
テニス部

委員長

脇 田 一 郎

（京都すばる高等学校）

［総評］

本年度の大きな変更点は、高体連主催の各大会のロービ

ングアンパイアをしていただく顧問の先生にも障害保険及

び賠償責任保険を掛けるようにしたことである。昨年度、

選手全員にこの保険を掛け実際に運用していき、今まで懸

案になっていたロービングアンパイアの顧問の先生にも万

一の場合を考え、最低限ではあるが少しでも役にたつよう

に考えた制度である。この２年間選手及び今年度顧問の先

生でこの保険を請求した者は誰もいなかったが、これは大

きな怪我や事故もなく大会が終了したことの表れであり、

来年度も参加者全員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きたい。昨年度財政的に赤字

に陥らないために参加料を値上げして、６年に１度まわっ

てくる近畿大会のための準備金を含め、準備を万全にした

つもりであった。しかし、参加本数が減少したことで昨年

度は予想より遥かに少ない繰越金であった。今年はなんと

か予想された繰越金が捻出できる仮決算となり、やはり参

加料収入によって繰越決算が大きく左右されるため、でき

る限り現状のまま続けられるように、今後も支出をできる

だけ減らし財政状況を改善していけるように努力したい。

ただ、赤字に陥らないためにも今以上に工夫をし、議論を

続けていかなければならない。

他には、各大会での本戦ダイレクトイン選手の数と予選

の１ブロックの人数を変更したことがあげられる。また、

京都府高体連に認められている強化検証事業の京都招待大

会も会場のコート数の増加により、本年度より京都府の参

加チームを男女各２チーム増やし、男女各６校になり他府

県の強豪校と対戦できる機会が増えたのも喜ばしいことで

ある。常任委員輪番制を含め、まだ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議論を続

けていきたいと考えている。今後も役員などの人的な問題

及び財政の問題が、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。

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。

今年度一番の特筆すべきことは、今西美晴（京都外大西

高校）の全国選抜テニス大会の女子シングルスでの全国優

勝であろう。平成２１年３月末行われたこの大会で、京都

府の女子として初めて高体連主催大会での全国優勝である

（男子は過去に竹内映二氏（洛東高校）が全国総体男子シ

ングルスで優勝している）。京都府のテニス界としては２

５年ぶりの高校生の全国優勝であり、今後もこれらの選手

を目標に頑張っていってほしい。

次に学校対抗戦の一年を振り返ってみる。男子は全国総

体では東山が代表校になり、近畿選抜では準優勝を勝ち取

り活躍が期待されたが、３回戦で優勝したの名古屋に敗退

しベスト８を逃した。全国選抜予選では東山と立命館宇治

が京都府代表となり、近畿予選では見事東山が準優勝を果

たし、長船・トレド・高木の１年生に、日下・倉知・磯田

らの２年生がうまく組み合わさり、全国選抜でのベスト８

以上を期待したい。また総合力の立命館宇治も近畿予選を

突破し全国選抜での活躍を期待したい。女子は全国総体は

激戦の中、今西を中心とした京都外大西が代表校となり、

第１シードの仁愛女子に惜しくも敗れ男子と同じベスト８

を逃した。全国選抜予選ではこれも激戦の中、京都外大西

と華頂女子が京都府代表校となり、近畿予選も両校とも見

事突破した。小山・河内・大上を中心とした京都外大西、

増岡・村田らを中心とした華頂女子とも、全国選抜での活

躍を期待したい。今年は特に女子が激戦でどこが代表校に

なってもおかしくない中での全国大会であるので、敗れた

チームのためにも、全国大会での活躍を期待したい。

今年の国民体育大会では、男子が３年の森田（東山）と

瀬古（京都外大西）が代表選手となり、強豪の福岡県を敗

ったが、惜しくもベスト８を逃した。女子は３年の今西と

補欠から繰り上がった大上（ともに京都外大西）が代表選

手であったが、接戦の中初回戦で敗れたたのは痛かった。

今後も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

は三輪、長船（以上東山）、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（以上京都外大西）

、北川（同志社女子）、下田（立命館宇治）、ダブルスで

は今西・小山（京都外大西）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、３月の全国選

抜テニス大会での全国優勝をうけ、竹内氏に続く全国総体

での優勝が期待されたが、惜しくも優勝した布目（慶風）

に惜しくも敗れベスト８の入賞にとどまったが、京都府に

来年度ボーナス出場枠を獲得してくれた。他には、今西が

全日本ジュニア１８歳以下シングルスでベスト４、男子で

は森田・三輪（東山）が全日本ジュニア１８歳以下ダブル

スでベスト４、森田は関西ジュニア１８歳以下シングルス

準優勝、長船（東山）が関西ジュニア１６歳以下シングル

ス準優勝、トレド（東山）が関西ジュニア１６歳以下ダブ

ルス優勝など素晴らしい戦績をあげた。

後半は、男子はやはり１年の長船、ドレド、高木（東山

）が中心となった。長船が近畿大会シングルス準優勝、高

木・トレドが近畿大会ダブルス優勝、長船・倉地が近畿大

会ダブルス準優勝など東山勢の活躍が目立った。女子は全

国総体出場経験をもつメンバーが中心となり、北川（同志

社女子）、小山、河内、大上（以上京都外大西）、増岡、

村田（華頂女子）、安藤、服部、井上（以上立命館宇治）

がしのぎを削る戦国時代である。中でも近畿大会では北川

と小山がシングルスで、村田・増岡がダブルスでベスト４

と素晴らしい戦績を残した。来年度の全国総体シングルス

の出場枠が女子は４本となるので、新入生を加えどの選手

が京都府の代表を勝ち取るのか楽しみである。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21～22年度京都府高等学校テニスランキング

<平成20年8月近畿大会予選～平成21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 三輪 大介 （東山）

２位 森田 直樹 （東山）

３位 瀬古 悠貴 （京都外大西）

４位 北野 暢平 （立命館宇治）

５位 日下 稜介 （東山）

６位 長船 雅喜 （東山）

７位 川口 剛平 （東山）

８位 田村 慶太 （京教大附属）

９位 倉地 芳直 （東山）

10位 井筒 康太 （同志社国際）

○男子ダブルス

１位 三輪 大介 （東山）

２位 森田 直樹 （東山）

３位 倉地 芳直 （東山）

４位 日下 稜介 （東山）

５位 川口 剛平 （東山）

６位 トレド 玲央（東山）

７位 北田 凌 （東山）

８位 瀬古 悠貴 （京都外大西）

９位 井筒 康太 （同志社国際）

渕田 勝也 （同志社国際）

○女子シングルス

１位 今西 美晴 （京都外大西）

２位 小山 楓 （京都外大西）

３位 北川 真衣 （同志社女子）

４位 下田 奈生子（立命館宇治）

５位 山之江優香 （立命館宇治）

６位 安藤 萌 （立命館宇治）

７位 阪上 文音 （同志社女子）

８位 増岡 ななみ（華頂女子）

９位 飯尾 祥子 （華頂女子）

10位 小川 萌子 （同志社女子）

○女子ダブルス

１位 今西 美晴 （京都外大西）

小山 楓 （京都外大西）

３位 尾崎 碧紗 （華頂女子）

村田 菜奈 （華頂女子）

５位 安藤 萌 （立命館宇治）

６位 山之江優香 （立命館宇治）

７位 服部 麻耶 （立命館宇治）

８位 下田 奈生子（立命館宇治）

９位 佐久間 絢子（京都外大西）

有吉 麻綾 （京都外大西）

■平成２２年度全国高等学校テニス順位 ●

（平成２２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２２年４月２５日～５月４日（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）

森田 直樹 (東 山) 8-1

トレド玲央 (東 山) 8-4

磯田 佳孝 (東 山)

長船 雅喜 (東 山) 8-2 8-2

田村 慶太 (京 教 大 附 属) 8-3

倉地 芳直 (東 山)

鳥居 孝二郎(京 都 学 園) 8-6

北野 暢平 (立 命 館 宇 治) 8-2

三輪 大介 (東 山) 8-5 8-4

有田 孝雄 (東 山) 8-5

高木 智 (東 山)

川口 剛平 (東 山) 8-4

日下 稜介 (東 山) 8-3 8-4

井筒 康太 (同 志 社 国 際)

佐々木 聡士(西 乙 訓) 9-7

瀬古 悠貴 (京 都 外 大 西) 8-3

３位決定戦 瀬古 ８－６ 北野

２位決定戦 長船 ８－０ 瀬古

★最終順位：１位 三輪 大介 （東山）

２位 長船 雅喜 （東山）

３位 瀬古 悠貴 （京都外大西）

４位 北野 暢平 （立命館宇治）

※１～２位の三輪大介、長船雅喜（以上東山）の２名が

全国総体に出場。

○男子ダブルス（Best８以上を掲載）

森田 ・三輪 (東 山) 8-3

吉岡 ・武田 (同 志 社 国 際) 9-8(5)

多田 ・斉藤 (立 命 館 宇 治)

高木 ・長船 (東 山) 9-8(2)

北野 ・八木 (立 命 館 宇 治) 8-3 8-5

井筒 ・渕田 (同 志 社 国 際)

日下・トレド (東 山) 8-3

川口 ・倉地 (東 山) 8-5

★最終順位：１位 森田 ・三輪 （東山）

２位 日下 ・トレド（東山）

※優勝の森田・三輪（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)

増岡 ななみ(華 頂 女 子) 8-1

8-1

佐久間 絢子(京 都 外 大 西) 8-4

天野 有理 (京 都 外 大 西)

中嶋 優衣 (東 宇 治) 8-0 8-2

安藤 萌 (立 命 館 宇 治) 8-6

小川 萌子 (同 志 社 女 子)

尾崎 碧紗 (華 頂 女 子) 8-5

北川 真衣 (同 志 社 女 子) 8-2

小山 楓 (京 都 外 大 西) 8-2 8-5

高田 阿以理(洛 西) 8-4

河内 ほのか(京 都 外 大 西)

阪上 文音 (同 志 社 女 子) 8-5

大上 真由 (京 都 外 大 西) 8-3 8-1

稲荷 思歩 (山 城)

八重川 咲希(立 命 館 宇 治) 8-6

下田 奈生子(立 命 館 宇 治) 9-8(0)

３位決定戦 下田 ８－６ 増岡

※今西は３月の全国選抜テニス大会個人戦の優勝を評

価して、スーパーシードとして大会を実施した。

★最終順位：１位 今西 美晴 （京都外大西）

２位 小山 楓 （京都外大西）

３位 北川 真衣 （同志社女子）

４位 下田 奈生子（立命館宇治）

※１～４位の今西美晴、小山楓（以上京都外大西）、北

川真衣（同志社女子）、下田奈生子（立命館宇治）の

４名が全国総体に出場。

○女子ダブルス（Best８以上を掲載）

村田 ・尾崎 (華 頂 女 子) 8-3

阪上 ・北川 (同 志 社 女 子) 8-5

佐久間・有吉 (京 都 外 大 西)

下田 ・山之江(立 命 館 宇 治) 8-5

安藤 ・服部 (立 命 館 宇 治) 9-7 8-2

河内 ・大上 (京 都 外 大 西)

飯尾 ・小川 (華 頂 女 子) 8-1

今西 ・小山 (京 都 外 大 西) 8-0

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）

※優勝の今西・小山（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２２年５月１５日～５月１６日（２２日）

会場：太陽か丘・向島西テニスコート他

○男子

Ａブロック 優勝：東山 ２位：京教大附属

３位：京都明徳、大谷

Ｂブロック 優勝：同志社国際 ２位：京都外大西

３位：京都橘、莵道

Ｃブロック 優勝：同志社 ２位：西乙訓

３位：桂、洛東

Ｄブロック 優勝：立命館宇治 ２位：西京

３位：向陽、塔南

両丹ブロック 優勝：西舞鶴 ２位：京都共栄

○女子

Ａブロック 優勝：京都外大西 ２位：洛北

３位：西乙訓、鳥羽

Ｂブロック 優勝：立命館宇治 ２位：洛西

３位：南陽、京教大附属

Ｃブロック 優勝：同志社女子 ２位：山城

３位：東宇治、京都八幡

Ｄブロック 優勝：華頂女子 ２位：同志社

３位：莵道、同志社国際

両丹ブロック 優勝：西舞鶴 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２２年５月２３日（２９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

東 山 2-0 同 志 社

2-0

Ｂ Ｙ Ｅ 西 舞 鶴

2-0 2-1

立 命 館 宇 治 同 志 社 国 際

★最終順位：１位 東山

２位 同志社国際

※優勝の東山高校が全国総体に出場。

○女子

京 都 外 大 西 3-0 同 志 社 女 子

2-0

Ｂ Ｙ Ｅ 西 舞 鶴

3-0 2-1

華 頂 女 子 立 命 館 宇 治

★最終順位：１位 京都外大西

２位 同志社女子

※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２２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）

長船 雅喜 (東 山) 6-1

村上 賢生 (東 山) 6-1

定山 正人 (京 都 外 大 西)

トレド 玲央(東 山) 6-3 6-4

磯田 佳孝 (東 山) 6-3

廣部 雅臣 (同 志 社)

村田 一成 (立 命 館 宇 治) 6-1

田村 慶太 (京 教 大 附 属) 6-4

倉地 芳直 (東 山) 6-0 6-1

武田 一真 (同 志 社 国 際) 7-5

有田 孝雄 (東 山)

高木 智 (東 山) 6-4

井筒 康太 (同 志 社 国 際) 6-0 6-0

斉藤 圭佑 (立 命 館 宇 治)

渕田 勝也 (同 志 社 国 際) 6-1

日下 稜介 (東 山) 6-1

★最終順位：１位 長船 雅喜 （東山）

２位 日下 稜介 （東山）

３位 磯田 佳孝 （東山）

高木 智 （東山）

※上記のBest16以上の選手、及び順位戦の結果、小路豊

史（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）

倉地 ・長船 (東 山) 6-1

槇 ・定山 (京 都 外 大 西) 6-3

橋本 ・青木 (紫 野)

日下 ・磯田 (東 山) 6-0

井筒 ・渕田 (同 志 社 国 際) 7-5 7-6(7)

今村 ・中西 (立 命 館 宇 治)

斉藤 ・廣部 (立 命 館 宇 治) 6-3

高木 ・トレド(立 命 館 宇 治) 6-4

★最終順位：１位 倉地 ・長船 （東山）

２位 高木 ・トレド（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）

小山 楓 (京 都 外 大 西) 6-0

小川 千佳 (華 頂 女 子) 6-0

八重川 咲希(立 命 館 宇 治)

小川 萌子 (同 志 社 女 子) 6-2 6-4

増岡 ななみ(華 頂 女 子) 6-3

稲荷 思歩 (山 城)

坂根 みのり(華 頂 女 子) 6-3

河内 ほのか(京 都 外 大 西) 6-2

大上 真由 (京 都 外 大 西) 6-1 7-5

村瀬 千夏 (洛 西) 6-2

村田 菜奈 (華 頂 女 子)

安藤 萌 (立 命 館 宇 治) 6-1

天野 有理 (京 都 外 大 西) 6-1 7-6(3)

井上 紗綾 (立 命 館 宇 治)

島井 美帆 (同 志 社 女 子) 6-1

北川 真衣 (同 志 社 女 子) 6-1

★最終順位：１位 河内 ほのか（京都外大西）

２位 北川 真衣 （同志社女子）

３位 小山 楓 （京都外大西）

安藤 萌 （立命館宇治）

※上記のBest16以上の選手、及び順位戦の結果、番爽香

（京都外大西）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）

小山 ・天野 (京 都 外 大 西) 6-1

番 ・樋口 (京 都 外 大 西) 6-4

井上 ・八重川(立 命 館 宇 治)

村田 ・増岡 (華 頂 女 子) 6-1

河内 ・大上 (京 都 外 大 西) 6-4 6-3

北川 ・小川 (同 志 社 女 子)

江川 ・大坪 (西 舞 鶴) 6-3

服部 ・安藤 (立 命 館 宇 治) 6-0

★最終順位：１位 河内 ・大上 （京都外大西）

２位 小山 ・天野 （京都外大西）

※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２２年９月１９日～９月２３日（２５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

園 部 5-0 4-1 峰 山

山 城 西 乙 訓

紫 野 3-2 3-2 京都外大西

5-0 3-2

莵 道 3-2 3-1 3-1 京教大附属

東 宇 治 京都八幡

久 御 山 4-1 5-0 桂

同 志 社 5-0 5-0 立命館宇治

３位決定戦 同 志 社 ３－２ 同志社国際

２位決定戦 立命館宇治 ３－０ 同 志 社

★最終順位：１位 東山

２位 立命館宇治

３位 同志社

４位 同志社国際

※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）

京都外大西 5-0 5-0 同志社女子

西 京 5-0 5-0 花 園

同志社国際 西 乙 訓

紫 野 3-2 5-0 洛 西

3-2 3-2

山 城 5-0 3-1 4-1 同 志 社

桃 山 南 陽

乙 訓 5-0 3-1 洛 北

華頂女子 5-0 5-0 立命館宇治

３位決定戦 華頂女子 ３－２ 同志社女子

２位決定戦 華頂女子 ３－１ 立命館宇治

★最終順位：１位 京都外大西

２位 華頂女子

３位 立命館宇治

４位 同志社女子

※１位の京都外大西高校と２位の華頂女子高校の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２２年１０月１０日～１０月３１日(11/3)

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）

日下 稜介 (東 山) 6-1

槇 勇輔 (京 都 外 大 西) 6-1

村田 一成 (立 命 館 宇 治)

有田 孝雄 (東 山) 6-3 7-6(5)

田村 慶太 (京 教 大 附 属) 6-3

斉藤 圭佑 (立 命 館 宇 治)

小路 豊史 (東 山) 6-1

磯田 佳孝 (東 山) 7-6(3)

倉地 芳直 (東 山) 6-1 7-5

中島 裕太 (同 志 社) 6-4

定山 正人 (京 都 外 大 西)

井筒 康太 (同 志 社 国 際) 6-2

トレド 玲央(東 山) 6-2 6-2

廣部 雅臣 (立 命 館 宇 治)

遠山 恭平 (莵 道) 6-4

高木 智 (東 山) 6-2



★最終順位：１位 トレド 玲央（東山）

２位 日下 稜介 （東山）

３位 磯田 佳孝 （東山）

倉地 芳直 （東山）

○男子ダブルス（Best８以上を掲載）

倉地 ・長船 (東 山) 6-4

八木 ・奥村 (立 命 館 宇 治) 6-4

斉藤 ・廣部 (立 命 館 宇 治)

日下 ・磯田 (東 山) 7-6(5)

井筒 ・渕田 (同 志 社 国 際) 6-2 6-4

辻本 ・遠山 (莵 道)

槇 ・定山 (京 都 外 大 西) 6-3

高木 ・トレド(東 山) 7-6(4)

★最終順位：１位 倉地 ・長船 （東山）

２位 井筒 ・渕田 （同志社国際）

○女子シングルス（Best１６以上を掲載）

北川 真衣 (同 志 社 女 子) 6-3

小川 千佳 (華 頂 女 子) 6-2

村田 菜奈 (華 頂 女 子)

増岡 ななみ(華 頂 女 子) 6-3 6-3

安藤 萌 (立 命 館 宇 治) 6-1

今西 遼香 (京 教 大 附 属)

島井 美帆 (同 志 社 女 子) 6-1

河内 ほのか(京 都 外 大 西) 6-0

真鍋 千裕 (京 都 外 大 西) 6-1 7-6

(5)

村瀬 千夏 (洛 西) 6-1

天野 有里 (京 都 外 大 西)

小川 萌子 (同 志 社 女 子) 6-3

井上 紗綾 (立 命 館 宇 治) 6-4 6-0

稲荷 思歩 (山 城)

森 彩花 (華 頂 女 子) 7-6(3)

小山 楓 (京 都 外 大 西) 6-1

★最終順位：１位 河内 ほのか（京都外大西）

２位 小山 楓 （京都外大西）

３位 増岡 ななみ（華頂女子）

小川 萌子 （同志社女子）

○女子ダブルス（Best８以上を掲載）

河内 ・大上 (京 都 外 大 西) 6-1

角熊 ・小川 (華 頂 女 子) 6-3

塩山 ・島井 (同 志 社 女 子)

村田 ・坂根 (華 頂 女 子) 6-0

安藤 ・服部 (立 命 館 宇 治) 6-2 6-1

北川 ・小川 (同 志 社 女 子)

八重川・井上 (立 命 館 宇 治) 6-4

小山 ・天野 (京 都 外 大 西) 7-6(6)

★最終順位：１位 河内 ・大上 （京都外大西）

２位 小山 ・天野 （京都外大西）

■平成２２年度京都招待テニス選手権

期日：平成２２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）

光 泉(滋 賀) 2-1

東 山(京 都) 3-0

一 条(奈 良)

京 都 外 大 西(京 都) 3-0 3-0

近 大 和 歌 山(和 歌 山) 3-0

履 正 社(大 阪)

仁 川 学 院(兵 庫) 2-1

同 志 社 国 際(京 都) 2-1

奈 良 女 大 附 属(奈 良) 2-1 2-1

立 命 館 守 山(滋 賀) 3-0

甲 南(兵 庫)

同 志 社(京 都) 3-0

大 産 大 附 属(大 阪) 2-1 2-1

立 命 館 宇 治(京 都)

紫 野(京 都) 3-0

向 陽(和 歌 山) 2-1

３位決定戦 履正社(兵庫)２－１甲南（兵庫）

★最終順位：１位 大産大附属（大阪）

２位 東山（京都）

３位 履正社（大阪）

４位 甲南（兵庫）

○女子団体（本戦ドローのみ掲載）

大 阪 学 院(大 阪) 2-1

京 都 外 大 西(京 都) 2-1

明 石 城 西(兵 庫)

平 城(奈 良) 3-0 3-0

海 南(和 歌 山) 2-1

同 志 社(京 都)

栗 東(滋 賀) 2-1

立 命 館 宇 治(京 都) 3-0

登 美 ケ 丘(奈 良) 2-1 3-0

同 志 社 女 子(京 都) 3-0

同 志 社 国 際(京 都)

雲 雀 丘 学 園(兵 庫) 2-1

大 阪 女 学 院(大 阪) 3-0 2-1

立 命 館 守 山(滋 賀)

華 頂 女 子(京 都) 3-0

和 歌 山 商 業(和 歌 山) 3-0

３位決定戦 立命館宇治（京都）２－１同志社女子

★最終順位：１位 明石城西（兵庫） （京都）

２位 華頂女子（京都）

３位 立命館宇治（京都）

４位 同志社女子（京都）

○男子シングルス（Best８以上を掲載）

武田 一真 (京：同 志 社 国 際) 7-6(4)

岡田 一馬 (京：京 都 外 大 西) 7-6(4)

槇 勇輔 (京：京 都 外 大 西)

中島 裕太 (京：同 志 社) 6-3 6-4

小路 豊史 (京：東 山) 6-3

守澤 啓佑 (大：大 産 大 附 属)

前田 直人 (兵：仁 川 学 院) 6-1

岡本 弘暉 (奈：奈 女 大 附 属) 6-2

３位決定戦 前田（兵）６－１武田（京）

★最終順位：１位 小路 豊史（京：東山）

２位 槇 勇輔（京：京都外大西）

３位 前田 直人（兵：仁川学院）

武田 一真（京：同志社国際）



○男子ダブルス（Best４以上を掲載）

井筒 ・渕田 (京：同 志 社 国 際) 6-1

廣部 ・古澤 (京：立 命 館 宇 治) 7-5

田中 ・峯尾 (滋：光 泉)

前川 ・西川 (兵：仁 川 学 院) 6-1

３位決定戦 井筒・渕田(京)６－２前川・西川（兵）

★最終順位：１位 廣部・古澤（京：立命館宇治）

２位 田中・櫻木（滋：光泉）

○女子シングルス（Best８以上を掲載）

玉置 知子 (兵：雲 雀 丘 学 園) 6-3

天野 有理 (京：京 都 外 大 西) 6-1

芝田 凪 (兵：明 石 城 西)

小川 千佳 (京：華 頂 女 子) 6-4 6-0

八木 麻里子(兵：明 石 城 西) 6-4

高口 華奈 (京：立 命 館 宇 治)

中野 梨絵 (大：大 阪 学 院) 6-4

森 彩花 (京：華 頂 女 子) 6-1

３位決定戦 天野（京）７－５高口（京）

★最終順位：１位 芝田 凪 （兵：明石城西）

２位 中野 梨絵 （大：大阪学院）

３位 天野 有理 （京：京都外大西）

高口 華奈 （京：立命館宇治）

○女子ダブルス（Best４以上を掲載）

角熊 ・増岡 (京：華 頂 女 子) 6-3

日野 ・村上 (滋：立 命 館 守 山) 6-1

森川 ・田村 (大：大 阪 女 学 院)

番 ・真鍋 (京：京 都 外 大 西) 6-3

３位決定戦 番・真鍋(京)６－１日野・井上(滋)

★最終順位：１位 角熊・増岡（京：華頂女子）

２位 森川・田村（大：大阪女学院）

■京都府公立高等学校テニス選手権大会

期日：平成２２年８月２日～４日

会場：丹波自然運動公園テニスコート

○男子の部

優勝 ：京都八幡

２位 ：南陽

３位 ：西乙訓

４位 ：紫野

決勝 ：京都八幡３－１打切 南陽

２－３位決定：南陽 ３－２ 西乙訓

３－４位決定：西乙訓 ３－２ 紫野

準決勝：京都八幡 ３－２ 西乙訓

南陽 ３－２ 紫野

ＱＦ ：西乙訓 ３－０打切 山城

京都八幡 ３－１打切 東宇治

紫野 ３－１打切 京教大附属

南陽 ３－２ 西京

※１～２位の京都八幡高校、南陽高校の２校が近畿公立

高校テニス大会に出場。

○女子の部

優勝 ：山城

２位 ：洛西

３位 ：紫野

４位 ：西京

決勝 ：山城 ４－１ 洛西

２－３位決定：洛西 ３－２ 紫野

３－４位決定：紫野 ３－１打切 西京

準決勝：山城 ３－２ 紫野

洛西 ３－２ 西京

ＱＦ ：山城 ３－１打切 莵道

紫野 ３－２ 桃山

洛西 ３－０打切 南陽

西京 ３－２ 洛北

※１～２位の山城高校、洛西高校の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２２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 ：瀬古 悠貴 （京都外大西）

準優勝：北野 暢平 （立命館宇治）

３位 ：井筒 康太 （同志社国際）

斉藤 圭佑 （立命館宇治）

決勝 ：瀬古 ６－４ 北野

準決勝：瀬古 ６－２ 井筒

北野 ６－１ 斉藤

○男子ダブルス

優勝 ：多田 ・斉藤 （立命館宇治）

準優勝：瀬古 ・鳥居 （京都外大西）

３位 ：北野 ・村田 （立命館宇治）

山下 ・辻 （同志社）

決勝 ：多田 ・斉藤 ６－４ 瀬古 ・鳥居

準決勝：多田 ・斉藤 ６－３ 山下 ・辻

瀬古 ・鳥居 ６－３ 北野 ・村田

○女子シングルス

優勝 ：有吉 麻綾 （京都外大西）

準優勝：佐久間 絢子（京都外大西）

３位 ：井上 紗綾 （立命館宇治）

安藤 萌 （立命館宇治）

決勝 ：有吉 7-6(5) 佐久間

準決勝：有吉 ６－２ 井上

佐久間 ６－３ 安藤

○女子ダブルス

優勝 ：佐久間・有吉 （京都外大西）

準優勝：安藤 ・服部 （立命館宇治）

３位 ：天野 ・樋口 （京都外大西）

井上 ・山下 （立命館宇治）

決勝 ：佐久間・有吉 ６－１ 安藤 ・服部

準決勝：佐久間・有吉 ６－０ 天野 ・樋口

安藤 ・服部 ６－３ 井上 ・山下

◆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２２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 ：森田 直樹 （東山）

準優勝：瀬古 悠貴 （京都外大西）

３位 ：三輪 大介 （東山）

北野 暢平 （立命館宇治）

Best８：井筒 康太 （同志社国際）

田村 慶太 （京教大附属）

日下 稜介 （東山）

川口 剛平 （東山）

決勝 ：森田 ２（6-2,6-1）０ 瀬古

準決勝：森田 ８－５ 三輪

瀬古 ８－６ 北野

ＱＦ ：森田 ８－５ 井筒

三輪 ８－４ 田村

北野 ９－８（７） 日下

瀬古 ８－６ 川口

○男子シングルス１６歳以下の部

優勝 ：長船 雅喜 （東山）

準優勝：奥田 悠 （ＳＩＣ）

３位 ：高木 智 （東山）

中田 直志 （パブﾘｯｸ小倉）

決勝 ：長船 ２（6-2,4-6,6-1）１ 奥田

準決勝：奥田 ９－８（５） 高木

長船 ８－２ 中田

※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 ：今西 美晴 （京都外大西）

準優勝：山之江優香 （立命館宇治）

３位 ：下田 奈生子（立命館宇治）

北川 真衣 （同志社女子）

Best８：阪上 文音 （同志社女子）

小川 萌子 （同志社女子）

飯尾 翔子 （華頂女子）

安藤 萌 （立命館宇治）

決勝 ：今西 ２（6-0,6-0）０ 山之江

準決勝：今西 ８－０ 下田

山之江 ８－５ 北川

ＱＦ ：今西 ８－３ 阪上

下田 ８－４ 小川

山之江 ８－０ 飯尾

北川 ８－３ 安藤

○女子シングルス１６歳以下の部

優勝 ：大上 真由 （京都外大西）

準優勝：小山 葵 （四の宮TC）

３位 ：河内 ほのか（京都外大西）

渡辺 真央 （パブﾘｯｸ小倉）

決勝 ：大上 ２（6-3,6-0）０ 小山

準決勝：小山 ８－６ 河内

大上 ８－５ 渡辺

※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 ：森田 ・三輪 （東山）

準優勝：川口 ・倉地 （東山）

３位 ：辻 ・山下 （同志社）

谷口 ・瀬古 （四の宮TC・京都外大西）

決勝 ：森田・三輪 ２（6-3,6-0）０ 川口・倉地

準決勝：森田・三輪 ８－０ 辻 ・山下

川口・倉地 ９－８（４） 谷口・瀬古

○男子ダブルス１６歳以下の部

優勝 ：高木 ・長船 （東山）

準優勝：有吉 ・天海 （舞鶴GTC）

決勝 ：高木・長船 ２(6-1,6-2）０ 有吉・天海

○女子ダブルス１８歳以下の部

優勝 ：安藤 ・服部 （立命館宇治）

準優勝：尾崎 ・村田 （華頂女子）

３位 ：山之江・下田 （立命館宇治）

佐久間・有吉 （京都外大西）

決勝 ：安藤・服部 ２（6-3,6-3）０ 尾崎・村田

準決勝：尾崎・村田 ８－５ 山之江・下田

安藤・服部 ８－６ 佐久間・有吉

○女子ダブルス１６歳以下の部

優勝 ：河内 ・大上 （京都外大西）

準優勝：小山 ・山田（四の宮TC・湯山ＴＳ）

決勝 ：河内・大上 ２(3-6,6-2,6-0）０ 小山・山田

◆国民体育大会京都府最終選考会

期日：平成２２年６月１２日～６月１３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：森田直樹、三輪大介、長船雅喜、高木智（以

上東山）、瀬古悠貴（京都外大西）、北野暢

平（立命館宇治）、加藤隆聖（パブﾘｯｸ洛西）､

山西大、中田直志（以上パブﾘｯｸ小倉）

△１次リーグＡ

山西 高木 森田 三輪 勝敗 順位

山 西 ○9-7 ×4-8 ○8-0 2勝1敗 ２位

高 木 ×7-9 ×2-8 ○8-0 1勝2敗 ３位

森 田 ○8-4 ○8-2 ○8-4 3勝0敗 １位

三 輪 ×0-8 ×0-8 ×4-8 0勝3敗 ４位

△１次リーグＢ

中田 加藤 瀬古 北野 長船 勝敗 順位

中 田 ×5-8 ×1-8 ×0-8 ×3-8 0勝4敗 ５位

加 藤 ○8-5 ○8-5 ×5-8 ×1-8 2勝2敗 ４位

瀬 古 ○8-1 ×5-8 ○8-4 ×6-8 2勝2敗 ２位

北 野 ○8-0 ○8-5 ×4-8 ×3-8 2勝2敗 ３位

長 船 ○8-3 ○8-1 ○8-6 ○8-3 4勝0敗 １位

※勝敗が同じ場合は、直接対決、取得ゲーム率で決定



△２次リーグ

森田 瀬古 長船 山西 勝敗 順位

森 田 ○8-6 ○8-5 ○8-3 3勝0敗 １位

瀬 古 ×6-8 ○8-4 ○8-4 2勝1敗 ２位

長 船 ×5-8 ×4-8 ○8-1 2勝2敗 ３位

山 西 ×3-8 ×4-8 ×1-8 0勝3敗 ４位

※１位の森田直樹（東山）と２位の瀬古悠貴（京都外大

西）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、河内ほのか、大上真由（

以上京都外大西）、加藤未唯、下田奈生子、

山之江優香（以上立命館宇治）、北川真衣（

同志社女子）、小山葵（四の宮TC）、村瀬早

香（パブﾘｯｸ洛西）、渡辺真央（パブﾘｯｸ宝池）

※今西美晴と加藤未唯は国体実施要項総則１５により、

国体予選出場免除の基準を満たしているため、この２

名を代表選手とし、補欠を含む順位を決定するために

実施。

※下田奈生子と山之江優香は出場辞退。

△リーグ

小山 村瀬 北川 河内 渡辺 大上 小山

小山葵 ×3-6 ○6-0 ×0-6 ×3-6 ×1-6 ×3-6

村 瀬 ○6-3 ○6ｰ3 ×3-6 ×4-6 ×3-6 ×2-6

北 川 ×0-6 ×3-6 ○6-4 ×0-6 ×0-6 ×0-6

河 内 ○6-0 ○6-3 ×4-6 ×4-6 ○6-2 ○7-6

渡 辺 ○6-3 ○6-4 ○6-0 ○6-4 ×6-7 ×6-7

大 上 ○6-1 ○6-3 ○6-0 ×2-6 ○7-6 ○6-3

小山楓 ○6-3 ○6-2 ○6-0 ×6-7 ○7-6 ×3-6

小山葵：１勝５敗＝６位、村瀬：２勝４敗＝５位、北川

：１勝５敗＝７位、河内：４勝２敗＝３位、渡辺：４勝

２敗＝２位、大上：５勝１敗＝１位、小山楓：４勝２敗

＝４位

※１位の大上真由（京都外大西）が補欠候補となった。

※免除の今西美晴（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２２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 ３－２ 折尾愛真（福岡）

Ｓ１ 森田 直樹 ６－２ 石川 陽輔

Ｄ１ 磯田・北田 ０－６ 宮崎・原口

Ｓ２ 三輪 大介 7-6(2) 志気 成

Ｄ２ 川口・倉地 ５－７ 井上・吉本

Ｓ３ 日下 稜介 ７－５ 小田原敦志

立命館宇治 ２－３ 東海大菅生（東京）

Ｓ１ 北野 暢平 ６－１ 次山 拳生

Ｄ１ 斉藤・多田 (4)6-7 新井・中谷

Ｓ２ 村田 一成 ６－４ 鈴木 大介

Ｄ２ 橋本・廣部 ３－６ 綿貫・荒木

Ｓ３ 山本 聖 ０－６ 細沼 篤彰

◇２回戦

東 山 ３－２ 沖縄尚学（沖縄）

Ｓ１ 森田 直樹 (4)6-7 北見 雄治郎

Ｄ１ 磯田・北田 ４－６ 寺田・新垣

Ｓ２ 三輪 大介 ６－１ 我謝 海

Ｄ２ 川口・倉地 ６－０ 志村・松田

Ｓ３ 日下 稜介 ６－０ 白石 武山

◇３回戦

東 山 ３－２ 東京学館浦安（千葉）

Ｓ１ 森田 直樹 ８－６ 蜂谷 翔希

Ｄ１ 磯田・北田 １－８ 松森・原口

Ｓ２ 三輪 大介 ３－８ 中村 祐樹

Ｄ２ 川口・倉地 ６－８ 由井・石井

Ｓ３ 日下 稜介 1-1打切 白井 卓也

※東山高校は全国大会Best１６。

○女子

出場校：京都外大西、立命館宇治

◇１回戦

立命館宇治 ２－３ 静岡市立（静岡）

Ｓ１ 下田奈生子 ２－６ 伊熊 楓

Ｄ１ 安藤・服部 7-6(5) 山本・片野

Ｓ２ 山之江優香 ３－６ 中川 知聡

Ｄ２ 山下・矢内 ０－６ 福島・斉藤

Ｓ３ 井上 紗綾 ６－０ 八木 千紘

京都外大西 ４－１ 山陽女子（岡山）

Ｓ１ 今西 美晴 ６－０ 原田 歩実

Ｄ１ 佐久間・有吉 ６－０ 高取・近藤

Ｓ２ 小山 楓 ６－０ 江原 澪

Ｄ２ 天野・樋口 ６－０ 久山・黒田

Ｓ３ 濱本 夏実 ４－６ 中島 直子

◇２回戦

京都外大西 １－３ 岡山学芸館（岡山）

Ｓ１ 今西 美晴 ５－７ 西本 恵

Ｄ１ 佐久間・有吉 ３－６ 寺島・橘

Ｓ２ 小山 楓 ６－２ 田中 夕貴

Ｄ２ 天野・樋口 ０－６ 山口・松崎

Ｓ３ 濱本 夏実 大西 菜穂

○男子個人戦

出場者：森田直樹（東山）

◇２回戦

森田 １－８ 小野 陽平 （関西）

○女子個人戦

出場者：今西美晴（京都外大西）

◇１回戦

今西 ８－１ 松田 真理保（日大東北）

◇２回戦

今西 ８－１ 宮地 真知香（折尾愛真）

◇３回戦

今西 ８－０ 伊熊 楓 （静岡市立）

◇４回戦

今西 ８－１ 西尾 友里 （名経大市邨）



◇５回戦

今西 ８－２ 山本 みどり（園田学園）

◇６回戦（準決勝）

今西 ２－０ 江口 実沙 （富士見丘）

（6-4,6-3）

◇７回戦（決勝）

今西 ２－０ 美濃越 舞 （秀明八千代）

（6-1,6-3）

※今西美晴（京都外大西）は全国大会優勝。

京都府女子選手として、高体連主催試合では初めての

快挙である。

◆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２２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：長船雅喜、三輪大介（以上東山）

◇１回戦

三輪 大介 ５－８ 石島 知希（滋：光 泉）

◇２回戦

長船 雅喜 ７－９ 嶋田 颯人（兵：相生学院）

○男子ダブルス

出場者：森田・三輪（東山）

◇１回戦

森田・三輪 ６－８ 内田・中村（大：大産大附属）

○男子団体

出場校：東山

◇１回戦

東 山 ２－１ 光 泉（滋賀）

Ｄ 高木・トレド ８－６ 奥田・坂上

Ｓ１ 長船 雅喜 ６－８ 奥田 圭都

Ｓ２ 森田 直樹 ９－７ 石島 知希

◇２回戦（準決勝）

東 山 ２－１ 大産大附属（大阪）

Ｄ 高木・トレド ８－４ 中村・山岡

Ｓ１ 長船 雅喜 ３－８ 内田 海智

Ｓ２ 森田 直樹 ８－４ 仲村 元希

◇３回戦（決勝）

東 山 ０－２ 相生学院（兵庫）

Ｄ 高木・トレド 5-7打切 嶋田・古井

Ｓ１ 長船 雅喜 ４－８ 河内 一真

Ｓ２ 森田 直樹 ６－８ 池川 浩史

※東山高校はは近畿大会準優勝。

○女子シングルス

出場者：今西美晴、小山楓（以上京都外大西）、北川

真衣（同志社女子）、下田奈生子（立命館宇

治）

◇１回戦

下田 奈生子６－８ 藤原 彩葉（大：大阪学院）

小山 楓 ８－４ 安形 玲耶（大：城南学園）

◇２回戦

今西 美晴 ８－２ 大坪 慧美（和：慶 風）

小山 楓 １－８ 真田 涼子（兵：園田学園）

◇３回戦

今西 美晴 ９－７ 二宮 真琴（兵：駿台甲英）

◇４回戦（準決勝）

今西 美晴 ８－３ 山本みどり（兵：園田学園）

◇５回戦（決勝）

今西 美晴 ６－８ 布目 千尋（和：慶 風）

※今西美晴（京都外大西）は近畿大会準優勝。

○女子ダブルス

出場者：今西・小山（京都外大西）

◇２回戦

今西・小山 ２－８ 山本・村上（兵：園田学園）

○女子団体

出場校：京都外大西

◇１回戦

京都外大西 ３－０ 大商学園（大阪）

Ｄ 河内・佐久間 ８－３ 荒木・石橋

Ｓ１ 小山 楓 ８－０ 渡辺 葉子

Ｓ２ 大上 真由 ８－６ 小川 恵梨香

◇２回戦（準決勝）

京都外大西 ０－２ 慶 風（和歌山）

Ｄ 河内・佐久間 １－８ 大坪・東原

Ｓ１ 小山 楓 １－８ 布目 千尋

Ｓ２ 大上 真由 楠部 朋香

◆全国高等学校総合体育大会テニス競技

期日：平成２２年７月３０日～８月６日

会場：沖縄県那覇市奥武山公園テニスコート、他

○男子団体の部

出場校：東山

◇２回戦

東 山 ２－１ 鳳 凰（鹿児島）

Ｄ 高木・トレド ４－８ 渡邊・田中

Ｓ１ 長船 雅喜 ８－５ 西田 浩輝

Ｓ２ 森田 直樹 ８－３ 日暮 潮

◇３回戦

東 山 ０－２ 名古屋（愛知）

Ｄ 倉地・トレド ５－８ 片平・井上

Ｓ１ 長船 雅喜 １－８ 古田 陸人

Ｓ２ 森田 直樹 － 中川 航

○男子個人の部シングルス

出場者：長船雅喜、三輪大介（以上東山）

◇１回戦

三輪 大介 ７－９ 尾方 裕太（福岡：柳 川）

長船 雅喜 １－８ 近藤 大基（神奈：湘南工大附）

○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 １－８ 近藤・今井（神奈：湘南工大附）



○女子団体の部

出場校：京都外大西

◇２回戦

京都外大西 ２－１ 浦和学院（埼玉）

Ｄ 河内・大上 ６－８ 内山・畦上

Ｓ１ 今西 美晴 ８－３ 秋元 玲乃

Ｓ２ 小山 楓 ８－４ 増田佳緒理

◇３回戦

京都外大西 １－２ 仁愛学院（福井）

Ｄ 河内・大上 ３－８ 國府・丸山

Ｓ１ 今西 美晴 ８－５ 菅村恵里香

Ｓ２ 小山 楓 ５－８ 林 恵里奈

※京都外大西高校は全国大会Best１６。

○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）、北川

真衣（同志社女子）、下田奈生子（立命館宇

治）

◇１回戦

小山 楓 ８－０ 道下 香純（長崎：佐世保中央）

下田奈生子 ２－８ 松尾 楓（宮崎：宮崎南 ）

北川 真衣 ８－０ 井波奈津美（石川：星 稜）

今西 美晴 ８－３ 山口 恵美（静岡：浜松西 ）

◇２回戦

小山 楓 9-8(4) 多田 奈央（埼玉：秀明英光）

北川 真衣 ４－８ 定兼 由佳（福岡：柳 川）

今西 美晴 ８－２ 神之瀬佳那（長崎：海 星）

◇３回戦

今西 美晴 ８－４ 山田真優子（埼玉：浦和東 ）

◇４回戦

今西 美晴 ８－５ 吉富 愛子（愛知：椙山女学院）

◇５回戦

今西 美晴 ０－２ 小和瀬麻帆（千葉：渋谷幕張）

（2-6,4-6）

※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・小山（京都外大西）

◇１回戦

今西・小山 ８－４ 入江・日比（神奈：湘南工大附）

◇２回戦

今西・小山 ８－２ 篠山・枇杷谷（徳島：徳島南）

◇３回戦

今西・小山 ２－８ 寺島・西本（岡山：岡山学芸館）

※今西・小山（京都外大西）は全国大会Best１６。

◆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２２年９月１１日～９月１４日、

会場：和歌山県白浜町日置川テニスコート

○男子シングルス

出場者：長船雅喜、日下稜介、高木智、磯田佳孝、倉

地芳直、トレド玲央、有田孝雄、村上賢生、

小路豊史（以上東山）、田村慶太（京教大附

属）、井筒康太、武田一真、渕田勝也（以上

同志社国際）、定山正人（京都外大西）、斉

藤圭佑、廣部雅臣、村田一成（以上立命館宇

治）

◇１回戦

小路 豊史 ８－５ 伊藤 大（和：慶 風）

武田 一真 ４－８ 峯尾 卓見（滋：光 泉）

廣部 雅臣 ５－８ 黒木紳太郎（奈：登美ケ丘）

井筒 康太 ４－８ 関井 一貴（大：清 風）

村上 賢生 ８－３ 沢田 紘宣（奈：青 翔）

有田 孝雄 ８－１ 岩崎 尚太（奈：高 円）

磯田 佳孝 ８－５ 澤 和慶（和：和歌山商業）

渕田 勝也 ０－８ 大熊 貴紘（大：関大北陽）

村田 一成 ８－２ 守澤 啓佑（大：大産大附属）

倉地 芳直 ８－２ 中津 直也（奈：奈良学園）

斉藤 圭佑 １－８ 岡田 岳（兵：相生学院）

定山 正人 ８－３ 東 祥史（滋：膳 所）

◇２回戦

小路 豊史 ２－８ 中川 雄太（奈：奈良育英）

高木 智 ８－３ 黒木紳太郎（奈：登美ケ丘）

村上 賢生 １－８ 中村 侑平（大：大産大附属）

有田 孝雄 ８－３ 塚本 雅也（大：清 風）

磯田 佳孝 ５－８ 今 諒哉（和：慶 風）

村田 一成 ０－８ 斉藤 貴史（兵：相生学院）

倉地 芳直 ６－８ 堀切 啓貴（兵：相生学院）

日下 稜介 ８－０ 岡本 竜門（和：和歌山商業）

長船 雅喜 ８－５ 森 彩人（兵：関西学院）

トレド玲央 ８－２ 池町 涼介（兵：小 野）

定山 正人 ０－８ 高橋 克典（大：近大附属）

田村 慶太 ８－４ 垣内 博行（和：近大和歌山）

◇３回戦

高木 智 ２－８ 菊本 一輝（和：慶 風）

有田 孝雄 １－８ 今 諒哉（和：慶 風）

日下 稜介 ５－８ 堀切 啓貴（兵：相生学院）

長船 雅喜 ９－７ 仲村 元希（大：大産大附属）

トレド玲央 １－８ 武内 直人（和：向 陽）

田村 慶太 ３－８ 高橋 克典（大：近大附属）

◇４回戦

長船 雅喜 ８－１ 武内 直人（和：向 陽）

◇５回戦（準々決勝）

長船 雅喜 ８－３ 高橋 克典（大：近大附属）

◇６回戦（準決勝）

長船 雅喜 ８－６ 堀切 啓貴（兵：相生学院）

◇７回戦（決勝）

長船 雅喜 ２－８ 斉藤 貴史（兵：相生学院）

※長船雅喜（東山）は近畿大会準優勝。

○男子ダブルス

出場者：倉地・長船、高木・トレド、日下・磯田（以

上東山）、井筒・渕田（同志社国際）、斉藤

・廣部、今村・中西（以上立命館宇治）、槇

・定山（京都外大西）、橋本・青木（紫野）

◇１回戦

橋本・青木 ４－８ 澤口・清水（滋：光 泉）

井筒・渕田 ８－２ 綛谷・松村（奈：奈女大附属）

槇 ・定山 ８－２ 大島・田中（和：初芝橋本）



今村・中西 ３－８ 岡本・高垣（奈：奈女大附属）

斎藤・廣部 ８－２ 南 ・舟山（滋：膳 所）

日下・磯田 ８－６ 東 ・武内（和：向 陽）

◇２回戦

高木・トレド８－５ 井筒・渕田（京：同志社国際）

槇 ・定山 ０－８ 西村・森 （兵：関西学院）

倉地・長船 ８－２ 岡本・高垣（奈：奈女大附属）

斎藤・廣部 ３－８ 菊本・今 （和：慶 風）

日下・磯田 ８－５ 中村・窪之内（奈：奈良育英）

◇３回戦

高木・トレド9-8(6) 奥田・中島（大：早稲田摂陵）

倉地・長船 ８－２ 西村・森 （兵：関西学院）

日下・磯田 ６－８ 衣川・斎藤（兵：相生学院）

◇４回戦（準々決勝）

高木・トレド８－４ 関井・塚本（大：清 風）

倉地・長船 ８－５ 高橋・西村（大：近大附属）

◇５回戦（準決勝）

高木・トレド８－２ 諌山・山田（兵：相生学院）

倉地・長船 ８－４ 衣川・斎藤（兵：相生学院）

◇６回戦（決勝）

高木・トレド８－３ 倉地・長船（京：東 山）

※高木・トレド（東山）は近畿大会優勝。

※倉地・長船（東山）は近畿大会準優勝。

○女子シングルス

出場者：河内ほのか、小山楓、大上真由、天野有理、

番爽香（以上京都外大西）、北川真衣、小川

萌子、島井美帆（以上同志社女子）、安藤萌

、井上沙綾、八重川咲希（以上立命館宇治）

、増岡ななみ、村田菜奈、小川千佳、坂根み

のり（以上華頂女子）、稲荷思歩（山城）、

村瀬千夏（洛西）、

◇１回戦

増岡ななみ ８－０ 大杉文好加（奈：登美ケ丘）

安藤 萌 ８－２ 笹岡万里衣（奈：平 城）

天野 有理 ３－８ 竹上 莉菜（兵：芦屋学園）

小川 萌子 ８－３ 半田紗也子（奈：奈良育英）

八重川咲希 ８－０ 木村 祐佳（和：近大和歌山）

小川 千佳 ８－４ 釘田 茜（大：大阪成蹊）

稲荷 思歩 ８－３ 村田 瑞季（大：大阪学院）

坂根みのり ８－５ 那須 美波（大：大商学園）

井上 紗綾 ８－６ 圦本真里奈（和：海 南）

番 爽香 ２－８ 高見 楓（兵：夙川学院）

村瀬 千夏 ３－８ 勝田野々花（大：城南学園）

島井 美帆 ８－２ 谷口はるか（和：和歌山商業）

◇２回戦

増岡ななみ ４－８ 東中瑠衣子（兵：夙川学院）

安藤 萌 ８－３ 新貝 真優（滋：栗 東）

北川 真衣 ８－３ 本田 杏樹（大：大商学園）

小川 萌子 ６－８ 首藤みなみ（大：城南学園）

八重川咲希 ０－８ 池田 愛依（兵：園田学園）

小川 千佳 ８－３ 濱田 美樹（兵：園田学園）

稲荷 思歩 １－８ 久次米夏海（大：城南学園）

坂根みのり ３－８ 安形 玲耶（大：城南学園）

井上 紗綾 １－８ 宇佐美 愛（兵：園田学園）

河内ほのか ８－０ 辻本 美菜（奈：奈 良）

大上 真由 ８－５ 筒井 八雪（兵：園田学園）

村田 菜奈 ８－４ 石川 恵（兵：園田学園）

島井 美帆 ３－８ 小川麻衣子（兵：加古川南）

小山 楓 ８－０ 岡田 成美（大：早稲田摂陵）

◇３回戦

安藤 萌 (2)8-9 山下 莉沙（滋：栗 東）

北川 真衣 ８－２ 菅 梨花子（和：慶 風）

小川 千佳 ３－８ 久次米夏海（大：城南学園）

河内ほのか ８－３ 森田 恵美（兵：神戸甲北）

大上 真由 ５－８ 加治 遥（兵：園田学園）

村田 菜奈 (2)8-9 松井くるみ（兵：園田学園）

小山 楓 ８－１ 小川麻衣子（兵：加古川南）

◇４回戦

北川 真衣 ８－３ 足立 芽衣（兵：園田学園）

河内ほのか ８－３ 東原 佳奈（和：慶 風）

小山 楓 ８－４ 大東 彩（兵：夙川学院）

◇５回戦（準々決勝）

北川 真衣 ８－４ 大坪 慧美（和：慶 風）

河内ほのか ２－８ 安形 玲耶（大：城南学園）

小山 楓 ８－２ 加治 遥（兵：園田学園）

◇６回戦（準決勝）

北川 真衣 ４－８ 久次米夏海（大：城南学園）

小山 楓 ４－８ 安形 玲耶（大：城南学園）

※北川真衣（同志社女子）は近畿大会ベスト４。

※小山楓（京都外大西）は近畿大会ベスト４。

○女子ダブルス

出場者：河内・大上、小山・天野、番・樋口（以上京

都外大西）、服部・安藤、井上・八重川（以

上立命館宇治）、村田・増岡（華頂女子）、

北川・小川（同志社女子）、江川・大坪（西

舞鶴）

◇１回戦

番 ・樋口 １－８ 久次米・勝田（大：城南学園）

服部・安藤 ８－５ 笠井・松田（兵：夙川学院）

村田・増岡 ８－６ 岡 ・三島（大：大商学園）

井上・八重川５－８ 足立・天米（兵：園田学園）

北川・小川 ８－１ 高橋・武田（大：城南学園）

江川・大坪 １－８ 則信・辻本（兵：園田学園）

◇２回戦

小山・天野 ６－８ 濱田・筒井（兵：園田学園）

服部・安藤 ３－８ 楠部・菅 （和：慶 風）

村田・増岡 ８－６ 首藤・安形（大：城南学園）

河内・大上 ８－６ 北川・小川（京：同志社女子）

◇３回戦

村田・増岡 ８－３ 足立・天米（兵：園田学園）

河内・大上 ４－８ 大東・高見（兵：夙川学院）

◇４回戦

村田・増岡 ８－１ 大東・高見（兵：夙川学院）

◇５回戦（準決勝）

村田・増岡 ３－８ 大坪・東原（和：慶 風）

※村田・増岡（華頂女子）は近畿大会ベスト４。

◆国民体育大会

期日：平成２２年１０月 １日～１０月 ４日

会場：千葉県柏市

○男子

出場者：森田直樹（東山）、瀬古悠貴（京都外大西）



埼玉 2-0 2-0 兵庫

徳島 石川

佐賀 2-1 2-0 2-1 2-1 富山

島根 2-1 福岡

BYE 山梨

鹿児 2-1 2-0 2-0 2-1 京都

北海 2-0 2-1 大分

山口 静岡

長崎 2-1 2-0 鳥取

香川 2-0 2-0 2-0 2-0 岩手

長野 大阪

滋賀 2-0 2-0 東京

2-0 2-0

三重 2-0 2-0 2-0 広島

奈良 宮城

熊本 2-0 2-0 2-1 2-1 愛知

秋田 2-0 2-0 愛媛

群馬 高知

宮崎 2-1 2-0 岐阜

茨城 2-0 2-0 2-0 2-1 栃木

沖縄 新潟

福井 2-0 2-0 青森

福島 2-0 2-0 2-0 2-0 千葉

山形 和歌

岡山 2-0 2-1 神奈

※京都府関係分順位戦 なし

◇京都府対戦記録

◇２回戦

京 都 ２－１ 福 岡

Ｓ１ 森田 直樹 ６－８ 西田

Ｓ２ 瀬古 悠貴 ９－７ 増尾

Ｄ 森田・瀬古 ９－８ 西田・増尾

◇３回戦

京 都 １－２ 兵 庫

Ｓ１ 森田 直樹 ８－３ 上原

Ｓ２ 瀬古 悠貴 ５－８ 池川

Ｄ 森田・瀬古 ５－８ 上原・池川

○女子

出場者：今西美晴、大上真由（以上京都外大西）

※加藤未唯（立命館宇治）が辞退したため、次点の

大上真由が繰り上がり、出場した。

東京 2-0 2-0 広島

青森 鹿児

香川 2-0 2-0 2-0 2-0 山形

群馬 2-0 2-1 高知

鳥取 宮城

新潟 2-0 2-1 2-1 2-1 長崎

埼玉 2-0 2-0 岡山

愛媛 石川

岩手 2-0 2-1 山口

福島 2-1 2-1 2-0 2-0 滋賀

熊本 奈良

福井 2-0 2-0 千葉

2-0 2-1

兵庫 2-0 2-1 2-1 愛知

大阪 BYE

山梨 2-0 2-1 2-0 長野

富山 2-1 2-1 静岡

栃木 佐賀

三重 2-0 2-1 和歌

岐阜 2-0 2-0 2-0 2-0 神奈

沖縄 秋田

北海 2-0 2-0 大分

茨城 2-0 2-0 2-0 2-1 徳島

島根 宮崎

福岡 2-0 2-0 京都

※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 宮 崎

Ｓ１ 今西 美晴 ６－８ 松尾

Ｓ２ 大上 真由 ２－８ 谷口

Ｄ 今西・大上 打切り 松尾・谷口

◆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２２年１１月２７日～１１月２８日

会場：大阪府蜻蛉池公園

○男子本戦

出場校：東山、立命館宇治

相 生 学 院（兵 庫） 5-0

東 大 寺 学 園（奈 良）

近 大 和 歌 山（和歌山） 4-1 3-1

奈 女 大 附 属（奈 良） 3-2

膳 所（滋 賀）

清 風（大 阪） 5-0 3-0

東 山（京 都） 4-1

向 陽（和歌山）

立 命 館 宇 治（京 都） 3-2

光 泉（滋 賀） 3-2 3-1

関 西 学 院（兵 庫）

近 大 附 属（大 阪） 4-1



○男子コンソレーション

東 大 寺 学 園（奈 良） 3-0

立 命 館 宇 治（京 都） 3-1

膳 所（滋 賀） 3-2

光 泉（滋 賀） 3-0

清 風（大 阪） 3-2

近 大 附 属（大 阪）

向 陽（和歌山） 3-2

近 大 和 歌 山（和歌山） 3-1

関 西 学 院（兵 庫） 3-1

奈 女 大 附 属（奈 良） 3-1

○男子５位決定戦

立 命 館 宇 治（京 都） 3-1

関 西 学 院（兵 庫）

○男子７位決定戦

光 泉（滋 賀） 3-0

近 大 和 歌 山（和歌山）

○男子８位決定戦

東 大 寺 学 園（奈 良） 3-2

膳 所（滋 賀） 3-1

向 陽（和歌山） 対戦済

奈 女 大 附 属（奈 良） 3-2

近 大 和 歌 山（和歌山）

○男子最終順位

１位 相生学院（兵） ２位 東山（京）

３位 清風（大） ４位 近大附属（大）

５位 関西学院（兵） ６位 立命館宇治（京）

７位 光泉（滋） 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。

２位の東山高校と６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１回戦

立命館宇治 ３－２ 向 陽（和）

Ｓ１ 斎藤 圭佑 ０－６ 武内 直人

Ｄ１ 古澤・小山 ６－４ 原池・川崎

Ｓ２ 村田 一成 ３－６ 東 裕介

Ｄ２ 奥村・今村 ６－４ 伊森・前代

Ｓ３ 廣部 雅臣 ６－１ 貴志 隼巳

◇本戦２回戦

東 山 ４－１ 立命館宇治（京）

Ｓ１ 長船 雅喜 ６－１ 斎藤 圭佑

Ｄ１ 高木・倉地 ６－１ 廣部・古澤

Ｓ２ トレド玲央 ３－６ 村田 一成

Ｄ２ 磯田・小路 ６－４ 奥村・今村

Ｓ３ 日下 稜介 ６－０ 小山 柚希

◇本戦３回戦（準決勝）

東 山 ３－１ 近大附属（大）

Ｓ１ 長船 雅喜 ６－２ 谷口 暢基

Ｄ１ 高木・倉地 ６－４ 縄井・西村

Ｓ２ トレド玲央 ２－６ 高橋 克典

Ｄ２ 磯田・小路 ６－２ 谷口・清水

Ｓ３ 日下 稜介 21打切 北川 翔大

◇本戦４回戦（決勝）

東 山 ０－３ 相生学院（兵）

Ｓ１ 長船 雅喜 ０－２ 河内 一真

（3-6,1-6）

Ｄ１ 高木・倉地 ０－２ 池川・細川

（5-7,1-6）

Ｓ２ トレド玲央 ０－２ 斎藤 貴史

（1-6,1-6）

Ｄ２ 磯田・小路 01打切 衣川・諌山

（4-6､01打切）

Ｓ３ 日下 稜介 打 切 堀切 啓貴

◇コンソレーション１回戦

立命館宇治 ３－０ 東大寺学園（奈）

Ｓ１ 斎藤 圭佑 ６－０ 増尾 優輝

Ｄ１ 廣部・古澤 ６－０ 八尾・矢野

Ｓ２ 村田 一成 ６－０ 加藤 寛

Ｄ２ 奥村・今村 打 切 椋橋・塚口

Ｓ３ 小山 柚希 打 切 坂本 祐志

◇コンソレーション２回戦

立命館宇治 ３－１ 光 泉（滋）

Ｓ１ 斎藤 圭佑 ２－６ 石島 知希

Ｄ１ 廣部・古澤 ６－３ 奥田・浅野

Ｓ２ 村田 一成 ６－１ 坂上 良

Ｄ２ 奥村・今村 ６－４ 田中・澤口

Ｓ３ 小山 柚希 66打切 峯尾 卓見

◇コンソレーション３回戦

立命館宇治 ２－３ 清 風（大）

Ｓ１ 斎藤 圭佑 １－６ 栗林 聡真

Ｄ１ 廣部・古澤 ２－６ 塚本・山野

Ｓ２ 村田 一成 ７－５ 井上 彰人

Ｄ２ 八木・中田 ７－５ 野田・藤井

Ｓ３ 小山 柚希 ３－６ 関井 一貴

◇５～６位決定戦

立命館宇治 １－３ 関西学院（兵）

Ｓ１ 斎藤 圭佑 ４－６ 西村 顕人

Ｄ１ 廣部・古澤 ４－６ 岩佐・羽禰田

Ｓ２ 村田 一成 ６－４ 芳田 裕紀

Ｄ２ 奥村・今村 ３－６ 玉城・山本

Ｓ３ 小山 柚希 54打切 森 彩人

○女子本戦

出場校：京都外大西、華頂女子

城 南 学 園（大 阪） 4-1

和 歌 山 商 業（和歌山）

平 城（奈 良） 5-0 3-1

栗 東（滋 賀） 3-2

大 商 学 園（大 阪）

京 都 外 大 西（京 都） 3-2 3-1

夙 川 学 院（兵 庫） 4-1

立 命 館 守 山（滋 賀）

華 頂 女 子（京 都） 5-0

奈 良（奈 良） 3-2 3-1

海 南（和歌山）

園 田 学 園（兵 庫） 5-0



○女子コンソレーション

和 歌 山 商 業（和歌山） 3-0

華 頂 女 子（京 都） 3-2

大 商 学 園（大 阪） 3-1

奈 良（奈 良） 3-0

京 都 外 大 西（京 都） 3-1

夙 川 学 院（兵 庫）

立 命 館 守 山（滋 賀） 3-1

平 城（奈 良） 3-0

海 南（和歌山） 3-2

栗 東（滋 賀） 3-0

○女子５位決定戦

大 商 学 園（大 阪） 対戦済

栗 東（滋 賀）

○女子７位決定戦

華 頂 女 子（京 都） 3-0

平 城（奈 良）

○女子８位決定戦

和 歌 山 商 業（和歌山） 3-2

奈 良（奈 良） 対戦済

立 命 館 守 山（滋 賀） 3-1

海 南（和歌山） 3-2

平 城（奈 良）

○女子最終順位

１位 城南学園（大） ２位 園田学園（兵）

３位 夙川学院（兵） ４位 京都外大西（京）

５位 栗東（滋） ６位 大商学園（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位の京都外大西高校と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 ５－０ 立命館守山（滋）

Ｓ１ 増岡ななみ ６－２ 日野 詩菜

Ｄ１ 村田・和田 ６－０ 村上・小田

Ｓ２ 小川 千佳 ６－１ 埴原 文賀

Ｄ２ 坂根・角熊 ６－２ 佐藤・佐藤

Ｓ３ 森 彩花 ６－２ 上野 晴菜

◇本戦２回戦

京都外大西 ３－２ 栗 東（滋）

Ｓ１ 小山 楓 ６－１ 山下 莉沙

Ｄ１ 天野・樋口 ５－７ 田中・新貝

Ｓ２ 河内ほのか ６－３ 志村 桃

Ｄ２ 番 ・真鍋 ６－０ 小泉・小倉

Ｓ３ 大上 真由 ３－６ 鈎 胡桃

華頂女子 １－４ 夙川学院（兵）

Ｓ１ 増岡ななみ １－６ 大東 彩

Ｄ１ 村田・和田 ４－６ 高見・松阪

Ｓ２ 小川 千佳 ５－７ 中山 朋子

Ｄ２ 坂根・角熊 ６－０ 松田・岡本

Ｓ３ 森 彩花 ０－６ 東中瑠衣子

◇本戦３回戦（準決勝）

京都外大西 １－３ 城南学園（大）

Ｓ１ 小山 楓 ６－１ 安形 玲耶

Ｄ１ 天野・樋口 66打切 田尻・松村

Ｓ２ 河内ほのか １－６ 久次米 夏海

Ｄ２ 番 ・真鍋 １－６ 首藤・勝田

Ｓ３ 大上 真由 ０－６ 畑守 美里

◇コンソレーション１回戦

華頂女子 ３－０ 和歌山商業（和）

Ｓ１ 増岡ななみ ６－４ 谷口はるか

Ｄ１ 村田・和田 ６－３ 串野・濱田

Ｓ２ 小川 千佳 ６－２ 土井 春菜

Ｄ２ 坂根・角熊 41打切 増田・水野

Ｓ３ 森 彩花 打 切 和中 星香

◇コンソレーション２回戦

華頂女子 ２－３ 大商学園（大）

Ｓ１ 増岡ななみ ６－２ 小川恵梨香

Ｄ１ 村田・和田 ３－６ 覚田・三島

Ｓ２ 小川 千佳 ６－１ 平田 璃子

Ｄ２ 坂根・角熊 ３－６ 奥江・住岡

Ｓ３ 森 彩花 ５－７ 本田 杏樹

◇コンソレーション３回戦

京都外大西 ３－１ 大商学園（大）

Ｓ１ 小山 楓 ６－１ 小川恵梨香

Ｄ１ 天野・樋口 ０－６ 覚田・三島

Ｓ２ 河内ほのか ６－４ 平田 璃子

Ｄ２ 番 ・真鍋 ６－１ 奥江・住岡

Ｓ３ 大上 真由 打 切 本田 杏樹

◇コンソレーション４回戦（３～４位決定戦）

京都外大西 １－３ 夙川学院（兵）

Ｓ１ 小山 楓 ６－４ 大東 彩

Ｄ１ 天野・樋口 (3)6-7 高見・松阪

Ｓ２ 河内ほのか ４－６ 中山 朋子

Ｄ２ 番 ・真鍋 ２－６ 松田・岡本

Ｓ３ 大上 真由 34打切 東中瑠衣子

◇７位決定戦

華頂女子 ３－０ 平 城（奈）

Ｓ１ 増岡ななみ ６－１ 山本 佳奈

Ｄ１ 村田・和田 ６－２ 吉村・笹岡

Ｓ２ 小川 千佳 ６－１ 下村 悠花

Ｄ２ 坂根・角熊 10打切 松田・岡本

Ｓ３ 森 彩花 打 切 赤星 綾奈

◆トヨタジュニアテニス選手権大会京都府予選

期日：平成２２年１月１６日～１月２３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：西脇 一樹 （湯山TS)

３位 ：長船 雅喜 （東山）

高木 智 （東山）

○女子シングルス

優勝 ：小山 楓 （京都外大西）

準優勝：大上 真由 （京都外大西）

３位 ：村瀬 早香 （パブﾘｯｸ洛西）

河内 ほのか（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２２年２月 ６日～２月１４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：奥田 悠 （SIC）

３位 ：山下 祥平 （同志社）

古川 力也 （同志社国際）

○女子シングルス

優勝 ：渡辺 真央 （パブﾘｯｸ小倉）

準優勝：村田 菜奈 （華頂女子）

３位 ：稲荷 思歩 （山城）

佐久間 絢子（京都外大西）

◆トヨタジュニアテニストーナメント

期日：平成２２年４月 ７日～４月１０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：増尾怜央楠（パブﾘｯｸ小倉：本戦２回戦敗退、

コンソレ６回戦敗退）、西脇一樹（湯山ＴＳ

：本戦２回戦敗退、コンソレ４回戦敗退）

○女子シングルス

出場者：小山楓、大上真由（以上京都外大西）、加藤

未唯（パブﾘｯｸ宝池：本戦４回戦敗退、コンソ

レ優勝）、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）

◇本戦１回戦

小山 楓 ２－０ 佐藤 七海（宮城：ｷｯﾂせんだい ）

（6-2,6-0）

大上 真由 ２－０ 玄田紗也果（石川：仁愛女子）

（6-2,6-3）

◇本戦２回戦

小山 楓 ２－０ 佐藤美沙乃（千葉：鷹之台TC）

（6-0,6-0）

大上 真由 １－２ 早野 夏希（東京：桜田倶楽部）

（2-6,6-2,3-6）

◇本戦３回戦

小山 楓 ０－２ 加藤 美唯（京都：パブﾘｯｸ宝池）

（1-6､(2)6-7）

◇コンソレーション２回戦

大上 真由 ８－６ 牛島 里咲（群馬：高崎TC）

◇コンソレーション３回戦

大上 真由 ４－８ 澤柳 璃子（千葉：BASIS）

◇コンソレーション４回戦

小山 楓 ８－２ 梶谷 桜舞（東京：ビｯグK）

◇コンソレーション５回戦

小山 楓 ８－５ 早野 夏希（東京：桜田倶楽部）

◇コンソレーション６回戦

小山 楓 ２－８ 小林 夏実（千葉：志津TC）

◆京都サマージュニアテニス選手権大会

期日：平成２２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 ：日下 稜介 （東山）

準優勝：倉地 芳直 （東山）

３位 ：井筒 康太 （同志社国際）

斎藤 圭佑 （立命館宇治）

Best８：村田 一成 （立命館宇治）

トレド 玲央（東山）

平尾 直樹 （四の宮TC）

槇 勇輔 （京都外大西）

決勝 ：日下 ８－１ 倉地

準決勝：日下 ８－６ 井筒

倉地 ９－７ 斎藤

ＱＦ ：日下 ６－３ 村田

井筒 ６－４ トレド

倉地 ６－０ 平尾

斎藤 ６－４ 槇

○男子ダブルス１７歳以下

優勝 ：斎藤 ・廣部 （立命館宇治）

準優勝：倉地 ・日下 （東山）

３位 ：磯田 ・有田 （東山）

井筒 ・渕田 （同志社国際９

決勝 ：斎藤・廣部 ８－５ 倉地・日下

準決勝：倉地・日下 ８－３ 磯田・有田

斎藤・廣部 ８－２ 井筒・渕田

○女子シングルス１７歳以下

優勝 ：北川 真衣 （同志社女子）

準優勝：河内 ほのか（京都外大西）

３位 ：天野 有理 （京都外大西）

小山 楓 （京都外大西）

Best８：小川 萌子 （同志社女子）

大上 真由 （京都外大西）

安藤 萌 （立命館宇治）

稲荷 思歩 （山城）

決勝 ：北川 ８－１ 河内

準決勝：北川 ８－０ 天野

河内 ８－６ 小山

ＱＦ ：北川 ６－１ 小川

天野 ６－４ 大上

河内 ６－０ 安藤

小山 ６－０ 稲荷

○女子ダブルス１７歳以下

優勝 ：河内・大上 （京都外大西）

準優勝：安藤・服部 （立命館宇治）

３位 ：飯尾・角熊 （華頂女子）

村田・和田 （華頂女子）

決勝 ：河内・大上 ８－６ 安藤・服部

準決勝：安藤・服部 ８－５ 飯尾・角熊

河内・大上 ８－４ 村田・和田

◆関西ジュニアテニス選手権大会

期日：平成２２年７月１６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：森田直樹、三輪大介、日下稜介、川口剛平、

磯田佳孝（以上東山）、瀬古悠貴、定山正人



、（以上京都外大西）、井筒康太（同志社国

際）、北野暢平、廣部雅臣（以上立命館宇治

）、田村慶太（京教大附属）、谷口翔平（四

の宮ＴＣ：２回戦敗退）

◇１回戦

三輪 大介 ８－０ 足立 雄大（兵：相生学院）

森田 直樹 ８－３ 永井 太陽（和：慶 風）

井筒 康太 １－８ 奥田 圭都（滋：光 泉）

北野 暢平 ８－４ 田中 敏基（滋：光 泉）

瀬古 悠貴 ８－５ 前田 直人（兵：仁川学院）

田村 慶太 ８－３ 林 良雅（滋：東大津 ）

川口 剛平 ４－８ 諌山 航平（兵：相生学院）

日下 稜介 ４－８ 金江 紀幸（兵：甲 南）

廣部 雅臣 ２－８ 武内 直人（和：向 陽）

磯田 佳孝 ３－８ 古村 賢太（兵：甲 南）

定山 正人 ３－８ 田川 佑樹（大：履正社 ）

◇２回戦

三輪 大介 ８－３ 中川 雄大（奈：奈良育英）

森田 直樹 ８－３ 谷口 翔平（京：四の宮TC）

北野 暢平 ７－９ 嶋田 颯人（兵：相生学院）

瀬古 悠貴 ８－０ 田村 慶太（京：京教大附属）

◇３回戦

森田 直樹 ２－０ 三輪 大介（京：東 山）

（6-1,6-3）

瀬古 悠貴 ２－０ 土井 俊範（大：清 風）

（6-4,6-3）

◇４回戦（準々決勝）

森田 直樹 ２－０ 栗林 聡真（大：清 風）

（6-4,6-1）

瀬古 悠貴 ０－２ 奥田 圭都（滋：光 泉）

（4-6,2-6）

◇５回戦（準決勝）

森田 直樹 ２－０ 奥田 圭都（滋：光 泉）

（5-7RET）

◇６回戦（決勝）

森田 直樹 １－２ 上原 伊織（兵：甲 南）

（6-2､(4)6-7,1-6）

※森田直樹（東山）は関西大会準優勝。

※瀬古悠貴（京都外大西）は関西大会Best８。

○男子ダブルス１８歳以下

出場者：森田・三輪、川口・倉地、北田・竹内（以上

東山）、瀬古・谷口（京都外大西・四の宮TC

）、山下・辻（同志社）、

◇１回戦

森田・三輪 ８－２ 川口・倉地（京：東 山）

北田・竹内 ４－８ 開發・谷口（大：近大附属）

瀬古・谷口 ０－８ 上原・古村（兵：甲 南）

山下・辻 ２－８ 奥田・奥田（滋：光 泉）

◇２回戦

森田・三輪 ８－６ 開發・谷口（大：近大附属）

◇３回戦

森田・三輪 ２－０ 金江・大西（兵：甲 南）

（6-3,6-2）

◇４回戦（準決勝）

森田・三輪 ２－０ 上原・古村（兵：甲 南）

（6-4,7-5）

◇５回戦（決勝）

森田・三輪 ０－２ 栗林・上杉（大：清 風）

（3-6,4-6）

※森田・三輪（東山）は関西大会準優勝。

○女子シングルス１８歳以下

出場者：今西日晴、小山楓、天野有理（以上京都外大

西）、北川真衣、阪上文音、小川萌子（以上

同志社女子）、下田奈生子、山之江優香、安

藤萌、井上紗綾（以上立命館宇治）、村田菜

奈、飯尾祥子（以上華頂女子）、稲荷思歩（

山城）、馬渕真依（堀川）、

◇１回戦

今西 美晴 ８－１ 楠部 朋香（和：慶 風）

村田 菜奈 ８－２ 望月 佑起（兵：夙川学院）

稲荷 思歩 ０－８ 山本みどり（兵：園田学園）

小山 楓 ８－０ 飯尾 祥子（京：華頂女子）

下田奈生子 ９－７ 村田 瑞季（大：大阪学院）

北川 真衣 ８－４ 安藤 萌（京：立命館宇治）

山之江優香 ６－８ 染川 唯（奈：奈良育英）

天野 有理 ０－８ 野井夕夏子（兵：駿台甲英）

阪上 文音 ８－５ 井上 紗綾（京：立命館宇治）

小川 萌子 ３－８ 大西 美波（滋：栗 東）

馬渕 真依 ２－８ 池田 愛依（兵：園田学園）

◇２回戦

今西 美晴 ８－２ 平井砂央里（大：長尾谷 ）

村田 菜奈 ４－８ 大嶋あゆ子（兵：明石城西）

小山 楓 ８－４ 池尻 陽香（滋：守 山）

下田奈生子 ８－２ 足立 芽衣（兵：園田学園）

北川 真衣 ８－２ 藤原 彩葉（大：大阪学院）

阪上 文音 ５－８ 大東 彩（兵：夙川学院）

◇３回戦

今西 美晴 ０－２ 村上亜利沙（兵：園田学園）

（3-6,2-4RET）

小山 楓 ０－２ 山本みどり（兵：園田学園）

（4-6,3-6）

下田奈生子 ０－２ 岡本 佳奈（大：大産大附属）

（4-6,1-6）

北川 真衣 ０－２ 田中 桃子（兵：園田学園）

（1-6,3-6）

○女子ダブルス１８歳以下

出場者：山之江・下田、安藤・服部（以上立命館宇治

）、小山・今西、佐久間・有吉（以上京都外

大西）、北川・阪上（同志社女子）、村田・

尾崎（華頂女子）、

◇１回戦

安藤・服部 ２－８ 長谷川・中山（兵：夙川学院）

山之江・下田４－８ 北浦・大嶋（兵：明石城西）

佐久間・有吉８－１ 和中・谷口（和：和歌山商業）

北川・阪上 ６－８ 大西・山下（滋：栗 東）

小山・今西 ８－０ 上野・伊藤（滋：膳 所）

◇２回戦

佐久間・有吉３－８ 田中・真田（兵：園田学園）

小山・今西 ８－６ 斎藤・池田（兵：園田学園）

◇３回戦

小山・今西 １－２ 村上・山本（兵：園田学園）

（3-6,7-5,2-6）

○男子シングルス１６歳以下

出場者：長船雅喜、トレド玲央、高木智（以上東山）

、槇勇輔（京都外大西）、古澤翔太（立命館

宇治）、有吉孝仁（舞鶴GTC：２回戦敗退）



、中山裕一郎（TCｾブﾝｽﾘｰ：２回戦敗退）、奥

田悠（パブﾘｯｸ：５回戦敗退）、後田知宏（明

石企画：１回戦敗退）、中田直志（パブﾘｯｸ小

倉：３回戦敗退）、遠山恭平（INOUE TA：２

回戦敗退）

◇１回戦

槇 勇輔 ７－９ 竹本 佑亮（兵：ﾄｯプﾗﾝ ）

トレド玲央 １－８ 鈴木 達也（兵：甲 南）

高木 智 ８－１ 長島 一揮（和：ﾅガSC ）

古澤 翔太 ６－８ 中山裕一郎（京：TCｾブﾝｽﾘｰ）

長船 雅喜 ８－３ 森 彩人（兵：関西学院）

◇２回戦

高木 智 ８－３ 中山裕一郎（京：TCｾブﾝｽﾘｰ）

長船 雅喜 ８－１ 前田 貴弘（滋：ｽポﾙﾄｸｫｰﾚ）

◇３回戦

高木 智 ０－２ 奥田 悠（京：パブﾘｯｸ ）

（3-6,3-6）

長船 雅喜 ２－１ 山野 誠（大：清 風）

（6-3,3-6,6-4）

◇４回戦（準々決勝）

長船 雅喜 ２－０ 矢多 弘樹（大：TCｺｽパ三国丘)

（6-2,7-6(7)）

◇５回戦（準決勝）

長船 雅喜 ２－０ 奥田 悠（京：パブﾘｯｸ ）

（6-2,6-3）

◇６回戦（決勝）

長船 雅喜 １－２ 堀切 啓貴（兵：相生学院）

（0-6,6-3,4-6）

※長船雅喜（東山）は関西大会準優勝。

○男子ダブルス１６歳以下

出場者：高木・長船（東山）、トレド・坂上（東山・

光泉）、槇・森田（京都外大西・神足TC）、

木下・矢嶋（ヴｧﾙブﾗﾝｼｭTC：１回戦敗退）、有

吉・天海（舞鶴GTC：１回戦敗退）

◇１回戦

トレド・坂上８－３ 木下・矢嶋（京：ヴｧﾙブﾗﾝｼｭTC）

高木・長船 ８－２ 綾部・兼任（兵：甲南･難波徹NAMP）

槇 ・森田 ３－８ 堀切・細川（兵：相生学院）

◇２回戦

トレド・坂上８－５ 西出・東條（兵：灘 ）

高木・長船 ８－３ 梅岡・市川（大：TCｺｽパ神崎川･啓光)

◇３回戦

トレド・坂上２－０ 石宇・山本（兵：甲南･相生学院 ）

（6-2,6-2）

高木・長船 ２－１ 堀切・細川（兵：相生学院）

（3-6,6-1,6-2）

◇４回戦（準決勝）

トレド・坂上２－０ 矢多・上杉（大：TCｺｽパ三国丘）

（6-4,6-3）

高木・長船 １－２ 西村・森 （兵：関西学院）

（7-6(6)､3-6,3-6）

◇５回戦（決勝）

トレド・坂上２－０ 西村・森 （兵：関西学院）

（6-3,6-3）

※トレド・坂上（東山・光泉）は関西大会優勝。

※高木・長船（東山）は関西大会Best４。

○女子シングルス１６歳以下

出場者：河内ほのか、大上真由（以上京都外大西）、

増岡ななみ、和田桃子（以上華頂女子）、島

井美帆（同志社女子）、八重川美咲（立命館

宇治）、中村美乃（山城）、木村夏奈子（明

石企画：１回戦敗退）、波多野美希（湯山TS

：１回戦敗退）、小山葵（四の宮TC：１回戦

敗退）、渡辺真央（パブﾘｯｸ小倉：１回戦敗退

）、

◇１回戦

増岡ななみ ８－１ 柴垣 由佳（兵：難波徹NAMP ）

大上 真由 ８－６ 増井 菜裕（兵：難波徹NAMP ）

河内ほのか ８－２ 小山 葵（京：四の宮TC）

中村 美乃 ３－８ 井口 亜優（兵：園田学園）

島井 美帆 ４－８ 覚田 美花（大：大商学園）

八重川美咲 ３－８ 鈎 胡桃（滋：栗 東）

和田 桃子 ８－３ 稲荷 千紗（和：向 陽）

◇２回戦

大上 真由 ８－４ 増岡ななみ（京：華頂女子）

河内ほのか ８－６ 志村 桃（滋：栗 東）

和田 桃子 １－８ 加治 遥（兵：園田学園）

◇３回戦

大上 真由 ０－２ 松井くるみ（兵：園田学園）

（2-6,3-6）

河内ほのか W.O.負 畑守 美里（大：城南学園）

○女子ダブルス１６歳以下

出場者：河内・大上（京都外大西）、八重川・高口（

立命館宇治）、増岡・卓野（華頂女子・東宇

治）、山田・小山（湯山TS・四の宮TC：２回

戦敗退）、渡辺・木村（パブﾘｯｸ小倉・明石企

画：１回戦敗退）、

◇１回戦

増岡・卓野 ８－０ 西岡・高野（和：ＩＳＴＡ）

八重川・高口１－８ 首藤・安形（大：城南学園）

河内・大上 ８－４ 松村・高橋（大：城南学園）

◇２回戦

増岡・卓野 ６－８ 首藤・安形（大：城南学園）

河内・大上 ８－１ 首藤・窪村（大：城南学園･星田TC）

◇３回戦

河内・大上 W.O.負 半田・田中（奈：奈良育英）

◆全日本ジュニアテニス選手権大会

期日：平成２２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：森田直樹、三輪大介（以上東山）、瀬古悠

貴（京都外大西）、

◇１回戦

瀬古 悠貴 ２－０ 上杉 哲平（関西：清 風）

（6-3,6-3）

三輪 大介 ０－２ 池川 浩史（関西：相生学院）

（1-6,0-6）

森田 直樹 ２－０ 藤垣 滋（四国：城 南）

（6-3,6-3）

◇２回戦

瀬古 悠貴 １－２ 西田 昇吾（九州：柳 川）

（6-3,6-3）

森田 直樹 ２－０ 大橋 可宏（関東：足利工大附）

（6-1,6-2）



◇３回戦

森田 直樹 １－２ 綿貫 敬介（関東：グﾛｰバﾙプﾛTA ）

（0-6,6-2,3-6）

○男子ダブルス１８歳以下

出場者：森田・三輪（東山）、

◇１回戦

森田・三輪 ２－０ 高山・高橋（関東：湘南工大附）

（6-2,6-2）

◇２回戦

森田・三輪 ２－０ 綿貫・竹内（関東：グﾛｰバﾙプﾛTA ）

（6-2,6-1）

◇３回戦

森田・三輪 ２－０ 弓立・平塚（四国：新 田）

（6-4,6-0）

◇４回戦（準決勝）

森田・三輪 ０－２ 蜂谷・松森（関東：TTC･志津 ）

（3-6,4-6）

※森田・三輪（東山）は全日本大会Best４。

○女子シングルス１８歳以下

出場者：今西美晴、小山楓（以上京都外大西）、北川

真衣（同志社女子）、下田奈生子（立命館宇

治）、

◇１回戦

北川 真衣 ２－１ 池田 愛依（関西：園田学園）

（2-6,6-2,6-3）

下田奈生子 ０－２ 鮎川 真奈（関東：ﾛｲﾔﾙSCTC）

（1-6,1-6）

今西 美晴 ２－０ 岡田 優里（東海：四日市商業）

（6-2,6-1）

小山 楓 ２－０ 吉田千奈美（東海：浜松西）

（6-1,6-1）

◇２回戦

北川 真衣 ０－２ 美濃越 舞（関東：秀明八千代）

（2-6,6-2,6-3）

今西 美晴 ２－０ 青木柚里香（東海：県岐阜商業）

（6-2,6-1）

小山 楓 １－２ 溝邊奈瑠瀬（北信：仁愛女子）

（6-3,2-6,1-6）

◇３回戦

今西 美晴 ２－０ 多田 奈央（関東：秀明英光）

（6-2,7-5）

◇４回戦（準々決勝）

今西 美晴 ２－０ 江口 美沙（関東：富士見丘）

（6-3,6-1）

◇５回戦（準決勝）

今西 美晴 ０－２ 大前綾希子（関東：学芸館 ）

（1-6,1-6）

※今西美晴（京都外大西）は全日本大会Best４。

○女子ダブルス１８歳以下

出場者：小山・今西（京都外大西）

◇１回戦

小山・今西 ２－０ 堀井・佐藤（東北：聖霊女短附）

（6-1,6-4）

◇２回戦

小山・今西 ２－０ 穂積・前原(関東：パｰﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ)

（6-2,7-5）

◇３回戦

小山・今西 ２－０ 藤原・染川(関西：奈良育英）

（6-4,6-3）

◇４回戦

小山・今西 ０－２ 岡本・斎藤(関西：大産大附属）

（1-6,1-6）

○男子シングルス１６歳以下

出場者：長船雅喜、トレド玲央（以上東山）

◇１回戦

長船 雅喜 ２－１ 坂本遥一郎（九州：油山TC ）

（7-6(2)､4-6,6-0）

トレド玲央 １－２ 岸田 海（関東：早稲田実業）

（7-5,3-6,3-6）

◇２回戦

長船 雅喜 ０－２ 中村 侑平（関西：大産大附属）

（5-7,1-6）

○男子ダブルス１６歳以下

出場者：高木・長船（東山）、トレド・坂上（東山・

光泉）

◇１回戦

高木・長船 １－２ 須田・染矢（九州：柳 川）

（7-5,1-6､(2)6-7）

トレド・坂上０－２ 伊藤・立花（東北：岩手･ﾌｧｲﾝTC）

（4-6,3-6）

○女子シングルス１６歳以下

出場者：大上真由、河内ほのか（京都外大西）、加藤

未唯（立命館宇治：５回戦敗退のBest４）

◇１回戦

大上 真由 １－２ 中柴 望貴（東北：常盤ジｭﾆｱTTC）

（3-6,6-2,2-6）

河内ほのか ２－０ 戸塚 祐実（東海：静岡市立）

（6-2,6-0）

◇２回戦

河内ほのか ０－２ 中村 文香（東海：鈴 鹿）

（3-6,4-6）

○女子ダブルス１６歳以下

出場者：河内・大上（京都外大西）、加藤未唯・二宮

真琴（立命館宇治・駿台甲英：５回戦敗退の

準優勝）

◇１回戦

河内・大上 ０－２ 梶谷・池田（関東：ビッグＫ）

（2-6､(2)6-7）

◆関西ジュニア選抜テニス選手権大会

期日：平成２２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：長船雅喜、日下稜介、トレド玲央、倉地芳直

（以上東山）、田村慶太（京教大附属）、加

藤龍聖（パブﾘｯｸ洛西：２回戦敗退）、山西大

（パブﾘｯｸ小倉：１回戦敗退）

◇１回戦

倉地 芳直 ６－８ 前山 龍太（大：履正社 ）

トレド玲央 ８－３ 田村 慶太（京：京教大附属）



◇２回戦

日下 稜介 ８－３ トレド玲央（京：東 山）

長船 雅喜 9-8(4) 永井 太陽（和：慶 風）

◇３回戦

長船 雅喜 ２－０ 藤井遼太郎（滋：パブﾘｯｸTE）

（6-0,6-2）

◇４回戦（準々決勝）

長船 雅喜 ２－０ 谷口 暢基（大：近大附属）

（6-3,7-5）

◇５回戦（準決勝）

長船 雅喜 ０－２ 堀切 啓貴（兵：相生学院）

（4-6,4-6）

※長船雅喜（東山）は関西大会Best４。

○女子シングルス

出場者：

小山楓、河内ほのか、大上真由（以上京都外

大西）、北川真衣（同志社女子）、安藤萌（

立命館宇治）、村田菜奈（華頂女子）、渡辺

真央（パブﾘｯｸ小倉：２回戦敗退）、村瀬早香

（パブﾘｯｸ洛西：３回戦敗退）、

◇１回戦

安藤 萌 ８－４ 樋口菜穂子（奈：ダｲﾔTC学園前）

大上 真由 ８－２ 窪之内季音（奈：ダｲﾔTC学園前）

村田 菜奈 ５－８ 清水 莉沙（滋：栗 東）

◇２回戦

安藤 萌 １－８ 野井夕夏子（兵：駿台甲英）

河内ほのか ９－７ 三輪 愛永（大：ﾃﾆｽガｰデﾝ高槻）

小山 楓 ８－３ 渡辺 真央（京：パブﾘｯｸ小倉）

大上 真由 ０－８ 宇佐美 愛（兵：園田学園）

北川 真衣 ８－４ 井上 鈴架（大：城南学園）

◇３回戦

小山 楓 ２－０ 河内ほのか（京：京都外大西）

（6-1,6-2）

北川 真衣 ２－１ 東中瑠衣子（兵：夙川学院）

（2-6,6-3,6-2）

◇４回戦（準々決勝）

小山 楓 １－２ 野井夕夏子（兵：駿台甲英）

（3-6,6-4,5-7）

北川 真衣 １－２ 大坪 慧美（和：慶 風）

（6-2,3-6,2-6）

※小山楓（京都外大西）と北川真衣（同志社女子）は関

西大会Best８。

◆全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会

期日：平成２３年２月１５日～２月１７日へ移動した

ため、記録は未

会場：大阪市江坂テニスセンター

◆近畿公立学校テニス大会

期日：平成２３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：京都八幡、紫野

◇予選リーグ第１ブロック

京都八幡 ２－３ 向 陽 （和歌山）

京都八幡 ２－３ 北 野 （大阪）

※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２ブロック

南 陽 ３－２ 膳 所 （滋賀）

南 陽 ３－２ 北 野 （大阪）

※洛北は予選ブロック１位で１～８位トーナメントへ

◇１～８位トーナメント１回戦

南 陽 ３－２ 奈女大附属（奈良）

◇１～８位トーナメント２回戦

南 陽 ３－２ 北 野 （大阪）

◇１～８位トーナメント３回戦（決勝）

南 陽 ０－３ 向 陽 （和歌山）

◇９～１２位決定戦１回戦

京都八幡 ４－０ 水口東 （滋賀）

◇９～１２位決定戦２回戦

京都八幡 ３－２ 膳 所 （滋賀）

★最終結果：南陽は２位、京都八幡は９位

○女子団体

出場校：山城、洛西

◇予選リーグ第３ブロック

洛 西 １－４ 桜 宮 （大阪）

洛 西 ０－５ 和歌山商業（和歌山）

※洛西は予選ブロック３位で９～１２位トーナメントへ

◇予選リーグ第４ブロック

山 城 ２－３ 市立西 （大阪）

山 城 ３－２ 奈 良 （奈良）

※山城は予選ブロック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

山 城 １－３ 平 城 （奈良）

◇１～８位トーナメント敗者復活１回戦

山 城 ２－３ 海 南 （和歌山）

◇９～１２位決定戦１回戦

洛 西 ３－１ 膳 所 （滋賀）

◇９～１２位決定戦２回戦

洛 西 １－４ 奈 良 （奈良）

★最終結果：山城は７位、洛西は１０位

◆近畿私学テニス大会

期日：平成２２年１２月１６日

会場：滋賀県長浜ドーム

記録届かず


