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［総評］

本年度の大きな変更点は、高体連主催の各大会の参加者

全員に傷害保険及び賠償責任保険を掛けるようにしたこと

である。実際に大会が終了してこの保険の請求をした参加

者は誰もいなかったが、これは怪我や事故なく大会が終了

したことの表れであり、来年度以降も参加者の安全や不慮

の事故に対応していくため、継続して保険を掛けていく。

この保険料を捻出するため、及び、財政的に赤字に陥らな

いために、参加料の値上げに踏み切ったことも大きな変更

点である。団体戦においては参加生徒分の保険料の上乗せ

を、個人戦においては保険料と６年毎に京都に回ってくる

近畿大会の準備金として１００円を、専門部の財政が赤字

にならないために２００円を、合わせて３００円の値上げ

をお願いした。これにより、保険料と近畿大会準備金とし

ては目算通りであったが、専門部の財政的には女子の参加

者が大幅に激減したことにより、目算通りの会計支出入は

できず、なんとか赤字転落は逃れ昨年同等の決算ができる

ことになった（もし値上げをしていなければ確実に赤字転

落であった）。来年度はもう１年参加料などは据え置いて

様子をみるが、今後更なる財政状況改善が必要となってく

ると思われる。

他には議論の末、全国総体予選の個人の部で３セットマ

ッチで行っていた試合を本戦すべて８プロセットマッチで

実施したことも挙げられる（京都府高体連主催大会で３セ

ットマッチを実施するのは全国総体予選団体戦の準決勝と

決勝のみになる）。また、常任委員輪番制の実施も、まだ

分担や検討しなければならない点は多々あり、専門部の円

滑な運営のためにもこの制度を継続・発展させていきたい

と考えている。役員などの人的な問題が、これからの専門

部運営で考えていかなければならない一番大きな課題であ

ろう。今後も役員一同協力して乗り切っていきたい。大会

日程も、全国総体予選で新型インフルエンザによる日程変

更は一部あったが、大きな変更はなく終了できた。

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。

次に学校対抗戦の一年を振り返ってみる。男子は、全国

総体予選では昨年の屈辱を晴らし、森田・三輪を中心とし

た東山が代表校となった。全国総体では１回戦は勝ち上が

ったが、２回戦でシードに敗退した。全国選抜予選では予

想通り、東山と立命館宇治が代表となり近畿予選へ駒を進

めた。どちらも総合力で勝ち上がるチームで、東山が近畿

３位となり、立命館宇治が８位だったが２月の選考委員会

枠での出場が決定し、両校の全国選抜での活躍を期待した

い。なお、昨年度３月の全国選抜では立命館宇治が健闘を

見せ、見事ベスト１６に入っている。女子は、全国総体予

選は今西・小山を中心とした京都外大西が選手層の厚い華

頂女子を破り京都を制した。近畿予選も準優勝し、全国総

体では見事ベスト８に入賞した。全国選抜予選では京都外

大西と立命館宇治が勝ち抜いた。京都外大西は２年の今西

、佐久間、１年の小山を中心に、立命館宇治は２年の下田

、山之江、１年の安藤、服部、井上を中心に、近畿予選で

は共に３位となり、全国選抜への出場権を獲得した。男女

とも他の学校も力をつけてきており、今後さらにお互いに

競い合ってレベルアップを図ってほしい。

今年の国民体育大会では、男子が３年の西村（京都国際

）と中学３年生の増尾、女子が２年の今西と中学３年生の

加藤という高校生と中学生の代表選手であった。男子は健

闘したが惜しくもベスト１６だった。女子は準決勝まで駒

を進め、惜しくも決勝進出は逃したが、最終順位は４位入

賞であった。今後もこれに続き、京都府のテニス界の代表

として更なる上を目指してほしいものである。

個人戦を振り返ると、全国総体では、男子シングルスで

は西村（京都国際）、森田（東山）、ダブルスでは森田・

三輪（東山）、女子シングルスでは今西・小山（京都外大

西）、上地（華頂女子）、ダブルスでは今西・佐久間（京

都外大西）、上地・内田（華頂女子）が京都府の代表とな

った。中でも特筆すべきは、女子シングルスの今西で、団

体戦での雪辱を晴らすべく全国の強豪相手に一歩の引けも

とらず、優勝した小和瀬に敗れたが、見事ベスト８の入賞

を勝ち取った。また、今西は全国選抜個人戦において、見

事準優勝し、全国高体連テニス部の日中韓交流戦の日本代

表選手に抜擢され、見事な戦績も残した。今西は他にも全

国選抜近畿予選である近畿選抜や関西ジュニア１８歳以下

でも優勝しており、京都府の女子の中心として活躍した。

他にも男子ダブルスでは森田・三輪（東山）が、全国総体

でベスト１６、全日本ジュニア１６歳以下でベスト４（３

位）になるなど顕著な戦績を残してくれた。

後半は、男子は２年の森田、三輪（東山）、北野（立命

館宇治）、瀬古（京都外大西）が中心となって、東山の１

年生などが続く形になった。近畿大会では森田がシングル

スベスト８、北野・村田（立命館宇治）がダブルスベスト

８と活躍した。東山勢、立命館宇治勢、京都外大西勢が一

歩抜き出ており、今後の活躍を期待したい。女子は２年の

今西と１年の小山を中心とした京都外大西勢、２年の下田

や山之江、１年の安藤らを中心とした立命館宇治勢、２年

の飯尾、尾崎を中心とした華頂女子勢、２年の阪上と１年

の北川を中心とした同志社女子勢がしのぎを削り、増岡（

洛北）や稲荷（山城）といった公立高校勢も力をつけ、男

子以上に有力選手がひしめき合う戦国時代であった。中で

もやはり今西の力が抜き出ており、関西ジュニア選抜でも

準優勝をするなど、来年度全国総体でのベスト４圏内も夢

ではないと思われる。他には北川（同志社女子）が近畿大

会でベスト４（３位）に入るなどの活躍も見せており、来

年度４本になる全国総体予選女子シングルスの代表に向け

て激戦が期待される。男女ともお互いに競い合って、更な

るレベルの向上を目指してほしい。

近畿のレベルは非常に高いので、京都府の代表になるこ

とだけにこだわらず近畿で勝ち続けられる力を磨けば、全

国での活躍は約束されたものである。来年度にむけて、男

女ともお互いに切磋琢磨しながら京都府をもりあげ、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20～21年度京都府高等学校テニスランキング

<平成19年8月近畿大会予選～平成20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 西村 翼 （京都国際）

２位 森田 直樹 （東山）

３位 上田 知季 （立命館宇治）

４位 三輪 大介 （東山）

５位 佐藤 京介 （立命館宇治）

６位 瀬古 悠貴 （京都外大西）

７位 南條 大智 （東山）

８位 杉江 佑太 （東山）

９位 寺尾 祐一 （京都両洋）

10位 三宅 希昇 （京都国際）

○男子ダブルス

１位 西村 翼 （京都国際）

三宅 希昇 （京都国際）

３位 三輪 大介 （東山）

森田 直樹 （東山）

５位 西田 健吾 （立命館宇治）

６位 佐藤 京介 （立命館宇治）

７位 北野 暢平 （立命館宇治）

８位 上田 知季 （立命館宇治）

９位 南條 大智 （東山）

10位 竹内 重貴 （東山）

○女子シングルス

１位 今西 美晴 （京都外大西）

２位 上地 敦子 （華頂女子）

３位 内田 望允 （華頂女子）

４位 大森 藍 （華頂女子）

５位 大毛 美南 （同志社女子）

６位 下田 奈生子（立命館宇治）

７位 山之江優香 （立命館宇治）

８位 奥田 渚砂 （京都外大西）

９位 小山 楓 （京都外大西）

10位 飯尾 祥子 （華頂女子）

○女子ダブルス

１位 佐久間絢子 （京都外大西）

今西 美晴 （京都外大西）

３位 内田 望允 （華頂女子）

４位 上地 敦子 （華頂女子）

５位 下田 奈生子（立命館宇治）

山之江優香 （立命館宇治）

７位 阪上 文音 （華頂女子）

大毛 美南 （同志社女子）

川口 詩織 （華頂女子）

10位 奥田 渚砂 （京都外大西）

■平成２１年度全国高等学校テニス順位

（平成２１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

１０位 森田 直樹 （東山）

三輪 大介 （東山）

○女子シングルス

６位 今西 美晴 （京都外大西）

○女子ダブルス

該当者 なし

■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２１年４月２６日～５月５日（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）

西村 翼 (京 都 国 際) 8-1

西田 健吾 (立 命 館 宇 治) 8-0

杉江 佑太 (京 都 外 大 西)

南條 大智 (東 山) 8-6 8-3

前場 康佑 (同 志 社 国 際) 8-3

三宅 希昇 (京 都 国 際)

日下 稜介 (東 山) 8-4

上田 知季 (立 命 館 宇 治) 8-6

佐藤 京介 (立 命 館 宇 治) 8-6 8-5

田村 慶太 (京 教 大 附 属) 8-4

北野 暢平 (立 命 館 宇 治)

三輪 大介 (東 山) 8-0

瀬古 悠貴 (京 都 外 大 西) 8-2 8-4

阪口 達哉 (同 志 社)

渡部 裕佑 (南 京 都) 8-1

森田 直樹 (東 山) 8-0

３位決定戦 三輪 ９－７ 上田

２位決定戦 森田 勝（対戦済）負 三輪

★最終順位：１位 西村 翼 （京都国際）

２位 森田 直樹 （東山）

３位 三輪 大介 （東山）

４位 上田 知季 （立命館宇治）

※１～２位の西村翼（京都国際）、森田直樹（東山）の

２名が全国総体に出場。

○男子ダブルス（Best８以上を掲載）

西村 ・三宅 (京 都 国 際) 8-5

多田 ・吉田 (立 命 館 宇 治) 8-4

南條 ・田中 (東 山)

西田 ・佐藤 (立 命 館 宇 治) 8-5

三輪 ・森田 (東 山) 8-1 9-8(3)

瀬古 ・杉江 (京 都 外 大 西)

竹内 ・北田 (東 山) 8-5

北野 ・上田 (立 命 館 宇 治) 8-6

★最終順位：１位 森田 ・三輪 （東山）

２位 西田 ・佐藤 （立命館宇治）

※優勝の三輪・森田（東山）が全国総体に出場。



○女子シングルス（Best１６以上を掲載）

今西 美晴 (京 都 外 大 西) 8-0

増岡 れおな(洛 北) 8-3

奥田 渚砂 (京 都 外 大 西)

北川 真衣 (同 志 社 女 子) 8-3 8-1

下田 奈生子(立 命 館 宇 治) 8-1

飯尾 祥子 (華 頂 女 子)

東田 茉美 (立 命 館 宇 治) 8-3

内田 望允 (華 頂 女 子) 8-3

大森 藍 (華 頂 女 子) 8-2 8-3

安藤 萌 (立 命 館 宇 治) 8-2

山之江優香 (立 命 館 宇 治)

小山 楓 (京 都 外 大 西) 8-2

大毛 美南 (同 志 社 女 子) 9-7 8-6

佐久間絢子 (京 都 外 大 西)

小川 千佳 (華 頂 女 子) 8-2

上地 敦子 (華 頂 女 子) 8-1

３位決定戦 小山 ８－３ 内田

★最終順位：１位 今西 美晴 （京都外大西）

２位 上地 敦子 （華頂女子）

３位 小山 楓 （京都外大西）

４位 内田 望允 （華頂女子）

※１～３位の今西美晴（京都外大西）、上地敦子（華頂

女子）、小山楓（京都外大西）の３名が全国総体に出

場。

○女子ダブルス（Best８以上を掲載）

今西 ・佐久間(京 都 外 大 西) 9-7

飯尾 ・尾崎 (華 頂 女 子) 8-3

安藤 ・服部 (立 命 館 宇 治)

川口 ・大森 (華 頂 女 子) 8-6 ③

上地 ・内田 (華 頂 女 子) 8-5 9-8(5)

奥田 ・小山 (京 都 外 大 西)

阪上 ・大毛 (同 志 社 女 子) 8-3

下田 ・山之江(立 命 館 宇 治) 8-5

最終順位：１位 今西 ・佐久間（京都外大西）

２位 上地 ・内田 （華頂女子）

※優勝の今西・佐久間（京都外大西）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２１年５月１６日～５月１７日（２３日）

会場：西院・向島西テニスコート他

○男子

Ａブロック 優勝：立命館宇治 ２位：西乙訓

３位：紫野、京教大附属

Ｂブロック 優勝：京都国際 ２位：同志社

３位：亀岡、洛北

Ｃブロック 優勝：京都外大西 ２位：向陽

３位：西京、洛西

Ｄブロック 優勝：東山 ２位：同志社国際

３位：莵道、京都八幡

両丹ブロック 優勝：峰山 ２位：西舞鶴

○女子

Ａブロック 優勝：華頂女子 ２位：山城

３位：南陽、同志社国際

Ｂブロック 優勝：京都外大西 ２位：莵道

３位：東宇治、鳥羽

Ｃブロック 優勝：立命館宇治 ２位：紫野

３位：西乙訓、京都すばる

Ｄブロック 優勝：同志社女子 ２位：洛西

３位：同志社、京都八幡

両丹ブロック 優勝：西舞鶴 ２位：京都共栄

■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２１年５月２４日（３０日）

会場：丹波自然運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ、立命館宇治高校

○男子

立 命 館 宇 治 2-0 京 都 外 大 西

Ｂ Ｙ Ｅ 峰 山

2-0 2-1

東 山 2-1 京 都 国 際

★最終順位：１位 東山

２位 京都国際

※優勝の東山高校が全国総体に出場。

○女子

華 頂 女 子 立 命 館 宇 治

2-0

西 舞 鶴 Ｂ Ｙ Ｅ

2-0 2-0

同 志 社 女 子 2-0 京 都 外 大 西

★最終順位：１位 京都外大西

２位 華頂女子

※優勝の京都外大西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２１年８月１９日～８月２４日（２５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）

森田 直樹 (東 山) 6-0

鳥居 賢太郎(京 都 外 大 西) 6-1

山本 聖 (立 命 館 宇 治)

川口 剛平 (東 山) 6-1 6-0

佐々木聡士 (西 乙 訓) 6-4

山下 祥平 (同 志 社)

磯田 佳孝 (東 山) 6-1

北野 暢平 (立 命 館 宇 治) 6-2 6-4

田村 慶太 (京 教 大 附 属) 6-4

村田 一成 (立 命 館 宇 治) 6-4

北田 凌 (東 山)

日下 稜介 (東 山) 6-2

柴田 貴史 (京 都 成 章) 6-3 6-3

倉地 芳直 (東 山)

井筒 康太 (同 志 社 国 際) 7-5

三輪 大介 (東 山) 6-1

★最終順位：１位 三輪 大介 （東山）

２位 森田 直樹 （東山）

３位 北野 暢平 （立命館宇治）

日下 稜介 （東山）

※上記のBest16以上の選手、及び順位戦の結果、有田孝

雄（東山）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）

三輪 ・森田 (東 山) 6-2

田村 ・西村 (京 教 大 附 属) 6-0

鳥居 ・定山 (京 都 外 大 西)

竹内 ・北田 (東 山) 6-3 6-4

川口 ・倉地 (東 山) 6-3

日下 ・磯田 (東 山)

多田 ・斉藤 (立 命 館 宇 治) 6-1

北野 ・村田 (立 命 館 宇 治) 6-3

★最終順位：１位 三輪 ・森田 （東山）

２位 川口 ・倉地 （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）

下田 奈生子(立 命 館 宇 治) 6-3

天野 有里 (京 都 外 大 西) 6-4

岸 涼香 (京 都 八 幡)

小川 千佳 (華 頂 女 子) 7-6(4) 7-6(0)

増岡 れおな(洛 北) 6-3

阪上 文音 (同 志 社 女 子)

安藤 萌 (立 命 館 宇 治) 7-5

井上 紗綾 (立 命 館 宇 治) 6-3 6-4

山之江優香 (立 命 館 宇 治) 6-3

樋口 千晴 (京 都 外 大 西) 6-0

角熊 萌黄 (華 頂 女 子)

山内 那菜 (京 都 共 栄) 6-2

佐久間絢子 (京 都 外 大 西) 6-2 6-4

稲荷 思歩 (山 城)

小川 萌子 (同 志 社 女 子) 6-1

北川 真衣 (同 志 社 女 子) 6-1

★最終順位：１位 下田 奈生子（立命館宇治）

２位 山之江優香 （立命館宇治）

３位 阪上 文音 （同志社女子）

稲荷 思歩 （山城）

※上記のBest16以上の選手、及び順位戦の結果、飯尾祥

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）

佐久間・有吉 (京 都 外 大 西) 6-3

大藪 ・永田 (紫 野) 7-5

村田 ・尾崎 (華 頂 女 子)

安藤 ・服部 (立 命 館 宇 治) 6-2 6-3

北川 ・阪上 (同 志 社 女 子) 6-3

小川 ・飯尾 (華 頂 女 子)

小川 ・八幡 (同 志 社 女 子) 6-0

下田 ・山之江(立 命 館 宇 治) 6-2

★最終順位：１位 村田 ・尾崎 （華頂女子）

２位 下田 ・山之江（立命館宇治）

※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京都府予選

期日：平成２１年９月２０日～９月２２日（２３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 5-0 同 志 社

洛 東 5-0 5-0 洛 星

桂 南 陽

同志社国際 4-0 3-2 京教大附属

5-0 3-2

西 乙 訓 3-0 4-1 3-0 京都共栄

京都成章 西 京

園 部 4-1 5-0 向 陽

京都外大西 5-0 3-0 立命館宇治

３位決定戦 京都外大西 ４－１ 同 志 社

２位決定戦 立命館宇治 ４－１ 京都外大西

★最終順位：１位 東山

２位 立命館宇治

３位 京都外大西

４位 同志社

※１位の東山高校と２位の立命館宇治高校の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）

立命館宇治 3-0 5-0 華頂女子

桂 4-1 5-0 乙 訓

鳥 羽 久 御 山

洛 西 4-1 3-2 紫 野

4-1 4-1

京都八幡 3-2 4-1 3-2 同志社国際

同 志 社 莵 道

南 陽 4-1 5-0 東 宇 治

同志社女子 5-0 5-0 京都外大西

３位決定戦 立命館宇治 ４－１ 華頂女子

２位決定戦 華頂女子 ３－２ 同志社女子

★最終順位：１位 京都外大西

２位 立命館宇治

３位 華頂女子

４位 同志社女子

※１位の京都外大西高校と２位の立命館宇治高校の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２１年１０月１１日～１０月２５日(11/1)

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）

森田 直樹 (東 山) 6-2

村田 一成 (立 命 館 宇 治) 6-0

井筒 康太 (同 志 社 国 際)

田村 慶太 (京 教 大 附 属) 7-6(3) 6-2

佐々木聡士 (西 乙 訓) 6-3

倉地 芳直 (東 山)

北田 凌 (東 山) 6-2

日下 稜介 (東 山) 6-1 6-4

北野 暢平 (立 命 館 宇 治) 6-3

古川 力也 (同 志 社 国 際) 6-3

竹内 重貴 (東 山)

川口 剛平 (東 山) 6-2

瀬古 悠貴 (京 都 外 大 西) 6-0 6-3

柴田 貴史 (京 都 成 章)

磯田 佳孝 (東 山) 6-2

三輪 大介 (東 山) 7-5



★最終順位：１位 瀬古 悠貴 （京都外大西）

２位 森田 直樹 （東山）

３位 日下 稜介 （東山）

北野 暢平 （立命館宇治）

○男子ダブルス（Best８以上を掲載）

三輪 ・倉地 (東 山) 6-1

北野 ・村田 (立 命 館 宇 治) 6-3

瀬古 ・鳥居 (京 都 外 大 西)

川口 ・磯田 (東 山) 6-1 6-3

多田 ・斉藤 (立 命 館 宇 治) 6-3

北田 ・日下 (東 山)

田村 ・西村 (京 教 大 附 属) 6-3

森田 ・竹内 (東 山) 6-2

★最終順位：１位 三輪 ・倉地 （東山）

２位 北田 ・日下 （東山）

○女子シングルス（Best１６以上を掲載）

今西 美晴 (京 都 外 大 西) 6-3

井上 紗綾 (立 命 館 宇 治) 6-1

佐久間絢子 (京 都 外 大 西)

天野 有里 (京 都 外 大 西) 6-3 6-1

阪上 文音 (同 志 社 女 子) 7-5

村田 菜奈 (華 頂 女 子)

尾崎 碧紗 (華 頂 女 子) 6-1

小山 楓 (京 都 外 大 西) 6-1 6-1

山之江優香 (立 命 館 宇 治) 6-1

馬渕 真依 (堀 川) 6-1

飯尾 祥子 (華 頂 女 子)

服部 麻耶 (立 命 館 宇 治) 6-1

北川 真衣 (同 志 社 女 子) 6-2 7-5

増岡 れおな(洛 北)

小室 聡美 (鳥 羽) 6-4

下田 奈生子(立 命 館 宇 治) 6-2

★最終順位：１位 今西 美晴 （京都外大西）

２位 山之江優香 （立命館宇治）

３位 小山 楓 （華頂女子）

北川 真衣 （同志社女子）

○女子ダブルス（Best８以上を掲載）

村田 ・尾崎 (華 頂 女 子) 6-3

小川 ・飯尾 (華 頂 女 子) 6-3

宮本 ・増岡 (洛 北)

井上 ・山之江(立 命 館 宇 治) 6-2 6-1

小山 ・今西 (京 都 外 大 西) 6-0

天野 ・樋口 (京 都 外 大 西)

北川 ・阪上 (同 志 社 女 子) 6-0

安藤 ・下田 (立 命 館 宇 治) 6-4

★最終順位：１位 今西 ・小山 （京都外大西）

２位 村田 ・尾崎 （華頂女子）

■平成２１年度京都招待テニス選手権

期日：平成２１年１２月１９日～１２月２０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）

光 泉(滋 賀)

Ｂ Ｙ Ｅ 2-1

甲 南(兵 庫)

同 志 社(京 都) 3-0 2-1

向 陽(和 歌 山) 2-1

大 産 大 附 属(大 阪)

東 山(京 都) 3-0

登 美 ケ 丘(奈 良) 3-0 2-1

明 石 城 西(兵 庫) 3-0

京 都 外 大 西(京 都) 3-0

奈 良(奈 良)

履 正 社(大 阪) 2-1

立 命 館 宇 治(和 歌 山) 2-1 3-0

東 大 津(滋 賀)

Ｂ Ｙ Ｅ) 2-1

近 大 和 歌 山(和 歌 山)

３位決定戦 東山(京都)３－０近大和歌山（和歌山）

★最終順位：１位 明石城西（兵庫）

２位 甲南（兵庫）

３位 東山（京都）

４位 近大和歌山（和歌山）

○女子団体（本戦ドローのみ掲載）

同 志 社 女 子(京 都)

Ｂ Ｙ Ｅ 3-0

明 石 城 西(兵 庫)

近 大 和 歌 山(和 歌 山) 3-0 2-1

平 城(奈 良) 2-1

守 山(滋 賀)

樟 蔭 東(大 阪) 2-1

華 頂 女 子(京 都) 3-0 2-1

京 都 外 大 西(京 都) 3-0

登 美 ケ 丘(奈 良) 2-1

海 南(和 歌 山)

栗 東(滋 賀) 3-0

雲 雀 丘 学 園(兵 庫) 2-1 3-0

同 志 社 香 里(大 阪)

Ｂ Ｙ Ｅ) 2-1

立 命 館 宇 治(京 都)

３位決定戦 雲雀丘学園（兵庫）２－１樟蔭東(大阪)

★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 樟蔭東（大阪）

○男子シングルス（Best８以上を掲載）

山下 祥平 (京：同 志 社) 7-6(1)

前山 龍太 (大：履 正 社) 6-1

黒木 紳太郎(奈：登 美 ケ 丘)

磯田 佳孝 (京：東 山) 6-1 6-0

大西 潤 (兵：甲 南) 6-3

日下 稜介 (京：東 山)

古村 賢太 (兵：甲 南) 6-1

武内 直人 (和：向 陽) 6-3

３位決定戦 武内（和）６－２前山（大）

★最終順位：１位 日下 稜介（京：東山）

２位 磯田 佳孝（京：東山）

３位 武内 直人（和：向陽）

前山 健太（大：履正社）



○男子ダブルス（Best４以上を掲載）

西川 ・櫻木 (兵：明 石 城 西) 6-2

中島 ・羽室 (奈：登 美 ケ 丘) 6-2

南 ・浅野 (滋：光 泉)

川口 ・倉地 (京：東 山) 6-1

３位決定戦 中島・羽室(奈)６－３南・浅野（滋）

★最終順位：１位 川口・倉地（京：東山）

２位 西川・櫻木（兵：明石城西）

○女子シングルス（Best８以上を掲載）

大西 美波 (滋：栗 東) 6-2

竹島 加奈 (大：同 志 社 香 里) 6-2

古田 公英 (京：同 志 社 女 子)

芝田 凪 (兵：明 石 城 西) 6-1 6-0

山下 莉沙 (滋：栗 東) 6-2

切本 有紀 (大：樟 蔭 東)

小川 萌子 (京：同 志 社 女 子) 7-6(5)

玉置 知子 (兵：雲 雀 丘 学 園) 6-1

３位決定戦 芝田（兵）６－３山下（滋）

★最終順位：１位 大西 美波 （滋：栗東）

２位 小川 萌子 （京：同志社女子）

３位 芝田 凪 （兵：明石城西）

山下 莉沙 （滋：栗東）

○女子ダブルス（Best４以上を掲載）

飯尾 ・尾崎 (京：華 頂 女 子) 6-1

田中 ・新貝 (滋：栗 東) 7-5

北浦 ・池田 (兵：明 石 城 西)

阪上 ・北川 (京：同 志 社 女 子) 6-4

３位決定戦 飯尾・尾崎(京)７－５北浦・池田(兵)

★最終順位：１位 田中・新貝（滋：栗東）

２位 阪上・北川（京：同志社女子）

■京都府公立高等学校テニス選手権大会

期日：平成２１年８月１日～３日

会場：丹波自然運動公園テニスコート

○男子の部

優勝 ：洛北

２位 ：紫野

３位 ：向陽

４位 ：西乙訓

決勝 ：洛北 ３－２ 紫野

２－３位決定：紫野 ３－１打切 向陽

３－４位決定：向陽 ４－１ 西乙訓

準決勝：洛北 ３－１打切 西乙訓

紫野 ３－２ 西乙訓

ＱＦ ：向陽 ３－１打切 東宇治

洛北 ３－２ 西京

紫野 ３－２ 南陽

西乙訓 ３－２ 久御山

※１～２位の洛北高校、紫野高校の２校が近畿公立高校

テニス大会に出場。

○女子の部

優勝 ：洛西

２位 ：洛北

３位 ：紫野

４位 ：南陽

決勝 ：洛西 ４－０打切 紫野

２－３位決定：洛北 ３－０打切 紫野

３－４位決定：洛北 ３－１打切 南陽

準決勝：洛西 ４－１ 洛北

紫野 ４－１ 南陽

ＱＦ ：洛北 ３－０打切 山城

洛西 ３－０打切 莵道

紫野 ３－１打切 京都八幡

南陽 ３－０打切 東宇治

※１～２位の洛西高校、洛北高校の２校が近畿公立高校

テニス大会に出場。

■京都府私立高等学校テニス選手権大会

期日：平成２１年４月１日～４月２日（３日）

会場：太陽か丘テニスコート

○男子シングルス

優勝 ：上田 知季 （立命館宇治）

準優勝：瀬古 悠貴 （京都外大西）

３位 ：北野 暢平 （立命館宇治）

佐藤 京介 （立命館宇治）

決勝 ：上田 ６－２ 瀬古

準決勝：上田 ６－３ 北野

瀬古 ６－２ 佐藤

○男子ダブルス

優勝 ：上田 ・北野 （立命館宇治）

準優勝：西田 ・佐藤 （立命館宇治）

３位 ：三嶋 ・安原 （同志社）

多田 ・吉田 （立命館宇治）

決勝 ：上田 ・北野 ７－５ 西田 ・佐藤

準決勝：上田 ・北野 ６－２ 三嶋 ・安原

西田 ・佐藤 ６－３ 多田 ・吉田

○女子シングルス

優勝 ：佐久間絢子 （京都外大西）

準優勝：奥田 渚砂 （京都外大西）

３位 ：山内 那菜 （京都共栄）

東田 茉美 （立命館宇治）

決勝 ：佐久間 ７－５ 奥田

準決勝：奥田 ６－１ 山内

佐久間 ６－３ 東田

○女子ダブルス

優勝 ：有吉 ・奥田 （京都外大西）

準優勝：佐久間・秋山 （京都外大西）

３位 ：小林 ・加賀城（同志社）

辻本 ・山内 （京都共栄）

決勝 ：有吉 ・奥田 ６－０ 佐久間・秋山

準決勝：有吉 ・奥田 ６－１ 小林 ・加賀城

佐久間・秋山 ６－２ 辻本 ・山内

◆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２１年３月２４日～３月３１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 ：西村 翼 （京都国際）

準優勝：佐藤 京介 （立命館宇治）

３位 ：谷口 翔平 （四ノ宮ＴＣ）

南條 大智 （東山）

Best８：瀬古 悠貴 （京都外大西）

上田 知季 （立命館宇治）

杉江 佑太 （京都外大西）

寺尾 祐一 （京都両洋）

決勝 ：西村 ２（6-3,6-3）０ 佐藤

準決勝：西村 ８－４ 谷口

佐藤 ９－８（５） 南條

ＱＦ ：西村 ８－１ 瀬古

谷口 ８－５ 上田

南條 ８－２ 杉江

佐藤 ８－４ 寺尾

○男子シングルス１６歳以下の部

優勝 ：森田 直樹 （東山）

準優勝：増尾 怜央楠（パブﾘｯｸ小倉）

３位 ：三輪 大介 （東山）

坂上 良 （四ノ宮ＴＣ）

決勝 ：森田 ２（6-4,6-2）０ 増尾

準決勝：増尾 ８－５ 三輪

森田 ８－３ 坂上

※１８歳以下の優勝・準優勝・Best４と１６歳以下の優

勝・準優勝・Best４の戦績を残した高校生、及び中学

３年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 ：上地 敦子 （華頂女子）

準優勝：大森 藍 （華頂女子）

３位 ：山之江優香 （立命館宇治）

内田 望允 （華頂女子）

Best８：飯尾 祥子 （華頂女子）

下田 奈生子（立命館宇治）

奥田 渚砂 （京都外大西）

大毛 美南 （同志社女子）

決勝 ：上地 ２（6-1,6-1）０ 大森

準決勝：上地 ８－０ 山之江

大森 ８－２ 内田

ＱＦ ：上地 ６－０ 飯尾

山之江 ８－５ 下田

大森 ８－２ 奥田

内田 ８－３ 大毛

○女子シングルス１６歳以下の部

優勝 ：大上 真由 （湯山ＴＳ）

準優勝：河内 ほのか（パブﾘｯｸ洛西）

３位 ：稲荷 思歩 （山城）

角熊 萌黄 （華頂女子）

決勝 ：大上 ２（7-5,6-3）０ 河内

準決勝：河内 ８－３ 稲荷

大上 ８－２ 角熊

※１８歳以下の優勝・準優勝・Best４と１６歳以下の優

勝・準優勝・Best４の戦績を残した高校生、及び中学

３年生は最終選考会へ出場。

○男子ダブルス１８歳以下の部

優勝 ：西村 ・三宅 （京都国際）

準優勝：佐藤 ・西田 （立命館宇治）

３位 ：上田 ・北野 （立命館宇治）

北田 ・竹内 （東山）

決勝 ：西村・三宅 ２（7-5,6-1）０ 佐藤・西田

準決勝：西村・三宅 ８－５ 上田・北野

佐藤・西田 ８－１ 北田・竹内

○男子ダブルス１６歳以下の部

優勝 ：森田 ・三輪 （東山）

準優勝：増尾 ・坂上 （パブﾘｯｸ小倉・四ノ宮ＴＣ）

決勝 ：森田・三輪 ２(7-6(4)､7-5)０ 増尾・坂上

○女子ダブルス１８歳以下の部

優勝 ：内田 ・上地 （華頂女子）

準優勝：下田 ・山之江（立命館宇治）

３位 ：川口 ・尾崎 （華頂女子）

飯尾 ・大森 （華頂女子）

決勝 ：内田・上地 ２（6-4,6-2）０ 下田・山之江

準決勝：内田・上地 ８－３ 川口・尾崎

下田・山之江 ８－６ 飯尾・大森

○女子ダブルス１６歳以下の部

優勝 ：安藤 ・服部 （立命館宇治）

準優勝：増岡 ・宅野（パブﾘｯｸ宝ケ池・湯山ＴＳ）

決勝 ：安藤・服部 ２(6-3,5-7,7-6(5))０ 増岡・宅野

◆国民体育大会京都府最終選考会

期日：平成２１年６月１３日～６月１４日

会場：西院テニスコート

※出場選手は、強化指定選手、第１次予選の京都ジュニ

アより１８歳以下の優勝・準優勝・Best４・１６歳以

下の優勝・準優勝・Best４の高校生・中学３年生、全

国高校総体のシングルス出場選手、京都府テニス協会

推薦選手が該当

○男子

出場者：西村翼（京都国際）、森田直樹、三輪大介、

南條大智（以上東山）、佐藤京介（立命館宇

治）、増尾怜央楠（パブﾘｯｸ小倉）、谷口祥平

（四ノ宮ＴＣ）、長船雅喜（湯山ＴＳ）

※西村と森田は実績を評価して１次リーグを免除し、残

りの６名で１次リーグを行った。

△１次リーグＡ

増尾 南條 長船 勝敗 順位

増 尾 ○8-0 ○8-0 2勝0敗 １位

南 條 ×0-8 ×5-8 0勝2敗 ３位

長 船 ×0-8 ○8-5 1勝1敗 ２位

△１次リーグＢ

佐藤 三輪 谷口 勝敗 順位

佐 藤 ×7-9 ×4-8 0勝2敗 ３位

三 輪 ○9-7 ○8-4 2勝0敗 １位

谷 口 ○8-4 ×4-8 1勝1敗 ２位



△２次リーグ

森田 三輪 増尾 西村 勝敗 順位

森 田 ○8-6 ×4-8 ×4-8 1勝2敗 ３位

三 輪 ×6-8 ×5-8 ×3-8 0勝3敗 ４位

増 尾 ○8-4 ○8-5 ○8-6 3勝0敗 １位

西 村 ○8-4 ○8-3 ×6-8 2勝1敗 ２位

※１位の増尾怜央楠（パブﾘｯｸ小倉）と２位の西村翼（京

都国際）の２名は京都府代表選手として、国民体育大

会に出場

○女子

出場者：今西美晴、小山楓（以上京都外大西）、上地

敦子、内田望允、大森藍、角熊萌黄（以上華

頂女子）、山之江優香（立命館宇治）、稲荷

思歩（山城）、加藤未唯（立命館宇治中）、

河内ほのか（パブﾘｯｸ洛西）、大上真由（湯山

ＴＳ）

※今西、上地、加藤は実績を評価して１次リーグを免除

し、残りの８名で１次リーグを行った。

△１次リーグＡ

内田 小山 河内 角熊 勝敗 順位

内 田 ○8-4 ×8ｰ9 ○8-1 2勝1敗 １位

小 山 ×4-8 ○8ｰ5 ○8-4 2勝1敗 ３位

河 内 ○9-8 ×4-8 ○8-0 2勝1敗 ２位

角 熊 ×1-8 ×4-8 ×0-8 0勝3敗 ４位

△１次リーグＢ

大森 山之江 稲荷 大上 勝敗 順位

大 森 ○8-0 ○8-1 ○8-1 3勝0敗 １位

山之江 ×0-8 ×5-8 ○8-5 1勝2敗 ３位

稲 荷 ×1-8 ○8-5 ×2-8 1勝2敗 ４位

大 上 ×1-8 ×5-8 ○8-2 1勝2敗 ２位

△２次リーグ

加藤 内田 今西 大森 上地 勝敗 順位

加 藤 ○8-1 ×4-8 ○8-1 ○9-7 3勝1敗 ２位

内 田 ×1-8 ×0-8 ×3-8 ×1-8 0勝4敗 ５位

今 西 ○8-4 ○8-0 ○8-3 ○8-3 4勝0敗 １位

大 森 ×1-8 ○8-3 ×3-8 ×6-8 1勝3敗 ４位

上 地 ×7-9 ○8-1 ×3-8 ○8-6 2勝2敗 ３位

※１位の今西美晴（京都外大西）と加藤未唯（立命館宇

治中）の２名は京都府の代表選手として国民体育大会

に出場

◆全国選抜高等学校テニス大会

期日：平成２１年３月２２日～３月２７日

会場：福岡県福岡市博多の森テニス競技場、他

○男子団体戦

出場校：東山、立命館宇治

◇１回戦

東 山 １－４ 大分舞鶴（大分）

Ｓ１ 森田 直樹 ２－６ 向井 涼介

Ｄ１ 北田・川口 (2)6-7 佐伯・尾形

Ｓ２ 南條 大智 (5)6-7 熊倉 周作

Ｄ２ 田中・竹内 ３－６ 白水・稲積

Ｓ３ 三輪 大介 ８－２ 野口 高志

立命館宇治 ４－１ 盛 岡 一（岩手）

Ｓ１ 上田 知季 ６－０ 大坊 侑

Ｄ１ 佐藤・西田 ６－１ 丸山・小井田

Ｓ２ 北野 暢平 ３－６ 押切 裕之

Ｄ２ 多田・吉田 ６－１ 伊瀬谷 夏輝

Ｓ３ 山本 聖 ６－２ 千葉 俊輔

◇２回戦

立命館宇治 ４－１ 東京学館新潟（新潟）

Ｓ１ 上田 知季 7-6(0) 植木 達也

Ｄ１ 佐藤・西田 ６－１ 片山・山田

Ｓ２ 北野 暢平 ６－０ 坂垣 潤也

Ｄ２ 多田・吉田 ６－４ 金田・石田

Ｓ３ 山本 聖 ３－６ 粉川 範真

◇３回戦

立命館宇治 ４－１ 東京学館新潟（新潟）

Ｓ１ 上田 知季 ０－２ 上原 伊織

（3-6,4-6)

Ｄ１ 西田・多田 １－２ 伊達・伊井

（6-4､(4)6-7,3-6)

Ｓ２ 北野 暢平 ０－２ 沼野 孝彰

（1-6,2-6）

Ｄ２ 佐藤・吉田 打切り 大西・綾部

Ｓ３ 山本 聖 打切り 金江 紀幸

※立命館宇治高校は全国大会Best１６。

○女子

出場校：京都外大西、華頂女子

◇１回戦

京都外大西 ４－１ 登美ケ丘（奈良）

Ｓ１ 今西 美晴 ６－０ 高田 彩加

Ｄ１ 清水・西村 １－６ 中井・南

Ｓ２ 奥田 渚砂 ６－２ 田辺 香菜

Ｄ２ 有吉・川島 ６－１ 川田・正園

Ｓ３ 佐久間絢子 ６－１ 神元 美紗妃

華頂女子 ５－０ 作新学院（栃木）

Ｓ１ 上地 敦子 ６－０ 石井 舞

Ｄ１ 飯尾・諫早 ６－０ 能勢・柴田

Ｓ２ 大森 藍 ６－０ 松重 尚子

Ｄ２ 川口・尾崎 ６－１ 竹節・前川

Ｓ３ 内田 望允 ６－３ 阿部 美貴

◇２回戦

京都外大西 ２－３ 静岡市立（静岡）

Ｓ１ 今西 美晴 ６－１ 伊熊 楓

Ｄ１ 奥田・有吉 ２－６ 木内・高野

Ｓ２ 清水 日加理 ０－６ 鈴木 凛

Ｄ２ 佐久間・川島 ７－５ 長島・山本

Ｓ３ 佐久間絢子 ６－１ 中川 知聡

華頂女子 ２－３ 宮 崎 商（宮崎）

Ｓ１ 上地 敦子 ６－４ 大原 かのこ

Ｄ１ 川口・尾崎 7-6(4) 小林・中嶋

Ｓ２ 大森 藍 ４－６ 斉藤 杏奈

Ｄ２ 飯尾・中越 ２－６ 竹山・宮野

Ｓ３ 内田 望允 ４－６ 大塚 可奈子

○男子個人戦

出場者：上田知季（立命館宇治）

◇２回戦

上田 ８－４ 佐伯 卓郎 （大分舞鶴）

◇３回戦

上田 ０－８ 中島 啓 （龍谷）



○女子個人戦

出場者：今西美晴（京都外大西）、上地敦子（華頂女

子）

◇１回戦

今西 ８－０ 高崎 奈美 （浦和学院）

上地 ８－１ 寺島 奏 （岡山学芸館）

◇２回戦

今西 ８－４ 上地 敦子 （華頂女子）

◇３回戦

今西 ８－４ 竹内 ひかり（高田）

◇４回戦

今西 ８－６ 美濃越 舞 （秀明八千代）

◇５回戦

今西 ８－１ 大原 かのこ（宮崎商）

◇６回戦（準決勝）

今西 ２－０ 山崎 貴巴 （園田学園）

（6-1,6-0）

◇７回戦（決勝）

今西 ０－２ 江口 実沙 （富士見丘）

（1-6,2-6）

※今西美晴（京都外大西）は全国大会準優勝。

◆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２１年６月１９日～６月２１日

会場：滋賀県長浜市長浜ドーム

○男子シングルス

出場者：西村翼（京都国際）、森田直樹（東山）

◇１回戦

森田 直樹 ９－７ 菊本 一輝（和：慶 風）

◇２回戦

西村 翼 ９－７ 中村 知樹（大：清 風）

森田 直樹 ６－８ 池川 浩史（兵：相生学院）

◇３回戦

西村 翼 ４－８ 上原 伊織（兵：甲 南）

○男子ダブルス

出場者：森田・三輪（東山）

◇１回戦

森田・三輪 ８－６ 中川・中村（奈：奈良育英）

◇２回戦

森田・三輪 ３－８ 浅井・朝倉（兵：明石城西）

○男子団体

出場校：東山

◇１回戦

東 山 １－２ 明石城西（兵庫）

Ｄ 川口・北田 １－８ 吉山・西川

Ｓ１ 森田 直樹 ９－７ 浅井 龍雅

Ｓ２ 三輪 大介 (0)8-9 朝倉 康平

○女子シングルス

出場者：今西美晴、小山楓（以上京都外大西）、上地

敦子（華頂女子）

◇１回戦

小山 楓 ８－３ 鈴木 麻友（大：大産大附）

◇２回戦

今西 美晴 ８－２ 斉藤 絢（大：大産大附）

小山 楓 ８－３ 上地 敦子（京：華頂女子）

◇３回戦

今西 美晴 ８－２ 染川 唯（奈：奈良育英）

小山 楓 ５－８ 福島 実穂（奈：平 城）

◇４回戦（準決勝）

今西 美晴 ８－４ 大坪 慧美（和：慶 風）

◇５回戦（決勝）

今西 美晴 ８－２ 大西 美波（滋：栗 東）

※今西美晴（京都外大西）は近畿大会優勝。

○女子ダブルス

出場者：今西・佐久間（京都外大西）、上地・内田（

華頂女子）

◇１回戦

今西・佐久間８－２ 大西・山下（滋：栗 東）

上地・内田 ８－５ 福原・西川（滋：栗 東）

◇２回戦

今西・佐久間(3)8-9 小関・吉田（大：長尾谷 ）

上地・内田 ５－８ 藤原・鈴木（大：大産大附）

○女子団体

出場校：京都外大西

◇１回戦

京都外大西 ３－０ 栗 東（滋賀）

Ｄ 奥田・佐久間 ８－６ 福原・西川

Ｓ１ 今西 美晴 ８－２ 大西 美波

Ｓ２ 小山 楓 ８－２ 山下 莉沙

◇２回戦（準決勝）

京都外大西 ２－０ 慶 風（和歌山）

Ｄ 佐久間・川島 4-4切 岡崎・東原

Ｓ１ 今西 美晴 ８－２ 大坪 慧美

Ｓ２ 小山 楓 ８－２ 永井 陽子

◇３回戦（決勝）

京都外大西 ０－２ 駿台甲英（兵庫）

Ｄ 佐久間・川島 (4)8-9 山本・大麻

Ｓ１ 今西 美晴 ２－８ 古賀 愛

Ｓ２ 小山 楓 8-8切 野井 夕夏子

※京都外大西高校は近畿大会準優勝。

◆全国高等学校総合体育大会テニス競技

期日：平成２１年７月２９日～８月４日

会場：奈良県樫原市明日香テニスコート、他

○男子団体の部

出場校：東山

◇１回戦

東 山 ３－０ 北 陸（福井）

Ｄ 三輪・川口 ８－３ 辻岡・脇本

Ｓ１ 森田 直樹 ８－０ 青木 翔亮

Ｓ２ 南條 大智 ８－３ 枚田 和久

◇２回戦

東 山 ０－３ 四日市工（三重）

Ｄ 川口・北田 ３－８ 服部・高塚

Ｓ１ 森田 直樹 ２－８ 遠藤 豪

Ｓ２ 南條 大智 １－８ 中島 佑介



○男子個人の部シングルス

出場者：西村翼（京都国際）、森田直樹（東山）

◇１回戦

西村 翼 ８－３ 永易恭之介（宮崎：佐土原 ）

森田 直樹 ８－１ 竹田 侑平（北海：札幌藻岩）

◇２回戦

西村 翼 ４－８ 志賀 正人（千葉：秀明八千代）

森田 直樹 １－８ 川崎 光（埼玉：秀明英光）

○男子個人の部ダブルス

出場者：森田・三輪（東山）

◇１回戦

森田・三輪 ８－４ 門脇・澤 （鳥取：米子北斗）

◇２回戦

森田・三輪 ８－４ 千葉・木下（北海：札幌日大）

◇３回戦

森田・三輪 ２－８ 西田・近藤（福岡：柳 川）

※森田・三輪（東山）は全国大会Best１６。

○女子団体の部

出場校：京都外大西

◇２回戦

京都外大西 ３－０ 山梨学院（山梨）

Ｄ 奥田・川島 ８－２ 廣瀬・小野

Ｓ１ 今西 美晴 ８－１ 内山 真由美

Ｓ２ 小山 楓 ８－２ 牛山 友実子

◇３回戦

京都外大西 ２－１ 福徳学院（大分）

Ｄ 奥田・川島 ８－４ 鐘江・船瀬

Ｓ１ 今西 美晴 ５－８ 円本 彩也香

Ｓ２ 小山 楓 ８－３ 鍬田 梨絵

◇４回戦

京都外大西 ０－２ 仁愛女子（福井）

Ｄ 奥田・川島 打切り 鐘江・船瀬

（5-7,1-4）

Ｓ１ 今西 美晴 ０－２ 菅村 恵里香

（5-7,1-6）

Ｓ２ 小山 楓 ０－２ 井上 晴菜

（4-6,4-6）

※京都外大西高校は全国大会Best８。

○女子個人の部シングルス

出場者：今西美晴、小山楓（以上京都外大西）、上地

敦子（華頂女子）

◇１回戦

上地 敦子 ３－８ 伊波 佳苗（沖縄：沖縄尚学）

今西 美晴 ８－２ 大島 志穂（富山：富山国際大附）

小山 楓 ８－０ 東 遥 （愛媛：今治西 ）

◇２回戦

今西 美晴 ８－５ 増田佳緒理（埼玉：浦和学院）

小山 楓 ２－８ 美濃越 舞（千葉：秀明八千代）

◇３回戦

今西 美晴 ８－３ 西井 綾（愛知：名古屋国際）

◇４回戦

今西 美晴 ８－３ 日比 沙織（神奈：湘南工大附）

◇５回戦

今西 美晴 ３－８ 小和瀬麻帆（千葉：渋谷幕張）

※今西美晴（京都外大西）は全国大会Best８。

○女子個人の部ダブルス

出場者：今西・佐久間（京都外大西）、上地・内田（

華頂女子）

◇１回戦

今西・佐久間８－２ 濱田・大西（福岡：柳 川）

上地・内田 １－８ 江口・伊藤（東京：富士見丘）

◇２回戦

今西・佐久間４－８ 伊熊・木内（静岡：静岡市立）

◆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２１年９月１１日～９月１３日、

会場：滋賀県彦根総合運動公園、長浜ドーム

○男子シングルス

出場者：三輪大介、森田直樹、日下稜介、川口剛平、

倉地芳直、北田凌、磯田佳孝、有田孝雄（以

上東山）、北野暢平、山本聖、村田一成（以

上立命館宇治）、田村慶太（京教大附属）、

佐々木聡士（西乙訓）、柴田貴史（京都成章

）、山下祥平（同志社）、井筒康太（同志社

国際）、鳥居賢太郎（京都外大西）、

◇１回戦

柴田 貴史 ８－６ 中島 貴宏（奈：登美ケ丘）

山本 聖 9-8(6) 奥田 郁己（滋：光 泉）

倉地 芳直 ５－８ 角山 智哉（兵：仁川学院）

佐々木聡士 ４－８ 西川 優輝（兵：明石城西）

山下 祥平 ８－０ 姑射 誠佳（滋：東大津 ）

井筒 康太 ４－８ 衣川 郁弥（兵：相生学院）

村田 一成 ８－６ 谷口 勝哉（大：清 風）

有田 孝雄 ８－１ 松田 卓也（奈：奈 良）

川口 剛平 ３－８ 高橋 克典（大：近大附属）

北田 凌 ３－８ 高木眞之介（大：早稲田摂陵）

鳥居賢太郎 ８－４ 浅野 良祐（滋：光 泉）

◇２回戦

柴田 貴史 １－８ 土井 俊範（大：清 風）

山本 聖 ０－８ 仲村 元希（大：大産大附）

山下 祥平 ６－８ 上杉 哲平（大：清 風）

三輪 大介 ８－２ 叶 尚央（大：早稲田摂陵）

村田 一成 ４－８ 中川 雄太（奈：奈良育英）

有田 孝雄 ８－１ 貴志 隼己（和：向 陽）

日下 稜介 ８－０ 羽室 行光（奈：登美ケ丘）

北野 暢平 ６－８ 和中 北斗（和：初芝橋本）

田村 慶太 ８－４ 垣内 博行（和：近大和歌山）

鳥居賢太郎 ３－８ 諌山 航平（兵：相生学院）

森田 直樹 ８－０ 前田 佳佑（兵：啓 明）

磯田 佳孝 9-8(2) 南 直貴（滋：膳 所）

◇３回戦

三輪 大介 ８－６ 菊本 一輝（和：慶 風）

有田 孝雄 ４－８ 中川 雄太（奈：奈良育英）

日下 稜介 ４－８ 奥田 圭都（滋：光 泉）

田村 慶太 ３－８ 藤 圭太（兵：関西学院）

森田 直樹 ８－１ 古井 俊輔（兵：相生学院）

磯田 佳孝 ２－８ 上原 伊織（兵：甲 南）



◇４回戦

三輪 大介 ４－８ 金江 紀幸（兵：甲 南）

森田 直樹 ８－５ 諌山 航平（兵：相生学院）

◇５回戦

森田 直樹 ５－８ 上原 伊織（兵：甲 南）

※森田直樹（東山）は近畿大会Best８。

○男子ダブルス

出場者：森田・三輪、川口・倉地、竹内・北田、日下

・磯田（以上東山）、多田・斉藤、北野・村

田（以上立命館宇治）、鳥居・定山（京都外

大西）、田村・西村（京教大附属）

◇１回戦

多田・斉藤 ８－４ 角山・辻田（兵：仁川学院）

田村・西村 W.O.勝 関井・塚本（大：清 風）

川口・倉地 ８－２ 久保・後藤（滋：栗 東）

日下・磯田 ８－６ 土井・藤井（大：清 風）

北野・村田 ９－７ 稲田・羽室（奈：登美ケ丘）

鳥居・定山 １－８ 辻 ・菊本（和：慶 風）

◇２回戦

森田・三輪 ８－４ 藤 ・山本（兵：関西学院）

多田・斉藤 １－８ 奥田・石島（滋：光 泉）

田村・西村 ８－４ 黒木・中島（奈：登美ケ丘）

竹内・北田 ５－８ 東 ・和中（和：初芝橋本）

川口・倉地 ３－８ 上原・古村（兵：甲 南）

日下・磯田 9-8(1) 東 ・武内（和：向 陽）

北野・村田 ８－６ 西川・藤野（兵：明石城西）

◇３回戦

森田・三輪 ７－９ 奥田・石島（滋：光 泉）

田村・西村 ０－８ 開發・谷口（大：近大附属）

北野・村田 ８－５ 日下・磯田（京：東 山）

◇４回戦

北野・村田 ４－８ 栗林・上杉（大：清 風）

※北野・村田（立命館宇治）は近畿大会Best８。

○女子シングルス

出場者：下田奈生子、山之江優香、安藤萌、井上沙綾

（以上立命館宇治）、稲荷思歩（山城）、阪

上文音、北川真衣、小川萌子（以上同志社女

子）、山内那菜（京都共栄）、岸涼香（京都

八幡）、佐久間絢子、天野有里、樋口千晴（

以上京都外大西）、増岡れおな（洛北）、小

川千佳、角熊萌黄、飯尾祥子（以上華頂女子

）、

◇１回戦

増岡れおな ８－０ 林 未夢（滋：米 原）

天野 有里 ８－０ 大川 雅代（奈：平 城）

山内 那菜 ８－２ 松本奈菜子（奈：平 城）

樋口 千晴 ８－１ 馬場 悠加（和：近大和歌山）

角熊 萌黄 ８－４ 今西 恵里（奈：平 城）

阪上 文音 ８－０ 武田 明莉（奈：奈 良）

岸 涼香 ３－８ 桧皮あかね（大：大商学園）

井上 沙綾 ８－０ 池尻 陽香（滋：守 山）

安藤 萌 ８－２ 望月 佑起（兵：夙川学院）

稲荷 思歩 ８－０ 西村 梨乃（和：和歌山商）

小川 萌子 ８－３ 上野 那奈（滋：膳 所）

佐久間絢子 ４－８ 竹上 莉菜（兵：芦屋学園）

◇２回戦

下田奈生子 ８－１ 山口 ゆい（奈：登美ケ丘）

増岡れおな ６－８ 久次米夏海（大：城南学園）

天野 有里 ７－９ 楠部 朋香（和：慶 風）

北川 真衣 ８－２ 足立 芽衣（兵：園田学園）

山内 那菜 ２－８ 東中瑠衣子（兵：夙川学院）

樋口 千晴 ０－８ 野井夕夏子（兵：駿台甲英）

角熊 萌黄 ０－８ 真田 涼子（兵：園田学園）

阪上 文音 ８－０ 平井砂央里（兵：夙川学院）

井上 沙綾 ３－８ 斉藤 未来（兵：園田学園）

安藤 萌 ２－８ 斉藤 絢（大：大産大附）

稲荷 思歩 ８－３ 飯尾 祥子（京：華頂女子）

山之江優香 ８－１ 塔本のぞみ（和：初芝橋本）

小川 萌子 ８－５ 小川 千佳（京：華頂女子）

◇３回戦

下田奈生子 ６－８ 岡本 佳奈（大：大産大附）

北川 真衣 ８－０ 楠部 朋香（和：慶 風）

阪上 文音 １－８ 染川 唯（奈：奈良育英）

稲荷 思歩 ４－８ 宇佐美 愛（兵：園田学園）

山之江優香 １－９ 村上亜利沙（兵：園田学園）

小川 萌子 ０－８ 山本みどり（兵：園田学園）

◇４回戦

北川 真衣 ８－２ 藤原 玉穂（奈：奈良育英）

◇５回戦（準々決勝）

北川 真衣 1-1RET勝 野井夕夏子（兵：駿台甲英）

◇６回戦（準決勝）

北川 真衣 ５－８ 岡本 佳奈（大：大産大附）

※北川真衣（同志社女子）は近畿大会Best４。

○女子ダブルス

出場者：村田・尾崎、小川・飯尾（以上華頂女子）、

下田・山之江、安藤・服部（以上立命館宇治

）、佐久間・有吉（京都外大西）、北川・阪

上、小川・八幡（以上同志社女子）、大藪・

永田（紫野）

◇１回戦

小川・飯尾 ６－８ 磯村・切本（大：樟蔭東 ）

大藪・永田 ５－８ 神元・正国（奈：登美ケ丘）

小川・八幡 ９－７ 大川・阪田（滋：栗 東）

◇２回戦

下田・山之江８－４ 天米・池田（兵：園田学園）

村田・尾崎 ８－５ 勝田・高橋（大：大商学園）

佐久間・有吉８－２ 上野・伊藤（滋：膳 所）

小川・八幡 １－８ 大西・山下（滋：栗 東）

北川・阪上 ８－３ 岩本・高谷（兵：園田学園）

安藤・服部 ８－４ 小来田・小林（大：大阪女学）

◇３回戦

下田・山之江６－８ 東原・大坪（和：慶 風）

村田・尾崎 ４－８ 真田・斉藤（兵：園田学園）

佐久間・有吉７－９ 藤原・染川（奈：奈良育英）

北川・阪上 ５－８ 久次米・武田（大：城南学園）

安藤・服部 １－８ 村上・山本（兵：園田学園）

◆国民体育大会

期日：平成２１年１０月 ２日～１０月 ５日

会場：新潟県長岡市、南魚沼市



○男子

出場者：増尾怜央楠（パブﾘｯｸ小倉）、西村翼（京都国

際）、

神奈 2-0 2-0 福岡

愛知 山口

沖縄 2-1 2-0 2-1 2-1 大分

福島 2-1 2-1 長野

群馬 愛媛

岡山 2-1 2-0 2-1 2-0 岐阜

徳島 2-0 2-0 福井

北海 BYE

熊本 2-1 岩手

新潟 2-0 2-0 2-0 2-0 青森

山梨 香川

大阪 2-1 2-0 千葉

2-0 2-0

兵庫 2-0 2-0 2-1 三重

佐賀 高知

静岡 2-0 2-0 2-1 2-0 栃木

鳥取 2-0 2-0 茨城

京都 宮城

鹿児 2-0 2-0 和歌

東京 2-1 2-0 2-0 2-1 石川

滋賀 秋田

島根 2-1 2-0 富山

長崎 2-1 2-0 2-1 2-0 宮崎

山梨 奈良

広島 2-1 2-1 埼玉

※京都府関係分順位戦 なし

◇京都府対戦記録

◇１回戦

京 都 ２－０ 鳥 取

Ｓ１ 増尾怜央楠 ８－４ 門脇

Ｓ２ 西村 翼 ８－４ 澤

Ｄ 増尾・西村 打切り 門脇・澤

◇２回戦

京 都 ２－０ 鹿 児 島

Ｓ１ 増尾怜央楠 9-8(2) 坂口

Ｓ２ 西村 翼 ８－４ 平川

Ｄ 増尾・西村 打切り 坂口・平川

◇２回戦

京 都 ０－２ 静 岡

Ｓ１ 増尾怜央楠 ４－８ 上野

Ｓ２ 西村 翼 ３－８ 秋山

Ｄ 増尾・西村 打切り 上野・秋山

○女子

出場者：今西美晴（京都外大西）、加藤美唯（立命館

宇治中）

千葉 2-0 2-0 愛知

愛媛 山形

奈良 2-0 2-0 2-1 2-0 宮城

山梨 2-1 2-0 高知

大分 和歌

岐阜 2-0 2-0 2-0 2-1 沖縄

長野 2-0 2-0 熊本

青森 長崎

岡山 2-0 2-1 岩手

徳島 2-0 2-0 2-1 2-1 徳島

鳥取 埼玉

福岡 2-0 2-0 兵庫

2-0 2-0

京都 2-0 2-0 2-0 広島

茨城 山口

石川 2-1 2-0 2-1 2-1 栃木

新潟 2-1 富山

BYE 鳥取

神奈 2-0 2-0 福井

静岡 2-1 2-0 2-0 2-1 北海

秋田 滋賀

鹿児 2-0 2-0 三重

大阪 2-0 2-1 2-1 2-0 宮崎

香川 佐賀

群馬 2-0 2-1 東京

※京都府関係分順位戦

３～４位決定戦

京都

東京 2-1

◇京都府対戦記録

◇２回戦

京 都 ２－０ 茨 城

Ｓ１ 今西 美晴 ８－３ 寺田

Ｓ２ 加藤 美唯 ８－１ 古川

Ｄ 今西・加藤 打切り 寺田・古川

◇３回戦

京 都 ２－０ 神 奈 川

Ｓ１ 今西 美晴 ８－２ 入江

Ｓ２ 加藤 美唯 ８－３ 日比

Ｄ 今西・加藤 打切り 入江・日比

◇４回戦

京 都 ２－０ 鹿 児 島

Ｓ１ 今西 美晴 ８－２ 吉元

Ｓ２ 加藤 美唯 ８－２ 馬場

Ｄ 今西・加藤 打切り 吉元・馬場

◇５～８位決定戦

京 都 ０－２ 千 葉

Ｓ１ 今西 美晴 (2)8-9 小和瀬

Ｓ２ 加藤 美唯 ５－８ 美濃越

Ｄ 今西・加藤 打切り 小和瀬・美濃越

◇７～８位決定戦

京 都 １－２ 東 京

Ｓ１ 今西 美晴 ２－８ 江口

Ｓ２ 加藤 美唯 ８－０ 伊藤

Ｄ 今西・加藤 ５－８ 江口・伊藤

※京都府は全国大会第４位。



◆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２１年１１月１４日～１１月１５日

会場：奈良県明日香庭球場

○男子本戦

出場校：東山、立命館宇治

清 風（大 阪） 3-2

慶 風（和歌山）

近 大 附 属（大 阪） 5-0 3-2

光 泉（滋 賀） 4-1

向 陽（和歌山）

東 山（京 都） 4-1 3-0

関 西 学 院（兵 庫） 5-0

東 大 津（滋 賀）

登 美 ケ 丘（奈 良） 3-2

立 命 館 宇 治（京 都） 5-0 3-0

奈 良 女 大 附（奈 良）

相 生 学 院（兵 庫） 5-0

○男子コンソレーション

慶 風（和歌山） 3-1

登 美 ケ 丘（奈 良） 3-2

向 陽（和歌山） 3-2

立 命 館 宇 治（京 都） 3-0

東 山（京 都） 対戦済

関 西 学 院（兵 庫）

東 大 津（滋 賀） 4-0

近 大 附 属（大 阪） 3-0

奈 良 女 大 附（奈 良） 3-0

光 泉（滋 賀） 3-1

○男子５位決定戦

慶 風（和歌山） 3-2

関 西 学 院（兵 庫）

○男子７位決定戦

立 命 館 宇 治（京 都） 3-0

近 大 附 属（大 阪）

○男子８位決定戦

登 美 ケ 丘（奈 良） 3-1

向 陽（和歌山） 3-2

東 大 津（滋 賀） 3-0

奈 良 女 大 附（奈 良） 3-0

立 命 館 宇 治（京 都）

○男子最終順位

１位 相生学院（兵） ２位 清風（大）

３位 東山（京） ４位 光泉（滋）

５位 関西学院（兵） ６位 慶風（和）

７位 近大附属（大） ８位 立命館宇治（京）

※１～７位までが全国選抜高等学校テニス大会へ出場。

３位の東山高校は全国選抜に出場。

※８位の立命館宇治高校は、選考委員会枠として全国選

抜に出場。

◇京都府対戦記録

◇本戦１回戦

立命館宇治 ５－０ 光 泉（滋）

Ｓ１ 北野 暢平 ６－２ 藤原 聖悟

Ｄ１ 斉藤・多田 ６－１ 小池・枚田

Ｓ２ 村田 一成 ６－０ 神谷 直希

Ｄ２ 橋本・廣部 ６－３ 平井・八木

Ｓ３ 山本 聖 ６－０ 武田 貴成

◇本戦２回戦

東 山 ４－１ 光 泉（滋）

Ｓ１ 森田 直樹 ３－６ 奥田 圭都

Ｄ１ 川口・倉地 ６－１ 田中・浅野

Ｓ２ 三輪 大介 ６－０ 石島 知希

Ｄ２ 磯田・椿野 ７－５ 南 ・奥田

Ｓ３ 日下 稜介 ６－０ 安田 勝太

立命館宇治 ０－５ 相生学院（兵）

Ｓ１ 北野 暢平 ６－２ 池川 浩史

Ｄ１ 斉藤・多田 ６－１ 嶋田・長南

Ｓ２ 村田 一成 ６－０ 宇治 崇之

Ｄ２ 橋本・廣部 ６－３ 古井・山下

Ｓ３ 山本 聖 ６－０ 諌山 航平

◇本戦３回戦（準決勝）

東 山 ２－３ 清 風（大）

Ｓ１ 森田 直樹 ６－３ 栗林 聡真

Ｄ１ 川口・倉地 ４－６ 塚本・谷口

Ｓ２ 三輪 大介 ７－５ 上杉 哲平

Ｄ２ 磯田・椿野 ３－６ 関井・藤井

Ｓ３ 日下 稜介 ０－６ 土井 俊範

◇コンソレーション１回戦

立命館宇治 ３－０ 向 陽（和）

Ｓ１ 北野 暢平 ６－３ 武内 直人

Ｄ１ 斉藤・多田 ６－０ 榎原・川崎

Ｓ２ 村田 一成 ６－４ 貴志 隼己

Ｄ２ 橋本・廣部 1-1打切 杉原・伊森

Ｓ３ 山本 聖 3-0打切 東 裕介

◇コンソレーション２回戦

立命館宇治 ２－３ 慶 風（和）

Ｓ１ 北野 暢平 ４－６ 辻 和紀

Ｄ１ 斉藤・多田 ６－４ 金 ・永井

Ｓ２ 村田 一成 ５－７ 菊本 一輝

Ｄ２ 橋本・廣部 ６－０ 木下・江原

Ｓ３ 山本 聖 ２－６ 今 諒哉

◇コンソレーション３回戦

東 山 ３－２ 慶 風（和）

Ｓ１ 森田 直樹 ４－６ 辻 和紀

Ｄ１ 川口・倉地 ６－０ 金 ・永井

Ｓ２ 三輪 大介 ３－６ 菊本 一輝

Ｄ２ 磯田・小路 ６－０ 木下・江原

Ｓ３ 日下 稜介 ６－３ 今 諒哉

◇３～４位決定戦

東 山 対戦済 光 泉（滋）

◇７～８位決定戦

立命館宇治 ０－３ 近大附属（大）

Ｓ１ 北野 暢平 ２－６ 開發 周平

Ｄ１ 斉藤・多田 ２－６ 谷口・高橋

Ｓ２ 村田 一成 １－６ 福中 純

Ｄ２ 橋本・廣部 5-4打切 谷口・佐伯

Ｓ３ 山本 聖 0-0打切 西野 貴文



◇８～９位決定戦

立命館宇治 ３－０ 登美ケ丘（奈）

Ｓ１ 北野 暢平 ６－４ 黒木 紳太郎

Ｄ１ 斉藤・多田 ６－２ 羽室・杉田

Ｓ２ 村田 一成 ６－１ 稲田 崇光

Ｄ２ 橋本・廣部 2-1打切 木村・矢部

Ｓ３ 山本 聖 打切り 中島 貴宏

○女子本戦

出場校：京都外大西、立命館宇治

園 田 学 園（兵 庫） 5-0

大 阪 女 学 院（大 阪）

登 美 ケ 丘（奈 良） 3-2 3-1

栗 東（滋 賀） 5-0

海 南（和歌山）

京 都 外 大 西（京 都） 3-2 3-0

立 命 館 宇 治（京 都） 3-2

平 城（奈 良）

守 山（滋 賀） 4-1

近 大 和 歌 山（和歌山） 5-0 3-0

大 商 学 園（大 阪）

夙 川 学 院（兵 庫） 4-1

○女子コンソレーション

大 阪 女 学 院（大 阪） 3-2

平 城（奈 良） 3-1

海 南（和歌山） 3-0

大 商 学 園（大 阪） 3-0

京 都 外 大 西（京 都） 3-2

立 命 館 宇 治（京 都）

守 山（滋 賀） 3-0

登 美 ケ 丘（奈 良） 3-2

近 大 和 歌 山（和歌山） 3-0

栗 東（滋 賀） 3-0

○女子５位決定戦

大 商 学 園（大 阪） 3-2

栗 東（滋 賀）

○女子７位決定戦

平 城（奈 良） 3-2

登 美 ケ 丘（奈 良）

○女子８位決定戦

大 阪 女 学 院（大 阪） 3-1

海 南（和歌山） 3-2

守 山（滋 賀） 対戦済

近 大 和 歌 山（和歌山） 3-2

登 美 ケ 丘（奈 良）

○女子最終順位

１位 園田学園（兵） ２位 夙川学院（兵）

３位 京都外大西（京）４位 立命館宇治（京）

５位 大商学園（大） ６位 栗東（滋）

７位 平城（奈） ８位 登美ケ丘（奈）

※１～７位までが全国選抜高等学校テニス大会へ出場。

３位の京都外大西高校と４位の立命館宇治高校は全国

選抜に出場。

◇京都府対戦記録

◇本戦２回戦

京都外大西 ３－２ 栗 東（滋）

Ｓ１ 今西 美晴 ６－１ 大西 美波

Ｄ１ 佐久間・有吉 ６－３ 田中・小西

Ｓ２ 小山 楓 (6)6-7 山下 莉沙

Ｄ２ 天野・樋口 ６－０ 中田・山下

Ｓ３ 濱本 夏実 １－６ 新貝 真優

立命館宇治 ３－２ 平 城（奈）

Ｓ１ 下田 奈生子 ６－０ 今西 恵里

Ｄ１ 安藤・服部 ３－６ 山本・松本

Ｓ２ 山之江 優香 ６－０ 加藤 美佳子

Ｄ２ 矢内・山下 ５－７ 大川・阪田

Ｓ３ 井上 紗綾 ６－１ 岸下 朝美

◇本戦３回戦（準決勝）

京都外大西 １－３ 園田学園（兵）

Ｓ１ 今西 美晴 ７－５ 山本 みどり

Ｄ１ 佐久間・有吉 １－６ 田中・村上

Ｓ２ 小山 楓 6-5打切 真田 涼子

Ｄ２ 樋口・藤川 ０－６ 斉藤・池田

Ｓ３ 天野 有里 ２－６ 宇佐美 愛

立命館宇治 ０－３ 夙川学院（兵）

Ｓ１ 下田 奈生子 ２－６ 東中 瑠衣子

Ｄ１ 安藤・服部 １－６ 望月・高見

Ｓ２ 山之江 優香 3-5打切 大東 彩

Ｄ２ 矢内・山下 ０－６ 長谷川・笠井

Ｓ３ 井上 紗綾 0-0打切 中山 朋子

◇コンソレーション３回戦

京都外大西 ３－０ 大商学園（大）

Ｓ１ 今西 美晴 ６－０ 桧皮 あかね

Ｄ１ 佐久間・有吉 7-6(6) 渡邊・石橋

Ｓ２ 小山 楓 ６－０ 山口 偲歩

Ｄ２ 天野・樋口 5-1打切 荒木・奥江

Ｓ３ 濱本 夏実 打切り 平田 璃子

立命館宇治 ３－２ 栗 東（滋）

Ｓ１ 下田 奈生子 １－６ 大西 美波

Ｄ１ 安藤・服部 ６－３ 田中・小西

Ｓ２ 山之江 優香 ４－６ 山下 莉沙

Ｄ２ 矢内・山下 ６－１ 中田・山下

Ｓ３ 井上 紗綾 ６－３ 新貝 真優

◇３～４位決定戦

京都外大西 ３－２ 立命館宇治（京）

Ｓ１ 今西 美晴 ６－２ 下田 奈生子

Ｄ１ 佐久間・有吉 ２－６ 山之江・井上

Ｓ２ 小山 楓 ６－０ 矢内 千尋

Ｄ２ 天野・樋口 ２－６ 安藤・服部

Ｓ３ 濱本 夏実 ６－２ 山下 裕子

◆トヨタジュニアテニス選手権大会京都府予選

期日：平成２１年１月１２日～１月１８日（２４日）

会場：太陽か丘テニスコート、他

○男子シングルス

優勝 ：増尾 玲央楠（パブﾘｯｸ小倉）

準優勝：森田 直樹 （東山）

３位 ：高木 智 （京都東山ＴＣ）

長船 雅喜 （湯山ＴＳ）



○女子シングルス

優勝 ：河内 ほのか（パブﾘｯｸ洛西）

準優勝：加藤 未唯 （立命館宇治中）

３位 ：大上 真由 （湯山TS）

小山 楓 （京都外大西）

◆京都ウィンタージュニアテニス選手権大会

期日：平成２０年２月 ９日～２月１７日

会場：太陽か丘テニスコート、他

○男子シングルス

優勝 ：北野 暢平 （立命館宇治）

準優勝：佐藤 京介 （立命館宇治）

３位 ：増尾 玲央楠（パブﾘｯｸ小倉）

高木 智 （京都東山ＴＣ）

○女子シングルス

優勝 ：大上 真由 （湯山ＴＳ）

準優勝：河内 ほのか（パブﾘｯｸ洛西）

３位 ：増岡 れおな（洛北）

中尾 彩 （同志社女子）

◆トヨタジュニアテニストーナメント

期日：平成２１年４月 ８日～４月１１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：森田直樹（東山）、増尾怜央楠（パブﾘｯｸ小倉

：本戦３回戦敗退、コンソレ６回戦敗退）、

長船雅喜（湯山ＴＳ：本戦２回戦敗退、コン

ソレ２回戦敗退）

◇本戦１回戦

森田 直樹 ０－２ 守谷総一郎（東京：桜田倶楽部）

（(4)6-7,4-6）

◇コンソレ１回戦

森田 直樹 ８－４ 野口亜都夢（長崎：海星）

◇コンソレ２回戦

森田 直樹 ８－２ 松村亮太朗(福井：Let'sPlayJTT)

◇コンソレ３回戦

森田 直樹 ８－０ 矢崎 頼 (山梨：ISHII ＴＡ）

◇コンソレ４回戦

森田 直樹 ８－３ 塚越 雄人(神奈：湘南工大附）

◇コンソレ５回戦

森田 直樹 ４－８ 西田 昇吾(福岡：柳 川）

○女子シングルス

出場者：加藤未唯（パブﾘｯｸ宝池：本戦２回戦敗退、コ

ンソレ３回戦敗退）、河内ほのか（パブﾘｯｸ洛

西：本戦３回戦敗退、コンソレ４回戦敗退）

◆京都サマージュニアテニス選手権大会

期日：平成２１年７月２４日～８月１２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 ：瀬古 悠貴 （京都外大西）

準優勝：北野 暢平 （立命館宇治）

３位 ：定山 正人 （京都外大西）

三輪 大介 （東山）

Best８：村田 一成 （立命館宇治）

日下 稜介 （東山）

井筒 康太 （同志社国際）

廣部 雅臣 （立命館宇治）

決勝 ：瀬古 ８－３ 北野

準決勝：北野 ６－２ 定山

瀬古 Ｗ．Ｏ． 三輪

ＱＦ ：定山 ６－２ 村田

北野 ６－２ 日下

三輪 ６－２ 井筒

瀬古 ６－４ 廣部

○男子ダブルス１７歳以下

優勝 ：瀬古 ・谷口 （京都外大西・四ノ宮ＴＣ）

準優勝：川口 ・北田 （東山）

３位 ：井筒 ・渕田 （同志社国際）

磯田 ・日下 （東山）

決勝 ：瀬古・谷口 ８－４ 川口・北田

準決勝：瀬古・谷口 7-6(5) 井筒・渕田

川口・谷口 ６－４ 磯田・日下

○女子シングルス１７歳以下

優勝 ：下田 奈生子（立命館宇治）

準優勝：飯尾 祥子 （華頂女子）

３位 ：今西 美晴 （京都外大西）

阪上 文音 （同志社女子）

Best８：小川 萌子 （同志社女子）

井上 紗綾 （立命館宇治）

天野 有里 （京都外大西）

安藤 萌 （立命館宇治）

決勝 ：下田 ８－５ 飯尾

準決勝：飯尾 Ｗ．Ｏ． 今西

下田 ６－３ 阪上

ＱＦ ：今西 ６－２ 小川

飯尾 ６－２ 井上

阪上 ６－４ 天野

下田 ６－２ 安藤

○女子ダブルス１７歳以下

優勝 ：下田・山之江（立命館宇治）

準優勝：佐久間・有吉（京都外大西）

３位 ：尾崎・村田 （華頂女子）

安藤・服部 （立命館宇治）

決勝 ：下田・山之江 ８－５ 佐久間・有吉

準決勝：下田・山之江 ６－３ 尾崎・村田

佐久間・有吉 ６－３ 安藤・服部

○男子シングルス１５歳以下

優勝 ：西脇 一樹 （湯山ＴＳ）

準優勝：長船 雅喜 （西丘ローンＴＣ）

３位 ：奥田 悠 （ＳＩＣ）

高木 智 （京都東山ＴＣ）

○男子ダブルス１５歳以下

優勝 ：高木・奥田 （京都東山ＴＣ・ＳＩＣ）

準優勝：有吉・天海 （舞鶴ＧＴＣ）

○女子シングルス１５歳以下

優勝 ：大上 真由 （湯山TS）

準優勝：小山 葵 （四ノ宮ＴＣ）



３位 ：木村 夏奈子（ヴｧﾙブﾗﾝｼｭＴＣ）

渡辺 真央 （パブﾘｯｸ小倉）

○女子ダブルス１５歳以下

優勝 ：増岡・宅野（パブﾘｯｸ宝池・湯山ＴＳ）

準優勝：渡辺・木村（パブﾘｯｸ小倉・明石ﾃﾆｽ企画）

◆関西ジュニアテニス選手権大会

期日：平成２０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：佐藤京介、上田知季、（以上立命館宇治）、

三宅希昇、西村翼（以上京都国際）、南條大

智（東山）、寺尾佑一（京都両洋）、杉江佑

太、瀬古悠貴（以上京都外大西）、谷口祥平

（四ノ宮ＴＣ：２回戦敗退）、

◇１回戦

佐藤 京介 ２－８ 栗林 聡真（大：清 風）

三宅 希昇 ８－５ 砂田 知也（滋：膳 所）

南條 大智 ８－３ 藤原 聖悟（奈：奈女大附）

西村 翼 ８－１ 寺尾 佑一（京：京都両洋）

上田 知季 ８－１ 田中 敏基（滋：光 泉）

杉江 佑太 ８－４ 仲村 捷吾（大：近大附属）

瀬古 悠貴 ７－９ 藤 圭太（兵：関西学院）

◇２回戦

三宅 希昇 ４－８ 上杉 哲平（大：清 風）

南條 大智 １－８ 金江 紀幸（兵：甲 南）

西村 翼 ８－１ 谷口 翔平（京：四宮ＴＣ）

上田 知季 ６－８ 沼野 孝彰（兵：甲 南）

杉江 佑太 ０－８ 浅井 龍雅（兵：明石城西）

◇３回戦

西村 翼 ５－８ 辻 和紀（和：慶 風）

○男子ダブルス１８歳以下

出場者：上田・北野、佐藤・西田（以上立命館宇治）

、北田・竹内（東山）、西村・三宅（

京都国際）、佐々木・渡部（西乙訓・

南京都）、

◇１回戦

上田・北野 ４－８ 高梨・西村（大：清 風）

北田・竹内 ８－３ 川崎・山本（和：和歌山北）

西村・三宅 ８－２ 松永・和中（和：初芝橋本）

佐々木・渡部４－８ 仲村・開發（大：近大附属）

佐藤・西田 ９－７ 松崎・林 （奈：奈 良）

◇２回戦

北田・竹内 ３－８ 奥田・田中（滋：光 泉）

西村・三宅 ８－６ 仲村・開發（大：近大附属）

佐藤・西田 ２－８ 中村・貝野（大：清 風）

◇３回戦

西村・三宅 ２－８ 中村・貝野（大：清 風）

○女子シングルス１８歳以下

出場者：今西美晴、川島未夢、奥田渚砂（以上京都外

大西）、大森藍、内田望允、上地敦子、飯尾

祥子（以上華頂女子）、下田奈生子、山之江

優香、東田茉美（以上立命館宇治）、大毛美

南（同志社女子）、

◇１回戦

今西 美晴 ８－０ 大森 藍（京：華頂女子）

内田 望允 ８－５ 下田奈生子（京：立命館宇治）

川島 美夢 ４－８ 西川 美帆（滋：栗 東）

大毛 美南 ３－８ 永井 陽子（和：慶 風）

上地 敦子 ８－３ 浅井 砂樹（奈：平 城）

山之江優香 ４－８ 小石 真子（兵：園田学園）

飯尾 祥子 ８－４ 那須 月美（大：大商学園）

東田 茉美 ８－０ 脇 藍里（滋：国際情報）

奥田 渚砂 ３－８ 池田亜里紗（兵：園田学園）

◇２回戦

今西 美晴 ８－１ 内田 望允（京：華頂女子）

上地 敦子 ８－２ 亀山 裕美（兵：明石城西）

飯尾 祥子 １－８ 田中 桃子（兵：園田学園）

東田 茉美 ０－８ 山崎 貴巴（兵：園田学園）

◇３回戦

今西 美晴 ８－２ 藤原 悠里（大：大産大附）

上地 敦子 ２－８ 早瀬 楓（兵：芦屋学園）

◇４回戦（準々決勝）

今西 美晴 ８－１ 福田 友紀（兵：明石城西）

◇５回戦（準決勝）

今西 美晴 ２－１ 古賀 愛（兵：駿台甲英）

（4-6,6-2,6-2）

◇６回戦（決勝）

今西 美晴 ２－０ 早瀬 楓（兵：芦屋学園）

（6-3,6-3）

※今西美晴（京都外大西）は関西大会優勝。

○女子ダブルス１８歳以下

出場者：山之江・下田（立命館宇治）、東田・稲荷（

立命館宇治・山城）、内田・上地、大森・飯

尾、川口・尾崎（以上華頂女子）、

◇１回戦

山之江・下田８－０ 権田・国分（滋：国際情報）

東田・稲荷 ２－８ 藤原・染川（奈：奈良育英）

内田・上地 ２－８ 藤原・鈴木（大：大産大附）

大森・飯尾 ４－８ 坂川・岡村（大：長尾谷 ）

川口・尾崎 ４－８ 真田・田中（兵：園田学園）

◇２回戦

山之江・下田３－８ 大塚・村上（兵：園田学園）

○男子シングルス１６歳以下

出場者：森田直樹、日下稜介、三輪大介（以上東山）

、井筒康太（同志社国際）、田村慶太（京教

大附属）、坂上良（パブﾘｯｸ小倉：３回戦敗退

）、奥田悠（ＳＩＣ：１回戦敗退）、増尾怜

央楠（パブﾘｯｸ小倉：４回戦敗退）、上森悠貴

（舞鶴ＧＴＣ：１回戦敗退）、西脇一樹（湯

山ＴＳ：１回戦敗退）、高木智（京都東山Ｔ

Ｃ：３回戦敗退）、

◇１回戦

森田 直樹 ８－４ 柳田 浩佑（奈：ﾃﾆｽガｰデﾝ広陵)

日下 稜介 ８－２ 永井 太陽（和：慶 風）

井筒 康太 ３－８ 嶋田 颯人（兵：相生学院）

田村 慶太 ８－５ 黒木紳太朗（奈：登美ケ丘）

三輪 大介 ８－０ 貴志 隼己（和：向 陽）

◇２回戦

森田 直樹 ８－１ 塚本 雅也（大：清 風）

日下 稜介 ８－２ 中村 恭之（奈：奈良育英）

田村 慶太 ４－８ 嶋田 颯人（兵：相生学院）



三輪 大介 ２－８ 菊本 一輝（和：慶 風）

◇３回戦

森田 直樹 ８－２ 日下 稜介（京：東 山）

◇４回戦

森田 直樹 ４－８ 池川 浩史（兵：相生学院）

※森田直樹（東山）は関西大会Best８。

○男子ダブルス１６歳以下

出場者：田村・定山（京教大附属・京都外大西）、森

田・三輪、日下・倉地（以上東山）、川口・

高木（東山・京都東山ＴＣ）、増尾・坂上（

パブﾘｯｸ小倉：３回戦敗退）、古沢・西脇（湯

山ＴＳ：２回戦敗退）、

◇１回戦

田村・定山 ５－８ 西村・中村（大：MTC・宝田TC)

川口・高木 ３－８ 田頭・前田（兵：TeamK･仁川）

森田・三輪 ８－３ 石島・奥田（滋：光 泉）

日下・倉地 ８－５ 関井・塚本（大：清 風）

◇２回戦

森田・三輪 ８－１ 田頭・前田（兵：TeamK･仁川）

日下・倉地 ４－８ 山下・嶋田（兵：相生学院）

◇３回戦

森田・三輪 ８－２ 増尾・坂上（京：パ小・京東）

◇４回戦（準決勝）

森田・三輪 ２－１ 中川・中村（奈：奈良育英）

（3-6,6-3,6-3）

◇５回戦（決勝）

森田・三輪 ２－１ 池川・諌山（兵：相生学院）

（2-6,6-3,6-2）

○女子シングルス１６歳以下

出場者：安藤萌、服部麻耶（以上立命館宇治）、角熊

萌黄、村田菜奈、小川千佳（以上華頂女子）

、小山楓（京都外大西）、稲荷思歩（山城）

、北川真衣（同志社女子）、大上真由（湯山

ＴＳ：１回戦敗退）、和田桃子（ヴｧﾙブﾗﾝｼｭＴ

Ｃ：２回戦敗退）、八重川咲希（明石ﾃﾆｽ企

画：１回戦敗退）、河内ほのか（パブﾘｯｸ洛西

：３回戦敗退）、

◇１回戦

安藤 萌 ３－８ 辻 佳奈美（大：ＷＡＴＳ）

角熊 萌黄 １－８ 平井砂央里（兵：夙川学院）

小山 楓 ８－１ 辻本 美菜（奈：ﾕﾆﾁｶｵｰｸﾀｳﾝ）

村田 菜奈 ９－７ 稲荷 思歩（京：山 城）

北川 真衣 ８－０ 小泉 愛美（滋：ITS栗東）

小川 千佳 ８－３ 工藤 詩織（滋：パブﾘｯｸＴＥ）

服部 麻耶 １－８ 大坪 慧美（和：慶 風）

◇２回戦

小山 楓 ８－１ 村田 菜奈（京：華頂女子）

北川 真衣 ８－３ 天米 愛（兵：園田学園）

小川 千佳 １－８ 東原 佳奈（和：慶 風）

◇３回戦

小山 楓 ５－８ 斉藤 未来（兵：園田学園）

北川 真衣 ３－８ 久次米夏海（大：城南学園）

○女子ダブルス１６歳以下

出場者：安藤・服部（立命館宇治）、小山・河内（京

都外大西・パブﾘｯｸ洛西）、村瀬・小川（洛西

・華頂女子）、天野・北川（京都外大西・同

志社女子）、高口・八重川（立命館宇治中・

明石ﾃﾆｽ企画：１回戦敗退）、宅野・増岡（

湯山ＴＳ・パブﾘｯｸ宝池：２回戦敗退）

◇１回戦

安藤・服部 ８－０ 辻本・井口（奈：ﾕﾆﾁｶｵｰｸﾀｳﾝ）

天野・北川 ８－４ 大嶋・芝田（兵：明石城西）

小山・河内 ８－３ 小泉・真鍋（滋：ITS栗東･ﾃﾆｽC）

村瀬・小川 ６－８ 田居・東 （兵：Noah.I.S.）

◇２回戦

安藤・服部 １－８ 三島・首藤（大：樟蔭東中）

小山・河内 ８－４ 天野・北川（京：京都外大西･同志社女子)

◇３回戦

小山・河内 ８－４ 三島・首藤（大：樟蔭東中）

◇４回戦（準決勝）

小山・河内 ０－２ 大坪・久米次（和：ＷＡＴＳ）

（7-6(5)､6-3）

※小山・河内（京都外大西・パブﾘｯｸ洛西）は関西大会Bes

t４。

◆全日本ジュニアテニス選手権大会

期日：平成２１年８月５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：西村翼（京都国際）、

◇１回戦

西村 翼 ０－２ 江原 弘泰（関東：Ｆテニス）

（6-2,6-0）

○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：今西美晴（京都外大西）、

◇１回戦

今西 美晴 ２－０ 高田千奈美（東海：浜松西 ）

（6-1,6-2）

◇２回戦

今西 美晴 ２－０ 鳰川 歩（関東：ﾅガﾂｶＴＡ）

（6-4,6-1）

◇３回戦

今西 美晴 １－２ 布目 千尋（関西：ＷＡＴＳ）

（2-6,6-2,2-6）

○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：森田直樹（東山）、増尾怜央楠（パブﾘｯｸ小

倉：１回戦敗退）

◇１回戦

森田 直樹 ０－２ 河内 一真（関西：ﾃﾆｽガｰデﾝ高槻)

（(5)6-7,2-6）

○男子ダブルス１６歳以下

出場者：森田・三輪（東山）、増尾・坂上（パブﾘｯｸ小

倉：２回戦敗退）

◇１回戦

森田・三輪 ２－０ 水上・細川（北海：札幌日大）

（6-4,6-2）



◇２回戦

森田・三輪 ２－０ 松浦・西井（関東：ｸﾘｴｲﾄ･パｰﾑ）

（6-2,6-1）

◇３回戦

森田・三輪 ２－０ 山下・嶋田（関西：相生学院）

（7-6(1)､6-4）

◇４回戦（準決勝）

森田・三輪 ０－２ 喜多・村松（関東：Fﾃﾆｽ･柏 ）

（(5)6-7,5-7）

※森田・三輪（東山）は全国大会Best４。

○女子シングルス１６歳以下

出場者：小山楓（京都外大西）、北川真衣（同志社女

子）、加藤未唯（立命館宇治中：４回戦敗退

）

◇１回戦

小山 楓 ０－２ 山本みどり（関西：園田学園）

（2-6,2-6）

北川 真衣 ２－０ 瀬川 亜樹（北信：ﾌｧｰｽﾄﾃﾆｽ）

（6-2,6-4）

◇２回戦

北川 真衣 ２－１ 森 美咲（関東：ビッグＫ）

（1-6,6-0,6-2）

◇３回戦

北川 真衣 ０－２ 牟田口恵美（関東：ＪＩＴＣ）

（1-6,1-6）

○女子ダブルス１６歳以下

出場者：小山・河内（京都外大西・パブﾘｯｸ洛西）、尾

崎・加藤（ﾛｲﾔﾙﾋﾙ・立命館宇治中：２回戦敗

退）

◇１回戦

小山・河内 ２－１ 青木・小田（東海：県岐阜商）

（3-6,6-1,6-3）

◇２回戦

小山・河内 ０－２ 山本・斉藤（関西：園田学園）

（2-6,4-6）

◆関西ジュニア選抜テニス選手権大会

期日：平成２１年１２月１８日～１２月２０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：北野暢平（立命館宇治）、森田直樹、三輪大

介、日下稜介（以上東山）、定山正人、瀬古

悠貴（以上京都外大西）、増尾怜央楠（パブﾘｯ

ｸ小倉：１回戦敗退）、谷口翔平（四ノ宮Ｔ

Ｃ：２回戦敗退）、高木智（京都東山ＴＣ：

１回戦敗退）

◇１回戦

北野 暢平 ８－２ 福本 定也（奈：ダｲﾔﾓﾝドTC）

三輪 大介 ８－１ 古井 俊輔（兵：相生学院）

定山 正人 (2)8-9 和中 北斗（和：初芝橋本）

日下 稜介 ６－８ 中村 錬（兵：甲 南）

瀬古 悠貴 ８－２ 中西 仁（滋：東大津 ）

◇２回戦

北野 暢平 ２－８ 奥田 圭都（滋：光 泉）

森田 直樹 ８－６ 大西 潤（兵：甲 南）

三輪 大介 ８－３ 辻 和紀（和：慶 風）

瀬古 悠貴 ８－５ 石島 和希（滋：光 泉）

◇３回戦

森田 直樹 ０－２ 奥田 圭都（滋：光 泉）

（2-6,2-6）

三輪 大介 ０－２ 宇治 崇之（兵：相生学院）

（2-6,2-6）

瀬古 悠貴 ０－２ 上原 伊織（兵：甲 南）

（2-6,2-6）

○女子シングルス

出場者：今西美晴、小山楓（以上京都外大西）、山之

江優香、下田奈生子（以上立命館宇治）、北

川真衣、阪上文音（以上同志社女子）、飯尾

祥子（華頂女子）、大上真由（湯山ＴＳ：２

回戦敗退）、加藤未唯（立命館宇治中：５回

戦敗退）、河内ほのか（パブﾘｯｸ洛西：２回戦

敗退）、村瀬早香（パブﾘｯｸ洛西：２回戦敗退

）、

◇１回戦

山之江優香 ８－６ 新貝 真優（滋：栗 東）

下田奈生子 ８－２ 松田七菜子（和：ｳｯドﾌｨｰﾙドTC)

阪上 文音 ４－８ 村瀬 早香（京：パブﾘｯｸ洛西）

飯尾 祥子 ８－６ 半田紗也子（奈：ダｲﾔﾓﾝドTC）

◇２回戦

今西 美晴 ８－２ 大上 真由（京：湯山ＴＳ）

北川 真衣 ８－０ 山之江優香（京：立命館宇治）

小山 楓 ９－７ 下田奈生子（京：立命館宇治）

◇３回戦

今西 美晴 ２－０ 北川 真衣（京：同志社女子）

（6-2,6-1）

小山 楓 ０－２ 加藤 未唯（京：立命館宇治）

（3-6,2-6）

◇４回戦（準々決勝）

今西 美晴 ２－０ 田中 桃子（兵：園田学園）

（6-2,6-3）

◇５回戦（準決勝）

今西 美晴 ２－０ 加藤 未唯（京：立命館宇治）

（6-2,6-4）

◇６回戦（決勝）

今西 美晴 RET1-1 布目 千尋（和：慶 風）

（6-1,RET5-6）

※今西美晴（京都外大西）は関西大会準優勝。

◆全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会

期日：平成２２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：今西美晴（京都外大西）、北川真衣（同志社

女子）、

◇１回戦

北川 真衣 ２－０ 宮地真知香（九州：折尾愛真TC）

（6-2,6-4）

今西 美晴 ２－０ 尾崎 仁美（四国：小松島西）

（6-3,7-6(3)



◇２回戦

北川 真衣 ０－２ 金子真理子（関東：ＴＴＣ ）

（0-6,0-6）

今西 美晴 ２－０ 岡本 佳奈（関西：大産大附）

（6-1,6-0）

◇３回戦

今西 美晴 ２－０ 菅村恵里香（北信：仁愛女子）

（6-3,6-2）

◇４回戦

今西 美晴 ０－２ 江口 実沙（関東：ビッグＫ）

（5-7,6-3）

※今西美晴（京都外大西）は全国大会Best４。

◆近畿公立学校テニス大会

期日：平成２２年１月５日～１月６日

会場：兵庫県神戸市神戸総合運動公園

○男子団体

出場校：洛北、紫野

◇予選リーグ第２ブロック

紫 野 １－４ 登美ケ丘 （奈良）

紫 野 ０－５ 向 陽 （和歌山）

※紫野は予選ブロック３位で９～12位トーナメントへ

◇予選リーグ第４ブロック

洛 北 １－４ 明石城西 （兵庫）

洛 北 １－４ 北 野 （大阪）

※洛北は予選ブロック３位で９～８位トーナメントへ

◇９～１２位トーナメント１回戦

洛 北 ３－２ 奈女大附 （奈良）

紫 野 0-3打切 海 南 （和歌山）

◇９～１０位決定戦

洛 北 ３－２ 海 南 （和歌山）

◇１１～１２位トーナメント１回戦

紫 野 0-3打切 奈女大附 （奈良）

★最終結果：洛北は９位、紫野は１２位

○女子団体

出場校：洛西、洛北

◇予選リーグ第２ブロック

洛 西 ３－２ 海 南 （和歌山）

洛 西 ３－２ 龍 野 （兵庫）

※洛西は予選ブロック１位で１～８位トーナメントへ

◇予選リーグ第４ブロック

洛 北 ２－３ 加古川南 （兵庫）

洛 北 ３－２ 国際情報 （滋賀）

※洛北は予選ブロック２位で１～８位トーナメントへ

◇１～８位トーナメント１回戦

洛 北 ３－２ 登美ケ丘 （奈良）

洛 西 3-1打切 守 山 （滋賀）

◇１～８位トーナメント２回戦

洛 北 ２－３ 市立西 （大阪）

洛 西 1-3打切 加古川南 （兵庫）

★最終結果：洛西、洛北は３位。

◆近畿私学テニス大会

期日：平成２１年１２月１６日

会場：滋賀県長浜ドーム

○男子シングルス

＜ベスト４：３位＞

森田 直樹（東山：４回戦敗退の３位）

日下 稜介（東山：４回戦敗退の３位）

＜ベスト１６＞

三輪 大介（東山：３回戦敗退）

瀬古 悠貴（京都外大西：３回戦敗退）

＜ベスト３２＞

北野 暢平（立命館宇治：２回戦敗退）

＜ベスト４８＞

川口 剛平（東山：初回戦敗退）

○女子シングルス

＜準優勝＞

北川 真衣（同志社女子：６回戦敗退の準優勝）

＜ベスト１６＞

小川 千佳（華頂女子：３回戦敗退）

天野 有里（京都外大西：３回戦敗退）

飯尾 祥子（華頂女子：３回戦敗退）

＜ベスト３２＞

山之江優香（立命館宇治：２回戦敗退）

安藤 萌（立命館宇治：２回戦敗退）

井上 紗綾（京都外大西：２回戦敗退）

＜ベスト６４＞

阪上 文音（同志社女子：初回戦敗退）

佐久間絢子（京都外大西：初回戦敗退）


