慎弥 ５－８ 平井 邦之（兵：北須磨 ）

米村 一総 ８－６ 岡田 憲太（兵：明石城西）

権 赫哲 ０－８ 萩原 大輔（兵：関西学院）

呉 世隆 ５－８ 斉藤 智彦（大：清 風）

長田 卓也 ４－８ 沓脱 恭平（兵：関西学院）

譲尾 健吾 ８－４ 神山 泰典（滋：水口東 ）

中井 孝則 ８－５ 野崎 雅登（京：東 山）

石川 悠太 ６－８ 青井 和希（滋：堅 田）

◇２回戦

姜 雅広 ６－８ 山下 修史（和：開 智）

米村 一総 ７－９ 藤田 赴士（大：清 風）

譲尾 健吾 ３－８ 大西 徹（兵：明石城西）

中井 孝則 ６－８ 佐藤 悠貴（大：清 風）

○男子ダブルス１８歳以下

出場者：岩渕・野崎、長田・前田（以上東山）、

石川・平尾（同志社）、市川・竹田（紫

野・立命館宇治）、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Ｂｅｓｔ

３２）

◇１回戦

市川・竹田 ２－８ 出井・出原（大：清 風）

岩渕・野崎 ８－３ 伊勢・駒田（兵：関西学院）

岡嶋・青田 （３）８－９ 青木・松本（大：大産大附・関大一）

長田・前田 １－８ 大西・脇坂（兵：明石城西）

石川・平尾 １－８ 岡田・藤田（兵：明石城西）

◇２回戦

岩渕・野崎 ８－２ 岡田・岡田（兵：報徳・芦屋大附属）

◇３回戦

岩渕・野崎 １－２ 渡利・山下（和：開 智）

（５－７，６－４，４－６）

※岩渕・野崎は関西大会Ｂｅｓｔ８。

○女子シングルス１８歳以下

出場者：福田紗也、谷佳奈（以上同志社女子）、

金原利佳（京都精華女子）、清水優衣（

華頂女子）、李桃子（京都韓国）、百村

絵里加（四の宮ＴＣ：１回戦敗退のＢｅｓｔ

６４）、白子千裕（四の宮ＴＣ：１回戦

敗退のＢｅｓｔ６４）

◇１回戦

李 桃子 ４－８ 谷田 友紀（滋：栗 東）

清水 優衣 ０－８ 酒井めぐみ（大：大阪ＴＡ）

福田 紗也 ３－８ 上村奈都子（和：和歌山東）

金原 利佳 ２－８ 宮本真菜美（兵：夙川学院）

谷 佳奈 ２－８ 佐藤明日香（大：大阪ＴＡ）

○女子ダブルス１８歳以下

出場者：佐野・谷（同志社女子）、清水・秦（華

頂女子・京都国際）、山下・岸（莵道）

、森田・吉川（同志社国際・華頂女子）

◇１回戦

佐野・谷 ８－４ 清水・秦 （京：華頂女・京都国際）

山下・岸 ０－８ 山口・佐藤（大：大阪ＴＡ）

森田・吉川 ４－８ 木下・橋本（兵：園田・神戸山手女）

◇２回戦

佐野・谷 ６－８ 太田・伊藤（滋：栗 東）

○男子シングルス１６歳以下

出場者：佐野光、大島浩範、中村一輝、加納昌允

、村上巧（以上東山）、井上博之（洛星

）、野口政勝（四の宮ＴＣ：４回戦敗退

のＢｅｓｔ８）、山本善樹（四の宮ＴＣ：１

回戦敗退のＢｅｓｔ６４）、西井孝輔（ヴァ

ルブランシュＴＣ：１回戦敗退のＢｅｓｔ６

４）

◇１回戦

中村 一輝 ８－１ 大島 浩範（京：東 山）

井上 博之 ４－８ 田中 大樹（滋：滋賀四の宮 ）

加納 昌允 （２）８－９ 谷口 博昭（大：摂 陵）

村上 巧 ８－２ 西井 孝輔（京：ヴァルブランシュ）

佐野 光 ８－５ 杉本 晃祐（大：大阪ＴＡ）

◇２回戦

中村 一輝 ２－８ 篠川 智大（大：大阪ＴＡ）

佐野 光 ８－３ 村上 巧（京：東 山）

◇３回戦

佐野 光 ２－０ 今村 恒大（兵：御 影）

（６－１，６－４）

◇準々決勝（４回戦）

佐野 光 ２－０ 山崎 皓平（兵：関西学院）

（６－２，７－５）

◇準決勝（５回戦）

佐野 光 ２－０ 松下 祐介（兵：明石城西）

（６－４，６－３）

◇決勝（６回戦）

佐野 光 ２－０ 篠川 智大（大：大阪ＴＡ）

（７－５，６－２）

※佐野光は関西大会優勝。

○男子ダブルス１６歳以下

出場者：佐野・中村、大島・村上（以上東山）、

加納・野口（東山・四の宮ＴＣ）

◇１回戦

佐野・中村 ８－２ 諫山・山口（滋：パＴＥ・Ｋテニス）

大島・村上 （１）８－９ 福井・中井（大：近大附属）

加納・野口 ８－１ 杉本・宮崎（兵：甲 南）

◇２回戦

佐野・中村 ４－８ 山崎・辻 （兵：関西学院）

加納・野口 ８－４ 渋谷・佐野（兵：明石城西）

◇３回戦

加納・野口 ２－１ 山本・三村（大：清 風）

（３－６，６－４，６－３）



◇準決勝（４回戦）

加納・野口 ２－０ 大辻・池田（兵：灘・明石城西）

（６－１，７－５）

◇決勝（５回戦）

加納・野口 ２－０ 篠川・杉本（大：大阪ＴＡ）

（６－３，６－４）

※加納・野口は関西大会優勝。

○女子シングルス１６歳以下

出場者：井上春香、石田あさ美、上地裕子、加納

さおり（以上華頂女子）、岩渕裕子、大

井祐夏（以上同志社女子）、川本倫子（

莵道）、竹内萌（立命館宇治）、山下沙

起（湯山ＴＳ：１回戦敗退のＢｅｓｔ６４）

◇１回戦

川本 倫子 ８－３ 大西 菜智（和：開 智）

加納さおり ８－２ 大井 祐夏（京：同志社女子）

竹内 萌 ８－５ 寺坂知佐子（滋：ＴｅａｍＡＡＴＰ）

上地 裕子 ６－８ 藤木真裕子（大：大林テニス光明池）

石田あさ美 ８－１ 村上 亜紀（滋：パブリックＴＥ ）

岩渕 裕子 ５－８ 井本久美子（兵：芦屋大附）

井上 春香 ４－８ 谷口 絢野（滋：栗 東）

◇２回戦

川本 倫子 ５－８ 佐伯 玲奈（大：大阪女学院）

加納さおり １－８ 山本 愛（兵：テニスラポ）

竹内 萌 １－８ 幸田 安未（大：大阪ＴＡ）

石田あさ美 ８－４ 松下英利香（兵：明石城西）

◇３回戦

石田あさ美 ２－０ 長谷川晃子（大：大阪ＴＡ）

（２－６，１－６）

※石田あさ美は関西大会Ｂｅｓｔ１６。

○女子ダブルス１６歳以下

出場者：井上春・井上裕（華頂女子）、有馬・今

井（華頂女子・京都女子）、川本・竹内

（莵道・立命館宇治）、岩渕・山下（同

志社女子・湯山ＴＳ）、加納・奥田（華

頂女子・湯山ＴＳ）

◇１回戦

岩渕・山下 ５－８ 浜崎・阪口（和：ＷＡＴＳ）

有馬・今井 ２－８ 上嶋・佐伯（大：大阪女学院）

井上・井上 １－８ 的場・川崎（大：大阪ＴＡ）

川本・竹内 ８－１ 谷口・村上（滋：プラッツ・パＴＥ）

加納・奥田 １－８ 吉藤・椎木（大：サンヒル柏原ＴＳ）

◇２回戦

川本・竹内 ４－８ 吉藤・椎木（大：サンヒル柏原ＴＳ）

◆全日本ジュニアテニス選手権大会

期日：平成１６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：竹内研人（四の宮ＴＣ：１回戦敗退の

Ｂｅｓｔ６４）

○男子ダブルス１８歳以下

出場者：竹内・藤井（四の宮ＴＣ・ロイヤルヒル

８１ＴＣ：５回戦敗退の準優勝）

○女子シングルス１８歳以下

出場者なし

○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：佐野光（東山）、野口政勝（四の宮ＴＣ

：１回戦敗退のＢｅｓｔ６４）

◇１回戦

佐野 光 ２－０ 草加 敏裕（中国：関 西）

（６－４，６－３）

◇２回戦

佐野 光 ２－０ 田村 和也（北信：ＴＣロコモーション）

（６－０，６－２）

◇３回戦

佐野 光 ０－２ 吉岡 祐一（関東：ＪＩＴＣ）

（０－６，４－６）

※佐野光は全国大会Ｂｅｓｔ１６。

○男子ダブルス１６歳以下

出場者：加納・野口（東山・四の宮ＴＣ）

◇１回戦

加納・野口 ２－０ 本川・流 （北海：宮の森・小樽ＧＴ）

（６－２，６－２）

◇２回戦

加納・野口 ２－０ 高橋・香月（北海：旭川東・パークＪ）

（６－１，６－３）

◇３回戦

加納・野口 ２－１ 山崎・庭山（東海：日大三島）

（３－６，７－５，６－３）

◇準決勝（４回戦）

加納・野口 ２－０ 鈴木・杉田（関東：ＦＥＪ・湘南工附）

（６－４，６－４）

◇決勝（５回戦）

加納・野口 ２－１ 比嘉・金城（九州：沖縄尚学）

（６－２，４－６，６－０）

※加納・野口は全国大会優勝。

○女子シングルス１６歳以下

出場者なし

○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１６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：佐野光、河原純（以上東山）、譲尾建吾

（南陽）、石川悠太（同志社）、米村一



総（立命館宇治）、二塚祐介（八幡）、

野口政勝（３回戦敗退のＢｅｓｔ１６）、谷

村亮輔（明石企画：２回戦敗退のＢｅｓｔ３

２）

◇１回戦

河原 純 ８－１ 中井 武（大：大阪ＴＡ）

二塚 祐介 ３－８ 長尾 克己（和：ＷＡＴＳ）

石川 悠太 ８－４ 飛鷹 強志（滋：水口東 ）

◇２回戦

河原 純 ３－８ 伊藤 竜馬（大：大阪ＴＡ）

佐野 光 ８－３ 沓脱 恭平（兵：関西学院）

石川 悠太 ３－８ 角田 圭佑（大：大産大附）

譲尾 建吾 ９－７ 辻 富美男（兵：関西学院）

米村 一総 ６－８ 田淵 宏洋（奈：ダイヤＴＣ学園前）

◇３回戦

佐野 光 ２－０ 野口 政勝（京：四の宮ＴＣ）

（６－３，６－４）

譲尾 建吾 ０－２ 斉藤 智彦（大：清 風）

（０－６，２－６）

◇準々決勝（４回戦）

佐野 光 ０－２ 篠川 智大（大：大阪ＴＡ）

（（４）６－７，４－６）

※佐野光は関西大会Ｂｅｓｔ８。譲尾建吾はＢｅｓｔ１６。

○女子シングルス

出場者：土肥惇美、谷佳奈（以上同志社女子）、

石田あさ美、井上春香、上地裕子（以上

華頂女子）、白子千裕（四の宮ＴＣ：１

回戦敗退のＢｅｓｔ６４）

◇１回戦

谷 佳奈 ８－４ 寺村沙也香（滋：栗 東）

土肥 惇美 ８－２ 花田 彩音（兵：夙川学院）

井上 春香 ８－６ 国瀬 舞（大：江坂ＴＣ）

石田あさ美 ２－８ 川崎智恵美（大：大阪ＴＡ）

上地 裕子 ２－８ 小城千菜美（大：大阪ＴＡ）

◇２回戦

谷 佳奈 ３－８ 上村奈都子（和：ＷＡＴＳ）

土肥 惇美 １－８ 濱崎 歩（大：大阪ＴＡ）

井上 春香 ２－８ 太田 恵莉（滋：栗 東）

◆全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会

期日：平成１７年１月２５日～１月２７日

会場：大阪市江坂テニスセンター

○男子シングルス

出場者なし

○女子シングルス

出場者なし

◆６府県公立学校テニス対抗戦

期日：平成１７年１月５日～１月６日

会場：大阪市マリンパーク北村テニスコート

○男子団体

出場校：向陽、久御山

◇２回戦

久 御 山 １－４ 平 城（奈良）

向 陽 ４－１ 奈良女大附（奈良）

◇準決勝（３回戦）

向 陽 ２－３ 北摂三田 （兵庫）

◇コンソレ１回戦

久 御 山 ４－１ 向 陽（和歌山）

◇コンソレ２回戦

久 御 山 ２－３ 長 田（兵庫）

◇コンソレ３回戦

向 陽 ３－２ 長 田（兵庫）

◇コンソレ４回戦

向 陽 ４－１ 交 野（大阪）

◇７～８位順位決定戦

久 御 山 ２－３ 奈良女大附（奈良）

最終結果：向陽は３位、久御山は８位。

○女子団体

出場校：莵道、洛西

◇１回戦

莵 道 ５－０ 登美ケ丘 （奈良）

◇２回戦

洛 西 ０－５ 桜 宮（大阪）

莵 道 ５－０ 兵 庫（兵庫）

◇準決勝（３回戦）

莵 道 ５－０ 刀 根 山（大阪）

◇決勝（４回戦）

莵 道 １－４ 加古川南 （兵庫）

◇コンソレ１回戦

洛 西 ２－３ 長浜北星 （滋賀）

◇８位～１２位順位決定戦１回戦

洛 西 ３－２ 登美ケ丘 （奈良）

◇８位～１２位順位決定戦２回戦

洛 西 ２－３ 日 高（和歌山）

最終順位：莵道は準優勝、洛西は１０位。



＜＜＜＜＜今までの参考資料（形式等）＞＞＞＞＞＞

◆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。


