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［総評］

本年度も大きな変更点はなく、現行の規定・制度に基づ

いて、１年間の試合や行事を無事に消化できた。土曜日の

活用方法、役員の人的問題及び、財政の問題など、課題点

はまだいろいろと残っている。今後も、専門部加盟校の顧

問の先生方としっかり協議・検討を重ねて、よりよい大会

運営・専門部運営をしていけるようにしていきたい。

本年度専門部運営において特筆すべきことに関しては、

全国選抜予選の日程と公立高校大会の改革があげられる。

今年度暦の関係で、９月の祝祭日が１日少なくなり、近畿

高校大会や国民体育大会との間でなんとか現行の大会日程

を維持するために、１日だけ平日開催を検討し、高体連事

務局と折衝を重ねたが許可がおりず、ＱＦ以降の８プロセ

ットマッチを１セットマッチに変更して２日間で大会日程

を設定しなければならなかったことである。また公立高校

大会においては、個人戦（団体戦が天候により伸びた場合

は個人戦は中止）も団体戦同様、夏に１次予選を、秋に２

次予選の形式に変更したことである。これにより、８月に

実施する個人戦もコンソレーションを含め、順調に消化で

きるようになった。

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。

今年度競技の上で一番の特筆すべきことは、まず、９月

の近畿高校テニス大会において、清水柚華（京都外大西）

が、ダブルスでは昨年度鈴木理子と今年度は松野朋実と組

んで、史上初の２年連続単複完全制覇を成し遂げたことで

ある。１・２年生しか出場できないこの大会で、シングル

ス２連覇の記録などはあったが、２年連続の完全制覇は男

女通じて初めての記録で、今後並ばれることはあっても決

して破られない素晴らしい記録である。次に高体連の試合

ではないが、藤原智也（東山）がＪＯＣジュニアオリンピ

ックカップ（旧全日本室内選抜）で全国優勝したことであ

る。このような素晴らしい戦績を残した選手諸君に、健闘

を称え大きな拍手を贈りたい。今後も、テニス界で活躍し

てくれることを祈っている。

ここ近年、近畿大会だけでなく、全国総体や全国選抜の

全国大会で毎年素晴らしい戦績を残してくれており、京都

府のレベルアップを如実に表す戦績であり、後輩の選手諸

君もこれらの素晴らしい戦績に続けるように、それぞれが

切磋琢磨して競い合って、京都府のレベルアップにつなげ

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

体では昨年の雪辱を果たし東山が代表校になり、２年生の

小路と１年生の藤原を中心に、近畿選抜でも健闘した。全

国選抜予選では東山が優勝し、東山と京都外大西と京都府

代表となり、近畿予選では東山が２位、京都外大西が３位

となり、ともに全国選抜への出場が決定した。東山は小路

や藤原を中心に、一致団結して全国選抜でベスト８以上を

目指してほしい。京都外大西は２年生の藤林を中心に実力

のある選手が揃っているので、総合力で同じくベスト８を

目指してほしい。女子の全国総体では京都外大西が京都代

表として近畿選抜や全国総体でも健闘した。全国選抜予選

では、京都外大西と昨年度の雪辱を果たした同志社女子が

京都府代表校となった。京都外大西は２年生の清水を中心

に、近畿予選でも準優勝となり、全国選抜では是非とも表

彰台を目指してほしい。同志社女子は大砲はいないが全員

の実力が伯仲しており、近畿予選では５位で全国選抜への

出場を決めた。全国大会では近畿予選と同様、一戦一戦を

大切に戦い、ベスト１６を目指してほしい。どのチームに

も２年と１年の実力者が多くいるので、今後の活躍も期待

したい。

今年の国民体育大会では、男子は松田龍樹（リンクスＴ

Ａ）と藤原智也（東山）、女子は清水柚華（京都外大西）

と今村咲（JacProject）が出場した。男女とも本来の力を

発揮して、男子は５位、女子は３位になったのは特筆でき

る。

個人戦を振り返ると、全国総体では、男子シングルスで

は岩田（同志社国際）、中村（東山）、藤林（京都外大西

）、ダブルスでは小路・藤原（東山）、女子シングルスで

は清水、古澤（以上京都外大西）、川上（同志社女子）、

ダブルスでは鈴木・清水、石川・小柳（以上京都外大西）

が京都府の代表となった。近畿選抜で女子ダブルスで２連

覇を果たした鈴木・清水は全国総体では惜しくも３回戦で

敗れた。また、女子シングルスの清水も３回戦で敗退した

のは残念である。他にはＭＵＦＧジュニア全国大会で藤原

智也（東山）が全国大会ベスト４に輝いた。関西ジュニア

では後述のように、１８歳男子ダブルスで岩田（同志社国

際）が、１８歳女子シングルスで清水（京都外大西）が、

１８歳女子ダブルスで石川・小柳（京都外大西）が、１６

歳男子シングルスで藤原（東山）が、１６歳男子ダブルス

で藤原・内田（東山、京都橘）がそれぞれ３位を獲得し、

また、全日本ジュニアでは１８歳女子ダブルスで清水・鈴

木（京都外大西）が３位を、１６歳男子シングルスでは藤

原（東山）が準優勝など、数多くの表彰台に上がった選手

がいる。

後半は、清水柚華（京都外大西）の史上初の近畿高校大

会２年連続単複完全制覇の他に、同大会において、男子ダ

ブルスで星野・内田（京都外大西）が見事準優勝となるな

ど、素晴らしい戦績を残したのは特筆できる。近畿高校大

会以降の秋からの試合においては、男子は全国選抜に出場

する藤原や小路らの東山勢と藤林らの京都外大西勢に、遥

地らの京都両洋勢や岩田らの同志社国際勢のメンバーが中

心となった。女子は清水、古澤、松野らの京都外大西勢、

奥村・渡辺、宮丸らの同志社女子勢に、東、小出らの京都

両洋勢、そして華頂女子の西本などが中心のメンバーとな

った。来年度も新入生を迎えて、どの選手が京都府の代表

を勝ち取るのか楽しみである。

近畿のレベルは、今年度の全国総体が示すように非常に

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。

来年度からは、府内２次予選（本戦）の顧問の引率を義

務化することになった。生徒の安全確保を第一に考え、今

までの良くない慣習を正すために、各校顧問の先生方には

今一層のご理解・ご協力を賜りたい。



［大会記録］

■平成29～29年度京都府高等学校テニスランキング

<平成28年8月近畿大会予選～平成29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 岩田 真優 （同志社国際）

２位 藤林 亮太 （京都外大西）

３位 小路 博隆 （東山）

４位 山羽 優輝 （京都外大西）

５位 中村 和暉 （東山）

６位 星野 智紀 （京都外大西）

７位 石川 琢巳 （京都両洋）

８位 西森 渉馬 （京都外大西）

９位 市川 和樹 （京都外大西）

10位 尾﨑 亮介 （洛星）

○男子ダブルス

１位 小路 博隆 （東山）

２位 岩田 真優 （同志社国際）

３位 藤原 智也 （東山）

４位 中村 和暉 （東山）

５位 石川 尚毅 （京都外大西）

同 山羽 優輝 （京都外大西）

７位 西森 渉馬 （京都外大西）

同 市川 和樹 （京都外大西）

同 藤林 亮太 （京都外大西）

同 星野 智紀 （京都外大西）

○女子シングルス

１位 清水 柚華 （京都外大西）

２位 川上 彩貴 （同志社女子）

３位 鈴木 理子 （京都外大西）

４位 古澤 優奈 （京都外大西）

５位 石川 英里香（京都外大西）

６位 小柳 優望 （京都外大西）

７位 濱 未来 （京都外大西）

同 池田 和香 （立命館宇治）

９位 松野 朋実 （京都外大西）

10位 石井 未弥 （京都両洋）

○女子ダブルス

１位 清水 柚華 （京都外大西）

同 鈴木 理子 （京都外大西）

３位 小柳 優望 （京都外大西）

４位 西川 詩月 （京都外大西）

５位 石川 英里香（京都外大西）

６位 松野 朋実 （京都外大西）

７位 古澤 優奈 （京都外大西）

同 濱 未来 （京都外大西）

９位 川上 彩貴 （同志社女子）

同 甲斐 夕月 （同志社女子）

■平成２９年度全国高等学校テニス順位

（平成２９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

９位 清水 柚華（京都外大西）

同 鈴木 理子（京都外大西）

■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２９年４月２３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）

岩田 真優 (同 志 社 国 際) 8-3

内田 夏樹 (京 都 外 大 西) 8-5

石川 尚毅 (京 都 外 大 西)

石川 琢巳 (京 都 両 洋) 8-4 8-4

山羽 優輝 (京 都 外 大 西) 8-4

橋本 史之信(東 山)

瀧井 嶺治 (同 志 社 国 際) 8-2

藤林 亮太 (京 都 外 大 西) 8-6

藤原 智也 (東 山) 9-7 8-2

中村 和暉 (東 山) 8-3

南郷 敏輝 (紫 野)

市川 和樹 (京 都 外 大 西) 8-3

伊藤 彰吾 (同 志 社 国 際) 8-2 8-2

小嶋 友啓 (京 都 両 洋)

星野 智紀 (京 都 外 大 西) 8-2

小路 博隆 (東 山) 8-5

３位決定戦 藤林 ８－４ 星野

★最終順位：１位 岩田 真優 （同志社国際）

２位 中村 和暉 （東山）

３位 藤林 亮太 （京都外大西）

４位 星野 智紀 （京都外大西）

※１～３位の岩田真優（同志社国際）、中村和暉（東山

）、藤林亮太（京都外大西）の３名が全国総体に出場

○男子ダブルス（Best８以上を掲載）

西川 ・小嶋 (京 都 両 洋) 8-2

石川 ・山羽 (京 都 外 大 西) 9-7

宮川 ・森 (東 山)

中村 ・木村 (東 山) 8-4

小路 ・藤原 (東 山) 8-3 9-7

坂元 ・鳥羽 (東 山)

末吉 ・内田 (京 都 外 大 西) 9-7

天野 ・遥地 (京 都 両 洋) 8-3

★最終順位：１位 小路 ・藤原 （東山）

２位 石川 ・山羽 （京都外大西）

※１位の小路・藤原（東山）が全国総体に出場。



○女子シングルス（Best１６以上を掲載）

清水 柚華 (京 都 外 大 西) 8-1

久保 このみ(京 都 外 大 西) 8-1

西川 詩月 (京 都 外 大 西)

小柳 優望 (京 都 外 大 西) 8-5 8-3

濱 未来 (京 都 外 大 西) 8-3

池田 和香 (立 命 館 宇 治)

東 由唯 (京 都 両 洋) 8-2

鈴木 理子 (京 都 外 大 西) 8-0

石川 英里香(京 都 外 大 西) 8-4 8-4

秦 知里 (立 命 館) 8-5

奥村 志歩美(同 志 社 女 子)

古澤 優奈 (京 都 外 大 西) 8-4

西本 聖良 (華 頂 女 子) 8-6 8-5

松野 朋実 (京 都 外 大 西)

渡辺 実月 (同 志 社 女 子) 8-3

川上 彩貴 (同 志 社 女 子) 8-3

３位決定戦 古澤 ９－７ 鈴木

★最終順位：１位 清水 柚華 （京都外大西）

２位 川上 彩貴 （同志社女子）

３位 古澤 優奈 （京都外大西）

４位 鈴木 理子 （京都外大西）

※１～３位の清水柚華、古澤優奈（以上京都外大西）、

川上彩貴（同志社女子）の３名が全国総体に出場。

○女子ダブルス（Best８以上を掲載）

清水 ・鈴木 (京 都 外 大 西) 8-1

小出 ・石井 (京 都 両 洋) 9-8(4)

川上 ・渡辺 (同 志 社 女 子)

古澤 ・濱 (京 都 外 大 西) 8-6

小柳 ・石川 (京 都 外 大 西) 8-4 8-3

甲斐 ・加茂 (同 志 社 女 子)

尾山 ・馬渕 (京 都 両 洋) 8-3

西川 ・松野 (京 都 外 大 西) 8-6

２位決定戦 小柳・石川 ８－１ 古澤・濱

３位決定戦 古澤・濱 ８－４ 西川・松野

★最終順位：１位 清水 ・鈴木 （京都外大西）

２位 小柳 ・石川 （京都外大西）

※１～２位の清水・鈴木、小柳・石川（以上京都外大西

）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２９年５月１３日～５月１４日（２０日）

会場：太陽か丘・向島西テニスコート他

○男子

Ａブロック 優勝：東山 ２位：紫野

３位：園部、同志社

Ｂブロック 優勝：京都外大西 ２位：鳥羽

３位：西京、立命館宇治

Ｃブロック 優勝：同志社国際 ２位：洛西

３位：京都学園、京都橘

Ｄブロック 優勝：洛星 ２位：京都両洋

３位：南陽、東稜

両丹ブロック 優勝：京都共栄 ２位：峰山

○女子

Ａブロック 優勝：京都外大西 ２位：洛西

３位：北稜、京都橘

Ｂブロック 優勝：同志社女子 ２位：華頂女子

３位：城南菱創、大谷

Ｃブロック 優勝：同志社国際 ２位：立命館宇治

３位：京都女子、京都すばる

Ｄブロック 優勝：京都両洋 ２位：山城

３位：京都八幡、西乙訓

両丹ブロック 優勝：峰山

■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２９年５月２１日（２７日）

会場：丹波自然運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

○男子

東 山 同 志 社 国 際
2-0

京 都 共 栄 Ｂ Ｙ Ｅ
2-1 2-0

洛 星 2-0 京 都 外 大 西

★最終順位：１位 東山

２位 京都外大西

※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 国 際
2-0

Ｂ Ｙ Ｅ 峰 山
2-0 2-0

京 都 両 洋 同 志 社 女 子

★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２９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）

岩田 真優 (同 志 社 国 際) 6-2

坂元 一平 (東 山) 6-2

木山 誠大 (東 山)

星野 智紀 (京 都 外 大 西) 6-0 6-4

橋本 史之信(東 山) 6-4

橋本 敦弥 (洛 星)

鳥羽 開登 (東 山) 7-5

小路 博隆 (東 山) 6-3

藤原 智也 (東 山) 6-0 6-2

南郷 敏輝 (紫 野) 6-4

宮口 滉平 (京 都 外 大 西)

遥地 悠人 (京 都 両 洋) 7-5

石川 琢巳 (京 都 両 洋) 6-1 6-1

小田 泰斗 (東 山)

菊地 達仁 (東 山) 6-4

藤林 亮太 (京 都 外 大 西) 6-3

★最終順位：１位 藤原 智也 （東山）

２位 小路 博隆 （東山）

３位 星野 智紀 （京都外大西）

菊地 達仁 （東山）

※上記のBest16以上の選手、及び順位戦の結果、高倉丈

（同志社国際）の合計１７名が近畿大会に出場。



○男子ダブルス（Best８以上を掲載）

藤原 ・小路 (東 山) 6-4

梅林 ・菊地 (東 山) 7-5

坂元 ・鳥羽 (東 山)

藤林 ・末吉 (京 都 外 大 西) 6-2

高倉 ・岩田 (同 志 社 国 際) 6-1 6-1

遥地 ・石川 (京 都 両 洋)

橋本 ・開 (東 山) 7-5

星野 ・内田 (京 都 外 大 西) 6-2

★最終順位：１位 藤原 ・小路 （東山）

２位 橋本 ・開 （東山）

※上記のBest８以上の合計８組が近畿大会に出場。

○女子シングルス（Best１６以上を掲載）

清水 柚華 (京 都 外 大 西) 6-0

竹内 愛莉 (京 都 両 洋) 6-1

小出 萌 (京 都 両 洋)

奥村 志歩美(同 志 社 女 子) 6-2 6-1

渡辺 実月 (同 志 社 女 子) 6-3

古西 美桜 (京 都 外 大 西)

北村 彩佑里(洛 西) 6-1

松野 朋実 (京 都 外 大 西) 6-2

西本 聖良 (華 頂 女 子) 6-2 6-3

小松 珠莉 (同 志 社 女 子) 6-2

小西 絢子 (京 都 外 大 西)

山田 歩奈 (京 都 外 大 西) 6-2

久保 このみ(京 都 外 大 西) 6-4 6-2

東 由唯 (京 都 両 洋)

橋詰 涼香 (南 陽) 6-3

古澤 優奈 (京 都 外 大 西) 6-1

★最終順位：１位 清水 柚華 （京都外大西）

２位 西本 聖良 （華頂女子）

３位 松野 朋実 （京都外大西）

古澤 優奈 （京都外大西）

※上記のBest16以上の選手、及び順位戦の結果、宮丸千

聖（同志社女子）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）

清水 ・松野 (京 都 外 大 西) 6-2

永尾 ・藤井 (同 志 社 女 子) 6-1

東 ・福本0 (京 都 両 洋)

小出 ・竹内 (京 都 両 洋) 7-5

古澤 ・久保 (京 都 外 大 西) 6-2 6-1

奥村 ・小松 (同 志 社 女 子)

小杉 ・石橋 (同 志 社 女 子) 6-4

渡辺 ・甲斐 (同 志 社 女 子) 6-0

★最終順位：１位 清水 ・松野 （京都外大西）

２位 渡辺 ・甲斐 （同志社女子）

※上記のBest８以上の合計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２８年９月２２日～９月２５日(10/1,8)

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 5-0 4-0 京都両洋

西 京 3-0 3-1 鳥 羽

城南菱創 花 園

同 志 社 5-0 5-0 紫 野
3-0 3-0

立命館宇治 4-1 3-2 3-0 洛 星

京都学園 京都八幡

洛 西 3-0 3-1 京 都 橘

同志社国際 3-0 5-0 京都外大西

２位決定戦 京都外大西 対戦済 京都両洋

２位決定戦 京都両洋 ３－２ 同志社国際

★最終順位：１位 東山

２位 京都外大西

３位 京都両洋

４位 同志社国際

※１位の東山高校と２位の京都外大西高校の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 京都両洋

桂 4-0 3-0 北 稜
３
鳥 羽 堀 川

南 陽 5-0 5-0 山 城
3-0 3-0

同 志 社 3-1 3-2 5-0 立命館宇治

洛 西 大 谷

莵 道 3-2 3-0 京都すばる

華頂女子 3-2 3-0 同志社女子

２位決定戦 同志社女子 対戦済 京都両洋

２位決定戦 京都両洋 ３－０ 華頂女子

★最終順位：１位 京都外大西

２位 同志社女子

３位 京都両洋

４位 華頂女子

※１位の京都外大西高校と２位の同志社女子高校の２校

が全国選抜の近畿地区予選に出場。

■京都府高等学校テニス選手権大会

期日：平成２９年１０月９日～１０月２９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）

岩田 真優 (同 志 社 国 際) 6-3

内田 夏樹信(京 都 外 大 西) 6-4

倉 一猛 (京 都 学 園)

橋本 敦弥 (洛 星) 6-2 6-4

菊地 達仁 (東 山) 6-4

村上 大稀 (紫 野)

鳥羽 開登 (東 山) 6-2

小路 博隆 (東 山) 6-2

星野 智紀 (京 都 外 大 西) 6-4 6-3

坂元 一平 (東 山) 6-4

橋本 史之信(東 山)

佐々木 達郎(同 志 社 国 際) 6-4

藤林 亮太 (京 都 外 大 西) 6-1 6-0

大家 慧士郎(南 陽)

山内 健寛 (紫 野) 6-3

藤原 智也 (東 山) 6-0



★最終順位：１位 藤原 智也 （東山）

２位 小路 博隆 （東山）

３位 橋本 敦弥 （洛星）

星野 智紀 （京都外大西）

○男子ダブルス（Best８以上を掲載）

藤原 ・小路 (東 山) 6-4

坂元 ・鳥羽 (東 山) 6-4

梅林 ・菊地 (東 山)

藤林 ・末吉 (京 都 外 大 西) 6-3

高倉 ・岩田 (同 志 社 国 際) 6-2 6-1

星野 ・内田 (京 都 外 大 西)

遥地 ・石川 (京 都 両 洋) 6-3

和田 ・中村 (鳥 羽) 6-3

★最終順位：１位 藤原 ・小路 （東山）

２位 遥地 ・石川 （京都両洋）

○女子シングルス（Best１６以上を掲載）

古澤 優奈 (京 都 外 大 西) 6-2

竹内 愛莉 (京 都 両 洋) 6-4

小松 珠莉 (同 志 社 女 子)

山田 歩奈 (京 都 外 大 西) 6-3 6-1

奥村 志歩美(同 志 社 女 子) 6-3

渡辺 実月 (同 志 社 女 子)

宮丸 千聖 (同 志 社 女 子) 6-3

久保 このみ(京 都 外 大 西) 6-2

松野 朋実 (京 都 外 大 西) 6-2 6-3

橋詰 涼香 (南 陽) 6-1

伊藤 詩穂 (同 志 社 国 際)

東 由唯 (京 都 両 洋) 6-2

古西 美桜 (京 都 外 大 西) 6-4 6-1

小出 萌 (京 都 両 洋)

北村 彩佑里(洛 西) 6-2

西本 聖良 (華 頂 女 子) 6-0

★最終順位：１位 松野 朋実 （京都外大西）

２位 山田 志歩 （京都外大西）

３位 久保 このみ（京都外大西）

西本 聖良 （華頂女子）

○女子ダブルス（Best８以上を掲載）

甲斐 ・渡辺 (同 志 社 女 子) 6-3

西本 ・四方 (華 頂 女 子) 6-3

奥村 ・宮丸 (同 志 社 女 子)

東 ・福本 (京 都 両 洋) 6-4

小出 ・竹内 (京 都 両 洋) 6-3 6-4

橋詰 ・木村 (南 陽)

井上 ・中本 (京 都 両 洋) 6-4

古澤 ・久保 (京 都 外 大 西) 6-0

★最終順位：１位 古澤 ・久保 （京都外大西）

２位 奥村 ・宮丸 （同志社女子）

■平成２９年度京都招待テニス選手権

期日：平成２９年１２月１６日～１２月１７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) 3-0

同 志 社(京 都) 2-1

羽 衣 学 園(大 阪)

京 都 両 洋(京 都) 2-1 3-0

関 西 学 院(兵 庫) 2-1

慶 風(和 歌 山)

京 都 外 大 西(京 都) 2-0

奈 良 学 園(奈 良) 3-0

同 志 社 国 際(京 都) 2-1 2-1

仁 川 学 院(兵 庫) 2-1

履 正 社(大 阪)

奈 良 女 大 附(奈 良) 2-1

立 命 館 守 山(滋 賀) 3-0 2-1

東 山(京 都)

和 歌 山 商 業(和 歌 山) 2-0

紫 野(京 都) 2-1

３位決定戦 同志社国際(京) ２－１ 京都両洋(京)

★最終順位：１位 東山（京都）

２位 京都外大西（京都）

３位 同志社国際（京都）

４位 京都両洋（京都）

○女子団体（本戦ドローのみ掲載）

近 大 和 歌 山(和 歌 山) 3-0

守 山(滋 賀) 2-1

芦 屋 学 園(兵 庫)

山 城(京 都) 3-0 2-1

南 陽(京 都) 3-0

登 美 ケ 丘(奈 良)

同 志 社 香 里(大 阪) 2-0

京 都 両 洋(京 都) 3-0

加 古 川 北(兵 庫) 2-1 2-1

高 槻 北(大 阪) 2-1

華 頂 女 子(京 都)

平 城(奈 良) 2-1

開 智(和 歌 山) 3-0 2-1

京 都 外 大 西(京 都)

立 命 館 宇 治(京 都) 2-0

立 命 館 守 山(滋 賀) 2-1

３位決定戦 京都両洋(京)３－０華頂滋女子(京)

★最終順位：１位 京都外大西（京都）

２位 芦屋学園（兵庫）

３位 京都両洋（京都）

４位 華頂女子（京都）

○男子シングルス（Best８以上を掲載）

遥地 悠人 (京：京 都 両 洋) 6-1

坂元 一平 (京：東 山) 6-1

青木 翔太郎(和：慶 風)

岡﨑 綜太 (兵：関 西 学 院) 6-3

石川 琢巳 (京：京 都 両 洋) 6-3 6-1

小路 博隆 (京：東 山)

岩田 真優 (京：同 志 社 国 際) 6-3

進藤 大陸 (京：京 都 外 大 西) 6-1

３位決定戦 小路(京) ６－１ 岡﨑（兵）



★最終順位：１位 岩田 真優（京：同志社国際）

２位 坂元 一平（京：東山）

３位 小路 博隆（京：東山）

４位 岡﨑 綜太（兵：関西学院）

○男子ダブルス（Best４以上を掲載）

橋本 ・開 (京：東 山) 6-3

西崎 ・鹿室 (大：羽 衣 学 園) 6-2

高橋 ・成瀬 (和：慶 風)

細川 ・栗眞 (大：履 正 社) 7-5

３位決定戦 西崎・鹿室(大)６－３細川・栗眞(大)

★最終順位：１位 橋本・開 （京：東山）

２位 高橋・成瀬（和：慶風）

○女子シングルス（Best８以上を掲載）

東 由唯 (京：京 都 両 洋) 6-4

渡辺 実月 (京：同 志 社 女 子) 6-4

岡井 志織 (奈：登 美 ケ 丘)

氷室 杏美 (兵：加 古 川 北) 6-1

坂江 美空 (奈：登 美 ケ 丘) 6-4 6-1

奥村 志歩美(京：同 志 社 女 子)

山田 歩奈 (京：京 都 外 大 西) 6-3

小出 萌 (京：京 都 両 洋) 6-2

３位決定戦 氷室（兵）７－５小出(京）

★最終順位：１位 渡辺 実月（京：同志社女子）

２位 坂江 美空（奈：登美ケ丘）

３位 氷室 杏美（兵：加古川北）

４位 小出 萌 （京：京都両洋）

○女子ダブルス（Best４以上を掲載）

竹内 ・福本 (京：京 都 両 洋) 6-1

甲斐 ・宮丸 (京：同 志 社 女 子) 7-6(6)

横井 ・小林 (奈：登 美 ケ 丘)

古西 ・小西 (京：京 都 外 大 西) 7-6(3)

３位決定戦 甲斐・宮丸(京)６－３古西・小西(京)

★最終順位：１位 竹内・福本（京：京都両洋）

２位 横井・小林（奈：登美ケ丘）

■京都府公立高等学校テニス選手権大会団体１次予選＆個

人１次予選

期日：平成２９年７月３１日～８月２日

会場：丹波自然運動公園テニスコート

○男子団体の部１次予選

Ａブロック １位：紫野 ２位：堀川

Ｂブロック １位：南陽 ２位：鳥羽

Ｃブロック １位：城南菱創 ２位：洛北

Ｄブロック １位：洛西 ２位：桃山

Ａブロック決勝 紫野 ４－０ 堀川

Ｂブロック決勝 南陽 ３－２ 鳥羽

Ｃブロック決勝 城南菱創 ３－０ 洛北

Ｄブロック決勝 洛西 ３－２ 桃山

○女子団体の部１次予選

Ａブロック １位：洛西 ２位：洛北

Ｂブロック １位：山城 ２位：莵道

Ｃブロック １位：南陽 ２位：城南菱創

Ｄブロック １位：堀川 ２位：鳥羽

Ａブロック決勝 洛西 ３－２ 洛北

Ｂブロック決勝 山城 ５－０ 莵道

Ｃブロック決勝 南陽 ３－２ 城南菱創

Ｄブロック決勝 堀川 ３－２ 鳥羽

○男子個人の部

Ａブロック １位：南郷 敏輝 （紫野）

２位：田中 大輔 （南陽）

Ｂブロック １位：山内 健寛 （紫野）

２位：中村 凌大 （鳥羽）

Ｃブロック １位：吉田 大晟 （紫野）

２位：桐谷 彰人 （城南菱創）

Ｄブロック １位：和田 豪志 （鳥羽）

２位：村上 大稀 （紫野）

Ａブロック決勝 南郷 ６－１ 田中

Ｂブロック決勝 山内 ６－４ 中村

Ｃブロック決勝 吉田 ６－２ 桐谷

Ｄブロック決勝 和田 ６－２ 村上

○女子個人の部

Ａブロック １位：北村 彩佑里（洛西）

２位：田中 梨緒 （城南菱創）

Ｂブロック １位：橋詰 涼香 （南陽）

２位：上田 莉帆 （山城）

Ｃブロック １位：岸本 美結 （山城）

２位：平井 友紀乃（山城）

Ｄブロック １位：嶌 瑞希 （莵道）

２位：木村 結衣 （南陽）

Ａブロック決勝 北村 ６－１ 田中

Ｂブロック決勝 橋詰 ６－１ 上田

Ｃブロック決勝 岸本 7-6(3) 平井

Ｄブロック決勝 嶌 ６－４ 木村

■京都府私立高等学校テニス選手権大会

期日：平成２９年８月２６日～８月２７日（９／３）

会場：太陽か丘テニスコート

○男子の部

優勝 ：京都外大西

２位 ：東山

３位 ：京都両洋

４位 ：同志社国際

決勝 ：京都外大西 ２－１ 東山

２－３位決定：東山 対戦済 京都両洋

３－４位決定：京都両洋 ２－１ 同志社国際

準決勝 ：東山 ２－０打切 京都両洋

京都外大西 ２－１ 同志社国際

※１～２位の京都外大西高校、東山高校の２校と３位の

京都両洋高校がドリーム枠で近畿私学高校テニス大会

に出場。

○女子の部

優勝 ：京都外大西

２位 ：同志社女子

３位 ：京都両洋

４位 ：同志社



決勝 ：京都外大西 ２－０打切 同志社女子

２－３位決定：同志社女子 対戦済 京都両洋

３－４位決定：京都両洋 ３－０ 同志社

準決勝 ：京都外大西 ２－０打切 同志社

同志社女子 ２－１ 京都両洋

※１～２位の京都外大西高校、同志社女子高校の２校と

３位の京都両洋高校がドリーム枠で近畿私学高校テニ

ス大会に出場。

○男子チャレンジ大会

優勝 ：東山Ａ

２位 ：京都外大西

３位 ：京都両洋、東山Ｂ

○女子チャレンジ大会

優勝 ：同志社女子Ａ

２位 ：京都両洋

３位 ：京都女子、同志社女子Ｃ

■京都府公立高等学校テニス選手権大会団体２次予選＆個

人２次予選

期日：平成２９年１１月１１日（12日）

会場：久御山高校テニスコート

○男子団体の部２次予選

優勝 ：紫野

２位 ：城南菱創

３位 ：南陽

４位 ：洛西

決勝 ：紫野 ３－１打切 城南菱創

２－３位決定：城南菱創 ３－２ 南陽

３－４位決定：南陽 ３－０打切 洛西

準決勝 ：紫野 ３－０打切 南陽

城南菱創 ３－０打切 洛西

※１～２位の紫野高校、城南菱創紫野高校の２校が近畿

公立高校テニス大会に出場。

○女子団体の部２次予選

優勝 ：山城

２位 ：南陽

３位 ：洛西

４位 ：堀川

決勝 ：山城 ３－１打切 南陽

２－３位決定：南陽 対戦済 洛西

３－４位決定：洛西 ３－２ 堀川

準決勝 ：山城 ３－０打切 堀川

南陽 ３－０打切 洛西

※１～２位の山城高校、南陽高校の２校が近畿公立高校

テニス大会に出場。

◆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２９年３月２５日～４月１日（２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 ：小路 博隆 （東山）

準優勝：松田 龍樹 （リンクス）

３位 ：岩田 真優 （同志社国際）

藤林 亮太 （京都外大西）

Best８：山羽 優輝 （京都外大西）

尾﨑 亮介 （洛星）

石川 琢巳 （京都両洋）

星野 智紀 （京都外大西）

決勝 ：小路 ２（1-6,6-2,7-5）１ 松田

準決勝：松田 ８－２ 岩田

小路 ８－５ 藤林

ＱＦ ：松田 ８－３ 山羽

岩田 ８－１ 尾﨑

藤林 ８－５ 石川

小路 ９－７ 星野

○男子シングルス１６歳以下の部

優勝 ：藤原 智也 （サン城陽TC）

準優勝：遥地 悠人 （京都両洋）

３位 ：橋本 敦弥 （西の丘LTC）

橋本 史之信（東山）

決勝 ：藤原 ２（6-2,6-1）０ 遥地

準決勝：藤原 ２（6-2,6-4）０ 橋本敦

遥地 ２（6-2,6-3）０ 橋本史

※１８歳以下の優勝・準優勝・Best４と１６歳以下の優

勝・準優勝の戦績を残した高校生、及び中学３年生は

国体の最終選考会へ出場。

○女子シングルス１８歳以下の部

優勝 ：清水 柚華 （京都外大西）

準優勝：川上 彩貴 （同志社女子）

３位 ：古澤 優奈 （京都外大西）

鈴木 理子 （京都外大西）

Best８：濱 未来 （京都外大西）

石井 未弥 （京都両洋）

石川 英里香（京都外大西）

松野 朋実 （京都外大西）

決勝 ：清水 ２（2-6,6-2,6-1）１ 川上

準決勝：清水 ８－２ 古澤

川上 ８－３ 鈴木

ＱＦ ：清水 ８－２ 濱

古澤 ８－３ 石井

鈴木 ８－２ 石川

川上 ８－０ 松野

○女子シングルス１６歳以下の部

優勝 ：西尾 萌々子（パブﾘｯｸ洛西）

準優勝：今村 咲 （JACProject）

３位 ：安本 華音 （ヴｧﾙヴﾗﾝｼｭTC）

西本 聖良 （華頂女子）

決勝 ：西尾 ２（6-2,6-3）０ 今村

準決勝：西尾 ２（6-1,6-0）０ 安本

今村 ２（6-2,7-5）０ 西本

※１８歳以下の優勝・準優勝・Best４と１６歳以下の優

勝・準優勝の戦績を残した高校生、及び中学３年生は

国体の最終選考会へ出場。



○男子ダブルス１８歳以下の部

優勝 ：岩田 ・松田 （同志社国際・リンクス）

準優勝：藤林 ・星野 （京都外大西）

３位 ：木村 ・梅林 （東山）

市川 ・西森 （京都外大西）

決勝 ：岩田・松田２（6-1,6-3）０ 藤林・星野

準決勝：岩田・松田 ８－０ 木村・梅林

藤林・星野 ８－６ 市川・西森

○男子ダブルス１６歳以下の部

優勝 ：内田 ・藤原 （四宮TC・サン城陽TC）

準優勝：開 ・橋本 （東山）

決勝 ：内田・藤原 ２（7-5,7-5）１ 開 ・橋本

○女子ダブルス１８歳以下の部

優勝 ：鈴木 ・清水 （京都外大西）

準優勝：松野 ・西川 （京都外大西）

３位 ：川上 ・甲斐 （同志社女子）

小柳 ・石川 （京都外大西）

決勝 ：鈴木・清水 ２（7-5,6-3）１ 松野・西川

準決勝：鈴木・清水 ９－７ 川上・甲斐

松野・西川 ８－６ 小柳・石川

○女子ダブルス１６歳以下の部

優勝 ：西尾 ・今村 （パブﾘｯｸ洛西・JACProject）

準優勝：渡辺 ・安本 （同志社女子・ヴｧﾙヴﾗﾝｼｭTC）

決勝 ：西尾・今村 ２（6-3,6-1）０ 渡辺・安本

◆国民体育大会京都府最終選考会

期日：平成２９年６月１０日～６月１１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：松田龍樹（リンクス）、藤原智也、小路博隆

、中村和暉（以上東山）、岩田真優（同志社

国際）、藤林良太（京都外大西）、遥地悠人

（京都両洋）

△男子予選リーグＡ

松田 岩田 藤林 遥地 勝敗

松 田 ○8-5 ○8-1 ○8-1 3勝0敗

岩 田 ×5-8 ○8-6 ○8-0 2勝1敗

藤 林 ×1-8 ×6-8 ○8-3 1勝2敗

遥 地 ×1-8 ×0-8 ×3-8 0勝3敗

△男子予選リーグＢ

藤原 小路 中村 勝敗

藤 原 ○9-8 ○8-5 2勝0敗

小 路 ×8-9 ○8-2 1勝1敗

中 村 ×5-8 ×2-8 0勝2敗

△男子決勝リーグ

藤原 松田 岩田 小路 勝敗

藤 原 ×3-8 ○8-6 ○8-3 3勝0敗

松 田 ○8-3 ○8-5 ○8-3 2勝1敗

岩 田 ×6-8 ×5-8 ×1-8 0勝3敗

小 路 ×3-8 ×3-8 ○8-1 1勝2敗

順位：１位 松田、２位 藤原、３位 小路、

４位 岩田

※１位の松田龍樹（リンクス）と２位の藤原智也（東山

）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：清水柚華、古澤優奈、鈴木理子、小柳優望（

以上京都外大西）、川上彩貴（同志社女子）

、西尾萌々子（パブﾘｯｸ洛西）、今村咲（ＪＡ

ＣProject）

△女子予選リーグＡ

清水 鈴木 今村 小柳 勝敗

清 水 ×0-8 ○9-8 ○8-4 2勝1敗

鈴 木 ○8-0 ×2-8 ×4-8 1勝2敗

今 村 ×8-9 ○8-2 ○8-4 2勝1敗

小 柳 ×4-8 ○8-4 ×4-8 1勝2敗

△女子予選リーグＢ

古澤 川上 西尾 勝敗

古 澤 ×8-9 ×8-9 0勝2敗

川 上 ○9-8 ×7-9 1勝1敗

西 尾 ○9-8 ○9-7 2勝0敗

△女子決勝リーグ

今村 西尾 川上 清水 勝敗

今 村 ○8-1 ○8-2 ×5-8 2勝1敗

西 尾 ×1-8 ×4-8 ○8-6 1勝2敗

川 上 ×2-8 ○8-4 ×6-8 1勝2敗

清 水 ○8-5 ×6-8 ○8-6 2勝1敗

順位：１位 清水、２位 今村、３位 川上、

４位 西尾

※１位の清水柚華（京都外大西）と２位の今村咲（ＪＡ

ＣProject）の２名は京都府代表選手として、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２９年３月２０日～３月２５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、京都外大西

◇１回戦

京都外大西 ４－１ 浦和学院（埼玉）

Ｓ１ 藤林 亮太 ６－３ 岡 悠多

Ｄ１ 西森・石川 ７－５ 愛敬・山口

Ｓ２ 星野 智紀 ４－６ 熊倉 寛人

Ｄ２ 末吉・内田 ６－１ 和田・齋藤

Ｓ３ 山羽 優輝 ６－０ 須藤 弘稀



◇２回戦

東 山 ４－１ 平 城（奈良）

Ｓ１ 小路 博隆 ６－０ 八木 優征

Ｄ１ 宮川・森 ７－５ 鶴田・藤田

Ｓ２ 中村 和暉 ３－６ 奥本 健太郎

Ｄ２ 鳥羽・坂元 ６－０ 橋本・佃

Ｓ３ 開 清弥 ６－１ 富永 健斗

京都外大西 ３－２ 四日市工（三重）

Ｓ１ 藤林 亮太 ６－４ 伊達 佳佑

Ｄ１ 星野・市川 ６－４ 町田・山岸

Ｓ２ 西森 翔馬 ４－６ 白井 淳也

Ｄ２ 末吉・内田 ６－３ 永井・須崎

Ｓ３ 山羽 優輝 ４－６ 水谷 大輝

◇３回戦

東 山 ０－３ 相生学院（兵庫）

Ｓ１ 小路 博隆 ３－８ 菊地 裕太

Ｄ１ 宮川・森 ５－８ 名越・山中

Ｓ２ 中村 和暉 ３－８ 阿多 竜也

Ｄ２ 鳥羽・坂元 33打切 中園・米田

Ｓ３ 開 清弥 打切 丸山 隼弥

京都外大西 ２－３ 名経大市邨（愛知）

Ｓ１ 藤林 亮太 ９－７ 北澤 拓真

Ｄ１ 星野・市川 ０－８ 伊藤・林

Ｓ２ 西森 翔馬 ８－６ 伊藤 滉崇

Ｄ２ 末吉・内田 ３－８ 衣川・金子

Ｓ３ 山羽 優輝 １－８ 片山 幸輝

○女子

出場校：京都外大西、京都両洋

◇１回戦

京都外大西 ４－１ 東 京（東京）

Ｓ１ 清水 柚華 ６－１ 河野 友里恵

Ｄ１ 小柳・鈴木 ６－２ 菊嶋・松井

Ｓ２ 古澤 優奈 ４－６ 早瀬 日菜乃

Ｄ２ 濱 ・石川 ６－２ 堀江・長谷川

Ｓ３ 西川 詩月 ６－３ 岸加田 奈々

京都両洋 １－４ 静岡市立（静岡）

Ｓ１ 石井 未弥 ３－６ 富永 まどか

Ｄ１ 馬渕・井上 ３－６ 高市・望月

Ｓ２ 小出 萌 ２－６ 高市 祐美

Ｄ２ 中本・竹内 7-6(2) 石川・鈴木

Ｓ３ 尾山 奈津実 １－６ 三浦 麗奈

◇２回戦

京都外大西 ５－０ 折尾愛真（福岡）

Ｓ１ 清水 柚華 ６－３ 白谷 美佳

Ｄ１ 小柳・鈴木 ６－２ 福田・佐藤

Ｓ２ 古澤 優奈子 ６－０ 田中 凛

Ｄ２ 濱 ・石川 ６－１ 大村・小野

Ｓ３ 西川 詩月 ６－３ 柚木 杏月

◇３回戦

京都外大西 １－３ 相生学院（兵庫）

Ｓ１ 清水 柚華 ７－９ 田中 李佳

Ｄ１ 小柳・鈴木 ８－３ 中島・久田

Ｓ２ 古澤 優奈子 ５－８ 伊藤 さつき

Ｄ２ 濱 ・石川 (5)8-9 田中・人見

Ｓ３ 西川 詩月 15打切 古賀 麻尋

○男子個人戦

出場者：小路博隆（東山）、藤林亮太（京都外大西）

◇２回戦

藤林 亮太 ４－８ 田中 瑛士（新潟：東京学館新潟）

小路 博隆 ８－５ 林田 竜馬（徳島：城 南）

◇３回戦

小路 博隆 ５－８ 丹下 将太（東京：早稲田実業）

○女子個人戦

出場者：清水柚華（京都外大西）、石井未弥（京都両

洋）

◇予選

石井 未弥 ８－０ 柾木沙弥香（愛媛：松山東）

◇１回戦

石井 未弥 ２－８ 谷井 涼香（富山：富山国際大附）

◇２回戦

清水 柚華 ８－５ 鈴木 優 （東京：大 成）

◇３回戦

清水 柚華 (4)8-9 平田 歩 （岡山：岡山学芸館）

◆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２９年６月１６日～６月１８日

会場：滋賀県長浜市長浜ドーム

○男子シングルス

出場者：岩田真優（同志社国際）、中村和暉（東山）

、藤林亮太（京都外大西）

◇１回戦

中村 和暉 ８－５ 加藤 翼（和：慶 風）

◇２回戦

岩田 真優 ３－８ 名越 大地（兵：相生学院）

藤林 亮太 ８－２ 五味 駿一（大：清 風）

中村 和暉 ６－８ 吉野 郁哉（兵：西宮甲英）

◇３回戦

藤林 亮太 ３－８ 吉野 郁哉（兵：西宮甲英）

○男子ダブルス

出場者：藤原・小路（東山）

◇１回戦

藤原・小路 (8)8-9 木村・樋口（大：近大附属）

○男子団体

出場校：東山

◇１回戦

東 山 ２－１ 近大附属（大）

Ｄ 鳥羽・菊地 ３－８ 青田・樋口

Ｓ１ 小路 博隆 ８－４ 木村 航平

Ｓ２ 藤原 智也 ８－３ 仲西 絢

◇２回戦（準決勝）

東 山 ２－１ 清 風（大）

Ｄ 鳥羽・菊地 ８－５ 五味・村田

Ｓ１ 小路 博隆 ８－３ 大植 駿

Ｓ２ 藤原 智也 ２－８ 溝口 昌孝

◇３回戦（決勝）

東 山 ０－２ 相生学院（兵）

Ｄ 鳥羽・菊地 ２－８ 山中・名越

Ｓ１ 小路 博隆 １－８ 菊地 裕太

Ｓ２ 藤原 智也 5-7打切 阿多 竜也

※東山高校は近畿大会準優勝。



○女子シングルス

出場者：清水柚華、古澤優奈（以上京都外大西）、川

上彩貴（同志社女子）

◇２回戦

清水 柚華 ８－２ 中村 天音（奈：奈良育英）

川上 彩貴 ６－８ 中島 美夢（兵：相生学院）

古澤 優奈 １－８ 田中 季佳（兵：相生学院）

◇２回戦

清水 柚華 ８－１ 小島 真央（大：大商学園）

◇３回戦（準決勝）

清水 柚華 ８－３ 中島 美夢（兵：相生学院）

◇４回戦（決勝）

清水 柚華 ６－８ 田中 季佳（兵：相生学院）

※清水柚華（京都外大西）は近畿大会準優勝。

○女子ダブルス

出場者：清水・鈴木、石川・小柳（以上京都外大西）

◇２回戦

清水・鈴木 ８－４ 小嶋・酒井（大：大商学園）

石川・小柳 ８－０ 川端・中村（奈：奈良育英）

◇３回戦（準決勝）

清水・鈴木 ８－５ 石川・小柳（京：京都外大西）

◇４回戦（決勝）

清水・鈴木 ８－６ 田中・伊藤（兵：相生学院）

※清水・鈴木（京都外大西）は近畿大会優勝。(２連覇)

○女子団体

出場校：京都外大西

◇１回戦

京都外大西 ３－０ 立命館守山（滋賀）

Ｄ 鈴木・小柳 ８－６ 吉池・浅田

Ｓ１ 清水 柚華 ８－０ 奥内 菜々

Ｓ２ 古澤 優奈 ８－３ 遠藤 芹菜

◇２回戦（準決勝）

京都外大西 １－２ 大商学園（大阪）

Ｄ 鈴木・小柳 ８－４ 小嶋・酒井

Ｓ１ 清水 柚華 ７－９ 西田 賀杏央

Ｓ２ 濱 未来 ６－８ 豊島 舞

○男子シングルス新人の部＜本戦記録のみ＞

出場者：星野智紀（京都外大西）、石川琢巳（京都両

洋）、小路博隆、藤原智也、橋本史之信（以

上東山）

◇１回戦

小路 博隆 ６－１ 河田 力丸（奈：奈良女大附）

石川 琢巳 ２－６ 仲里 翼 （兵：相生学院）

橋本 史之信2-0RET 冷水 悠人（和：和歌山商業）

藤原 智也 ６－２ 小村 嘉一（大：神村学園）

◇２回戦

小路 博隆 ６－１ 畑野 慎平（兵：須磨東）

星野 智紀 ６－３ 清水 拓弓（滋：光 泉）

橋本 史之信６－４ 佐々木偉琉（兵：相生学院）

藤原 智也 ６－２ 藤井 将輝（和：近大和歌山）

◇３回戦

小路 博隆 ４－６ 村口 晧亮（大：神村学園）

星野 智紀 ６－２ 橋本史之信（京：東 山）

藤原 智也 ３－６ 丸山 隼弥（兵：相生学院）

◇４回戦（準決勝）

星野 智紀 ５－７ 丸山 隼弥（兵：相生学院）

※星野智紀（京都外大西）は近畿大会新人の部Best４。

○女子シングルス新人の部＜本戦記録のみ＞

出場者：松野朋美、久保このみ（以上京都外大西）、

東由唯（京都両洋）、奥村志歩美、渡辺実月

（以上同志社女子）

◇１回戦

東 由唯 ７－５ 横井 優 （奈：登美ケ丘）

久保 このみ１－６ 氷室 杏美（兵：加古川北）

渡辺 実月 ６－３ 奥野つぐみ（和：開 智）

奥村 志歩美２－６ 望月 美香（大：大商学園）

◇２回戦

東 由唯 １－６ 今田 穂 （兵：啓明学院）

松野 朋実 ２－６ 福居 詩織（大：大商学園）

渡辺 実月 ６－０ 田中菜冴美（兵：相生学院）

◇３回戦

渡辺 実月 ３－６ 福居 詩織（大：大商学園）

○男子団体Ⅱ部

出場校：京都外大西

◇１回戦

京都外大西 ３－０ 履 正 社（大阪）

Ｄ 市川・内田 ６－３ 大桐・藤本

Ｓ１ 藤林 亮太 ６－３ 栗眞 広武

Ｓ２ 星野 智紀 ６－１ 丹治 颯太

◇２回戦（準決勝）

京都外大西 ３－０ 関西学院（兵庫）

Ｄ 内田・末吉 ６－１ 水口・田代

Ｓ１ 藤林 亮太 ６－４ 中水 晧斗

Ｓ２ 星野 智紀 ６－１ 小夏 優太

◇３回戦（決勝）

京都外大西 １－２ 西宮甲英（兵庫）

Ｄ 市川・末吉 ６－０ 阿藤・小西

Ｓ１ 藤林 亮太 ３－６ 吉野 郁哉

Ｓ２ 星野 智紀 ３－６ 市川 泰誠

※京都外大西は近畿大会団体Ⅱ部準優勝。

○女子団体Ⅱ部

出場校：同志社女子

◇１回戦

同志社女子 ２－１ 早稲田摂陵（大阪）

Ｄ 甲斐・宮丸 ４－６ 齊藤・垣内

Ｓ１ 川上 彩貴 ７－５ 新谷 渚

Ｓ２ 渡辺 実月 ６－０ 柳田 梨緒

◇２回戦（準決勝）

同志社女子 ２－０ 啓明学院（兵庫）

Ｄ 甲斐・渡辺 4-3打切 伊井・足立

Ｓ１ 川上 彩貴 ６－０ 今田 穂

Ｓ２ 奥村 志歩美 ６－１ 河村 絵里香

◇３回戦（決勝）

同志社女子 ２－１ 西宮甲英（兵庫）

Ｄ 甲斐・宮丸 ６－０ 岡本・岡﨑

Ｓ１ 川上 彩貴 １－６ 守口 蘭夢

Ｓ２ 渡辺 実月 ６－１ 勝間 みなみ

※同志社女子は近畿大会団体Ⅱ部優勝。

◆全国高等学校総合体育大会テニス競技

期日：平成２９年８月１日～８月８日

会場：福島県会津若松江市会津若松総合運動公園



○男子団体の部

出場校：東山

◇２回戦

東 山 １－２ 静岡市立（静岡）

Ｄ 中村・菊地 ８－５ 山下・木下

Ｓ１ 小路 博隆 ５－８ 田中 諒弥

Ｓ２ 藤原 智也 ６－８ 片山 樹

○男子個人の部シングルス

出場者：岩田真優（同志社国際）、中村和暉（東山）

、藤林亮太（京都外大西）

◇１回戦

藤林 亮太 ６－８ 渡辺 将貴（山梨：駿台甲府）

中村 和暉 ２－８ 保坂 駿太（山梨：駿台甲府）

岩田 真優 ２－８ 林田 竜馬（徳島：城 南）

○男子個人の部ダブルス

出場者：小路・藤原（東山）

◇１回戦

小路・藤原 ０－８ 田形・坂野（東京：大 成）

○女子団体の部

出場校：京都外大西

◇１回戦

京都外大西 ３－０ 共愛学園（群馬）

Ｄ 鈴木・小柳 ８－４ 茂木・小野寺

Ｓ１ 清水 柚華 ８－２ 齊藤 ななみ

Ｓ２ 古澤 優奈 ８－２ 武井 未来

◇２回戦

京都外大西 ３－０ 磐 城（福島）

Ｄ 鈴木・濱 ８－０ 馬目・山﨑寺

Ｓ１ 清水 柚華 ８－１ 種田 嘉子

Ｓ２ 古澤 優奈 50打切 種田 詩織

◇３回戦

京都外大西 １－２ 愛知啓成（愛知）

Ｄ 鈴木・小柳 １－８ 安井・川出

Ｓ１ 清水 柚華 ８－５ 阿部 宏美

Ｓ２ 古澤 優奈 ５－８ 野々山 風花

○女子個人の部シングルス

出場者：清水柚華、古澤優奈（以上京都外大西）、川

上彩貴（同志社女子）

◇１回戦

古澤 優奈 9-8(4) 我那覇真子（沖縄：沖縄尚学）

清水 柚華 ８－６ 猪俣莉々花（山梨：山梨学院）

川上 彩貴 ４－８ 吉岡 希紗（三重：四日市商）

◇２回戦

清水 柚華 ８－２ 北本恵里奈（徳島：富岡西 ）

◇３回戦

清水 柚華 ２－８ 西郷 里奈（千葉：秀明八千代）

○女子個人の部ダブルス

出場者：鈴木・清水、石川・小柳（以上京都外大西）

◇１回戦

石川・小柳 ７－９ 阿部・安井（愛知：愛知啓成）

鈴木・清水 ８－０ 中山・高橋（高知：土 佐）

◇２回戦

鈴木・清水 ８－２ 宮内・宮本（島根：開 星）

◇３回戦

鈴木・清水 ４－８ 笠原・川島（長野：松商学園）

◆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

期日：平成２９年９月１６日～９月１８日(19日)

会場：大阪府岸和田市蜻蛉池講演テニスコート

○男子シングルス

出場者：藤原智也、小路博隆、菊地達仁、橋本史之信

、鳥羽開登、坂元一平、木山誠大、小田泰斗

（以上東山）、星野智紀、宮口滉平、藤林亮

太（以上京都外大西）、岩田真優、高倉丈（

以上同志社国際）、橋本敦弥（洛星）、石川

琢巳、遥地悠人（以上京都両洋）、南郷敏輝

（紫野）

◇１回戦

鳥羽 開登 ２－６ 岡﨑 綜太（兵：関西学院）

遥地 悠人 ７－５ 福井 蓮 （滋：光 泉）

高倉 丈 ６－１ 田代 隼也（滋：玉 川）

坂元 一平 ６－１ 河田 力丸（奈：奈良女大附）

石川 琢巳 7-6(4) 北村 優多（和：初芝橋本）

木山 誠大 (2)6-7 石井 涼介（大：履正社）

小田 泰斗 １－６ 宇野 友貴（大：大産大附）

星野 智紀 ６－２ 安田 天 （大：春日丘）

南郷 敏輝 ６－３ 田中 利欣（滋：光 泉）

橋本 史之信６－１ 上河 晧生（奈：登美ケ丘）

宮口 滉平 ６－２ 甲斐 渓人（滋：光 泉）

◇２回戦

藤原 智也 ６－０ 熊谷 陸 （奈：奈良学園）

橋本 敦弥 ６－３ 大森 蓮 （大：近大附属）

遥地 悠人 ６－２ 吉川真太郎（奈：平 城）

高倉 丈 ４－６ 東 竜平（兵：相生学院）

坂元 一平 ３－６ 大植 駿 （大：清 風）

岩田 真優 ６－０ 飯塚 透惟（滋：守 山）

藤林 亮太 ６－１ 井口 瑛心（滋：立命館守山）

石川 琢巳 ５－７ 清水 拓弓（滋：光 泉）

星野 智紀 ６－３ 奥平 駿 （兵：甲 南）

南郷 敏輝 ４－６ 川井 晧貴（兵：須磨東））

小路 博隆 ６－１ 曽川 翔太（大：近大附属）

菊地 達仁 ６－２ 山本 一慶（滋：光 泉）

橋本 史之信７－５ 冷水 悠人（和：和歌山商業）

宮口 滉平 ６－４ 藤本 拓 （兵：相生学院）

◇３回戦

藤原 智也 ６－１ 三井 優太（兵：相生学院）

橋本 敦弥 １－６ 金成 春樹（兵：相生学院）

遥地 悠人 ３－６ 東 竜平（兵：相生学院）

岩田 真優 ７－５ 藤林 亮太（京：京都外大西）

星野 智紀 ５－７ 清原 幹太（兵：相生学院）

小路 博隆 ６－２ 菊地 達仁（京：東 山）

橋本 史之信(4)6-7 中村 秋河（兵：相生学院）

宮口 滉平 ４－６ 阿多 竜也（兵：相生学院）

◇４回戦

藤原 智也 ６－０ 佐々木偉琉（兵：相生学院）

岩田 真優 １－６ 大植 駿 （大：清 風）

小路 博隆 (4)6-7 中村 秋河（兵：相生学院）

◇５回戦（準々決勝）

藤原 智也 ３－６ 東 竜平（兵：相生学院）

※藤原智也（東山）は近畿大会Best８。



○男子ダブルス

出場者：藤原・小路、橋本・開、坂元・鳥羽、梅林・

菊地（以上東山）、藤林・末吉、星野・内田

（以上京都外大西）、高倉・岩田（同志社国

際）、遥地・石川（京都両洋）

◇１回戦

坂元・鳥羽 ６－４ 丹治・谷口（大：履正社）

星野・内田 ６－２ 佐藤・荒田（奈：奈 良）

遥地・石川 7-6(6) 井口・下山（滋：立命館守山）

梅林・菊地 ５－７ 田中・久保（兵：相生学院）

藤林・末吉 ６－２ 前田・上田（滋：東大津）

◇２回戦

坂元・鳥羽 ０－６ 阿多・丸山（兵：相生学院）

星野・内田 ６－３ 仲西・西端（大：近大附属）

遥地・石川 7-6(1) 青木・成瀬（和：慶 風）

橋本・開 ６－０ 佐々木・川上（和：初芝橋本）

高倉・岩田 ６－０ 橋本・田原（大：羽衣学園）

藤原・小路 ３－６ 佐々木・仲里（兵：相生学院）

藤林・末吉 ７－５ 田中・山本（滋：光 泉）

◇３回戦

星野・内田 ６－０ 遥地・石川（京：京都両洋）

橋本・開 ３－６ 三井・藤本（兵：相生学院）

高倉・岩田 ６－１ 逸崎・難波（大：清 風）

藤林・末吉 ５－７ 清原・堺 （兵：相生学院）

◇４回戦（準々決勝）

星野・内田 ６－３ 棚橋・奥平（兵：甲 南）

高倉・岩田 １－６ 三井・藤本（兵：相生学院）

◇５回戦（準決勝）

星野・内田 ６－４ 三井・藤本（兵：相生学院）

◇６回戦（決勝）

星野・内田 ４－６ 大植・村田（大：清 風）

※星野・内田（京都外大西）は近畿大会準優勝。

○女子シングルス

出場者：清水柚華、古澤優奈、松野朋実、久保このみ

、古西美桜、山田歩奈、小西絢子（以上京都

外大西）、西本聖良（華頂女子）、奥村志歩

美、渡辺実月、小松珠莉、宮丸千聖（以上同

志社女子）、東由唯、小出萌、竹内愛莉（以

上京都両洋）、北村彩佑里（洛西）、橋詰涼

香（南陽）

◇１回戦

北村 彩佑里２－６ 幡井 希美（和：近大和歌山）

古西 美桜 ６－０ 金井 杏海（大：大商学園）

小松 珠莉 ２－６ 峰岸 裕美（滋：膳 所）

東 由唯 ３－６ 福居 詩織（大：大商学園）

橋詰 涼香 １－６ 櫻井 ゆき（兵：芦屋学園）

小西 絢子 ６－１ 角田 唯 （兵：相生学院）

小出 萌 ６－３ 安田 裕香（奈：奈良学園）

竹内 愛梨 ６－０ 村松 美季（大：大商学園）

渡辺 実月 ６－０ 杉本 亜矢（奈：育英西）

◇２回戦

古西 美桜 ６－２ 奥村志歩美（京：同志社女子）

古澤 優奈 ６－３ 永山 心萌（奈：奈良学園）

久保 このみ４－６ 岡田 早羽（大：高槻北）

松野 朋美 ６－１ 青木友里子（奈：育英西）

西本 聖良 ６－３ 小西 絢子（京：京都外大西）

小出 萌 １－６ 岡橋 杏奈（兵：相生学院）

竹内 愛梨 ７－５ 宮丸 千聖（京：同志社女子）

渡辺 実月 ４－６ 田中菜冴美（兵：相生学院）

山田 歩奈 ６－３ 川上 陽捺（大：大商学園）

清水 柚華 ６－１ 望月 美香（大：大商学園）

◇３回戦

古西 美桜 ２－６ 伊藤さつき（兵：相生学院）

古澤 優奈 ６－０ 岡田 早羽（大：高槻北）

松野 朋美 ６－０ 浅田 美咲（滋：立命館守山）

西本 聖良 7-6(5) 横井 優 （奈：登美ケ丘）

竹内 愛梨 ２－６ 山口 瑞希（大：城南学園）

清水 柚華 ６－０ 山田 歩奈（京：京都外大西）

◇４回戦

古澤 優奈 ２－６ 久田 真穂（兵：相生学院）

松野 朋美 １－６ 中島 美夢（兵：相生学院）

西本 聖良 ４－６ 中村 天音（奈：奈良育英）

清水 柚華 ６－０ 人見 麗 （兵：相生学院）

◇５回戦（準々決勝）

清水 柚華 ６－３ 古賀 麻尋（兵：相生学院）

◇６回戦（準決勝）

清水 柚華 ６－１ 中村 天音（奈：奈良育英）

◇７回戦（決勝）

清水 柚華 ７－５ 伊藤さつき（兵：相生学院）

※清水柚華（京都外大西）は近畿大会優勝。２年連続単

複２冠達成。

○女子ダブルス

出場者：清水・鈴木、古澤・久保（以上京都外大西）

渡辺・甲斐、奥村・小松、永尾・藤井、小杉

・石橋（以上同志社女子）、東・福本、小出

・竹内（以上京都両洋）

◇１回戦

奥村・小松 ６－３ 小川・田中（兵：園田学園）

小杉・石橋 ６－０ 嶺岸・白根（滋：膳 所）

永尾・藤井 ６－１ 山根・寺井（奈：西和清陵）

古澤・久保 ６－４ 福嶋・尾西（大：大商学園）

小出・竹内 ６－２ 岡 ・村松（和：日 高）

渡辺・甲斐 ６－０ 藤本・幡井（和：近大和歌山）

東 ・福本 ６－４ 岩田・奥野（和：開 智）

◇２回戦

奥村・小松 ６－４ 水田・氷室（兵：加古川北）

小杉・石橋 １－６ 佃 ・大山（大：長尾谷）

永尾・藤井 ４－６ 小川・宮地（和：慶 風）

古澤・久保 ２－６ 人見・田中（兵：相生学院）

小出・竹内 ４－６ 上野・村口（兵：相生学院）

渡辺・甲斐 ２－６ 吉村・山口（大：城南学園）

東 ・福本 ２－６ 三和・山本（滋：守 山）

清水・松野 ６－３ 示野・金田（大：泉 北）

◇３回戦

奥村・小松 ２－６ 中島・伊藤（兵：相生学院）

清水・松野 ６－０ 三和・山本（滋：守 山）

◇４回戦（準々決勝）

清水・松野 7-6(4) 吉村・山口（大：城南学園）

◇５回戦（準決勝）

清水・松野 ６－３ 古賀・久田（兵：相生学院）

◇６回戦（決勝）

清水・松野 ６－３ 佃 ・大山（大：長尾谷）

※清水・鈴木（京都外大西）は近畿大会優勝。２年連続

単複２冠。



◆国民体育大会

期日：平成２９年１０月１日～１０月４日

会場：愛媛県総合運動公園テニスコート

○男子

出場者：松田龍樹（リンクスTA）、藤原智也（東山）

◇京都府対戦記録

◇２回戦

京 都 ２－０ 大 阪

Ｓ１ 松田 龍樹 ８－３ 大植 駿

Ｓ２ 藤原 智也 ８－３ 溝口 昌孝

Ｄ 松田・藤原 打切り 大植・溝口

◇３回戦

京 都 ２－１ 石 川

Ｓ１ 松田 龍樹 ８－６ 吉野 郁哉

Ｓ２ 藤原 智也 ７－９ 宮永 竜聖

Ｄ 松田・藤原 ８－５ 吉野・宮永

◇４回戦（準々決勝）

京 都 １－２ 神 奈 川

Ｓ１ 松田 龍樹 ６－８ 松田 康希

Ｓ２ 藤原 智也 ８－３ 佐野 有佑

Ｄ 松田・藤原 ５－８ 松田・佐野

◇５～８位決定戦

京 都 ０－２ 千 葉

Ｓ１ 松田 龍樹 ５－８ 白石 光

Ｓ２ 藤原 智也 ６－８ 坂川 広樹

Ｄ 松田・藤原 打切り 白石・坂川

◇７～８位決定戦

京 都 ２－１ 新 潟

Ｓ１ 松田 龍樹 ６－８ 田中 瑛士

Ｓ２ 藤原 智也 ８－４ 池田 笑生

Ｄ 松田・藤原 ８－３ 田中・池田

東京 2-0 2-0 岡山

香川 熊本

福井 2-1 2-0 2-1 2-0 岐阜

山梨 2-0 2-0 岩手

長野 山形

茨城 2-1 2-0 2-1 2-0 群馬

徳島 2-0 2-0 青森

佐賀 BYE

広島 2-0 三重

福岡 2-0 2-1 2-0 2-0 高知

鳥取 山口

静岡 2-1 2-0 千葉
2-0 2-1

新潟 2-0 2-0 2-0 京都

宮城 大阪

島根 2-1 2-0 2-1 2-0 福島

鹿児 2-0 2-0 石川

栃木 宮崎

北海 2-1 2-0 愛媛

富山 2-0 2-1 2-1 2-0 兵庫

愛知 長崎

滋賀 2-1 2-0 和歌

奈良 2-0 2-0 2-1 2-0 神奈

秋田 沖縄

埼玉 2-0 2-0 大分

※京都府関係分順位戦

◇５－８位決定戦 京都 ２－１ 新潟

◇７－８位決定戦 京都 ０－２ 千葉

※京都府男子は全国大会ベスト８（５位）。

○女子

出場者：清水柚華（京都外大西）、今村咲（JACProje

ct）

◇京都府対戦記録

◇２回戦

京 都 ２－１ 茨 城

Ｓ１ 清水 柚華 ６－８ 川村 茉那

Ｓ２ 今村 咲 ８－６ 猪瀬 瑞希

Ｄ 清水・今村 ８－６ 川村・猪瀬

◇３回戦

京 都 ２－１ 鹿 児 島

Ｓ１ 清水 柚華 ５－８ 大津 あかり

Ｓ２ 今村 咲 ８－６ 岡﨑 亜美

Ｄ 清水・今村 ８－１ 大津・岡﨑

◇４回戦

京 都 ２－０ 広 島

Ｓ１ 清水 柚華 ８－６ 酒井 凛

Ｓ２ 今村 咲 ８－５ 丸古 陽女

Ｄ 清水・今村 打切り 酒井・丸古

◇４回戦（準々決勝）

京 都 ２－１ 島 根

Ｓ１ 清水 柚華 ６－８ 細木 咲良

Ｓ２ 今村 咲 ８－６ 宮内 理湖

Ｄ 清水・今村 ８－５ 細木・宮内

◇５回戦（準決勝）

京 都 １－２ 愛 知

Ｓ１ 清水 柚華 ４－８ 永田 杏里

Ｓ２ 今村 咲 ８－６ 阿部 宏美

Ｄ 清水・今村 ３－８ 永田・阿部

◇３～４位決定戦

京 都 ２－１ 島 根

Ｓ１ 清水 柚華 ０－８ 細木

Ｓ２ 今村 咲 ８－２ 宮内

Ｄ 清水・今村 ９－８ 細木・宮内

東京 2-1 2-0 山口

静岡 新潟

奈良 2-1 2-0 2-1 2-0 高知

北海 2-0 2-0 大阪

石川 兵庫

愛媛 2-0 2-1 2-0 2-0 福島

徳島 2-0 2-0 福井

三重 BYE

栃木 2-0 佐賀

鳥取 2-0 2-0 2-0 2-0 福岡

富山 滋賀

神奈 2-0 2-0 愛知
2-0 2-1

埼玉 2-1 2-1 2-1 京都

沖縄 茨城

香川 2-0 2-0 2-1 2-1 群馬

島根 2-0 2-1 大分

熊本 鹿児

長野 2-0 2-0 山形

宮城 2-1 2-1 2-0 2-0 宮崎

岐阜 山梨

秋田 2-0 2-0 青森

岩手 2-0 2-0 2-0 2-0 長崎

和歌 広島

千葉 2-0 2-1 岡山



※京都府関係分順位戦

◇３－４位決定戦 京都 ２－１ 島根

※京都府女子は全国大会第３位（ベスト４）。

◆全国選抜高等学校テニス大会近畿地区予選

期日：平成２９年１１月１８日～１９日<２０日>

会場：奈良県橿原市明日香テニスコート

○男子本戦

出場校：東山、京都外大西、

相 生 学 院（兵 庫） 3-0

和 歌 山 商 業（和歌山）

立 命 館 守 山（滋 賀） 4-0 4-0

近 大 附 属（大 阪） 3-0

平 城（奈 良）

清 風（大 阪） 3-1 3-2

京 都 外 大 西（京 都） 3-0

登 美 ケ 丘（奈 良）

慶 風（和歌山） 3-1

甲 南（兵 庫） 3-1 3-1

光 泉（滋 賀）

東 山（京 都） 3-0

○男子コンソレーション

立 命 館 守 山（滋 賀） 3-0

登 美 ケ 丘（奈 良） 3-0

平 城（奈 良） 3-0

光 泉（滋 賀） 3-1

近 大 附 属（大 阪） 3-0

京 都 外 大 西（京 都）

慶 風（和歌山） 3-2

和 歌 山 商 業（和歌山） 3-1

甲 南（兵 庫） 3-0

清 風（大 阪） 3-0

○男子５位決定戦

光 泉（滋 賀） 3-2

清 風（大 阪）

○男子７位決定戦

登 美 ケ 丘（奈 良） 対戦済

慶 風（和歌山）

○男子８位決定戦

立 命 館 守 山（滋 賀） 3-0

平 城（奈 良） 3-1

和 歌 山 商 業（和歌山） 3-2

甲 南（兵 庫） 4-0

慶 風（和歌山）

○男子最終順位

１位 相生学院（兵） ２位 東山（京）

３位 京都外大西（京）４位 近大附属（大）

５位 清風（大） ６位 光泉（滋）

７位 登美ケ丘（奈） ８位 慶風（和）

※１～７位、そして４０回記念大会枠で８位が全国選抜

高等学校テニス大会へ出場。

２位の東山高校は全国選抜に出場。

３位の京都外大西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 ３－０ 登美ケ丘（奈）

Ｓ１ 藤林 亮太 5-4打切 中野 孝亮

Ｄ１ 内田・末吉 ６－０ 上司・木下

Ｓ２ 星野 智紀 ６－０ 津田 大海

Ｄ２ 進藤・山田 ６－２ 鈴木・吉岡

Ｓ３ 宮口 滉平 2-1打切 前田 拓哉

東 山 ３－０ 光 泉（滋）

Ｓ１ 藤原 智也 ６－４ 清水 拓弓

Ｄ１ 菊地・鳥羽 5-6打切 守田・甲斐

Ｓ２ 小路 博隆 ６－１ 青木 大歩

Ｄ２ 橋本・開 ６－２ 山本・福井

Ｓ３ 坂元 一平 1-0打切 田中 利欣

◇本戦３回戦（準決勝）

東 山 ３－１ 京都外大西（京）

Ｓ１ 藤原 智也 ６－３ 藤林 亮太

Ｄ１ 菊地・鳥羽 ２－６ 内田・末吉

Ｓ２ 小路 博隆 ６－２ 星野 智紀

Ｄ２ 橋本・開 ６－２ 進藤・山田

Ｓ３ 坂元 一平 1-1打切 宮口 滉平

◇本戦４回戦（決勝）

東 山 ２－３ 相生学院（兵）

Ｓ１ 藤原 智也 ８－４ 阿多 竜也

Ｄ１ 菊地・鳥羽 ３－８ 丸山・中村

Ｓ２ 小路 博隆 ２－８ 高畑 里玖

Ｄ２ 橋本・開 ８－６ 藤本・三井

Ｓ３ 坂元 一平 ３－８ 東 竜平

◇コンソレーション３回戦

京都外大西 ３－１ 清 風（大）

Ｓ１ 藤林 亮太 １－６ 大植 駿

Ｄ１ 内田・末吉 ３－６ 逸崎・神谷

Ｓ２ 星野 智紀 7-6(5) 村田 雄飛

Ｄ２ 進藤・山田 ６－４ 片山・谷本

Ｓ３ 宮口 滉平 2-2打切 難波 尚貴

◇３～４位決定戦

京都外大西 ３－０ 近大附属（大）

Ｓ１ 藤林 亮太 6-6打切 仲西 絢

Ｄ１ 内田・末吉 7-6(3) 大森・大塚

Ｓ２ 星野 智紀 ６－４ 西端 祥汰

Ｄ２ 進藤・山田 ６－３ 曽川・清水

Ｓ３ 宮口 滉平 1-5打切 小山 裕暉

○女子本戦

出場校：京都外大西、京都両洋

相 生 学 院（兵 庫） 3-0

守 山（滋 賀）

開 智（和歌山） 3-0 3-0

立 命 館 守 山（滋 賀） 3-0

奈 良 学 園（奈 良）

大 商 学 園（大 阪） 3-0 3-0

城 南 学 園（大 阪） 3-0

啓 明 学 院（兵 庫）

同 志 社 女 子（京 都） 3-2

登 美 ケ 丘（奈 良） 3-0 3-1

近 大 和 歌 山（和歌山）

京 都 外 大 西（京 都） 4-0



○女子コンソレーション

開 智（和歌山） 3-0

啓 明 学 院（兵 庫） 3-2

立 命 館 守 山（滋 賀） 3-1

登 美 ケ 丘（奈 良） 3-2

大 商 学 園（大 阪） 4-0

城 南 学 園（大 阪）

同 志 社 女 子（京 都） 3-0

守 山（滋 賀） 3-2

近 大 和 歌 山（和歌山） 3-1

奈 良 学 園（奈 良） 3-0

○女子５位決定戦

登 美 ケ 丘（奈 良） 3-0

同 志 社 女 子（京 都）

○女子７位決定戦

啓 明 学 院（兵 庫） 3-0

奈 良 学 園（奈 良）

○女子８位決定戦

開 智（和歌山） 3-2

立 命 館 守 山（滋 賀） 3-1

守 山（滋 賀） 3-1

近 大 和 歌 山（和歌山） 3-0

奈 良 学 園（奈 良）

○女子最終順位

１位 相生学院（兵） ２位 京都外大西（京）

３位 大商学園（大） ４位 城南学園（大）

５位 同志社女子（京）６位 登美ケ丘（奈）

７位 啓明学院（兵） ８位 奈良学園（奈）

※１～７位が全国選抜高等校テニス大会へ出場。

２位の京都外大西高校は全国選抜に出場。

５位の同志社女子高校は全国選抜に出場。

◇京都府対戦記録

◇本戦１回戦

同志社女子 ２－３ 啓明学院（兵）

Ｓ１ 奥村 志歩美 １－６ 今田 穂

Ｄ１ 小松・田島 ４－６ 渡邉・小曽根

Ｓ２ 渡辺 実月 ６－１ 小曽根祐衣

Ｄ２ 甲斐・辻井 ６－０ 勝山・柳田

Ｓ３ 宮丸 千聖 ５－７ 内匠 絵菜

◇本戦２回戦

京都外大西 ４－０ 登美ケ丘（奈）

Ｓ１ 清水 柚華 ６－３ 岡井 志緒

Ｄ１ 松野・久保 ６－０ 松原・山村

Ｓ２ 古澤 優奈 ６－４ 坂江 美空

Ｄ２ 山田・小西 ６－２ 小林・島本

Ｓ３ 古西 美桜 3-5打切 横井 優

◇本戦３回戦（準決勝）

京都外大西 ３－１ 城南学園（大）

Ｓ１ 清水 柚華 ６－４ 山口 瑞希

Ｄ１ 松野・久保 ６－２ 吉村・有木

Ｓ２ 古澤 優奈 ０－６ 藤田 わか

Ｄ２ 山田・小西 3-5打切 加田・前田

Ｓ３ 古西 美桜香 ６－０ 津田 安実

◇本戦４回戦（決勝）

京都外大西 ０－３ 相生学院（兵）

Ｓ１ 清水 柚華 ７－９ 伊藤 さつき

Ｄ１ 松野・久保 ５－８ 久田・田中

Ｓ２ 古澤 優奈 ４－８ 中島 美夢

Ｄ２ 山田・小西 1-5打切 上野・人見

Ｓ３ 古西 美桜香 1-1打切 古賀 麻尋

◇コンソレーション１回戦

同志社女子 ３－０ 守 山（滋）

Ｓ１ 奥村 志歩美 ６－０ 堀脇 怜奈

Ｄ１ 甲斐・辻井 5-3打切 山本・三和

Ｓ２ 渡辺 実月 ６－４ 清水 真音

Ｄ２ 小松・真木 ６－０ 田中・安藤

Ｓ３ 宮丸 千聖 5-2打切 竹本 百合恵

◇コンソレーション２回戦

同志社女子 ３－１ 奈良学園（奈）

Ｓ１ 奥村 志歩美 ４－６ 藤田 結衣

Ｄ１ 甲斐・辻井 ６－２ 田中・長塚

Ｓ２ 渡辺 実月 ６－２ 永山 心萌

Ｄ２ 小松・小杉 ６－０ 延原・恒吉

Ｓ３ 宮丸 千聖 4-0打切 安田 裕香

◇コンソレーション３回戦

同志社女子 ２－３ 城南学園（大）

Ｓ１ 奥村 志歩美 ５－７ 山口 瑞希

Ｄ１ 小松・田島 １－６ 吉村・有木

Ｓ２ 渡辺 実月 (5)6-7 藤田 わか

Ｄ２ 甲斐・辻井 7-6(3) 加田・前田

Ｓ３ 宮丸 千聖 ６－０ 津田 安実

◇５～６位決定戦

同志社女子 ３－０ 登美ケ丘（奈）

Ｓ１ 渡辺 実月 ６－２ 岡井 志緒

Ｄ１ 奥村・小松 ６－０ 小林・松原

Ｓ２ 宮丸 千聖 2-3打切 坂江 美空

Ｄ２ 甲斐・辻井 ６－０ 今井・大川

Ｓ３ 真木 すみれ 1-1打切 横井 優

◆ＭＵＦＧジュニアテニス選手権大会2017京都府予選

期日：平成２９年１月１４日～１月２２日

会場：太陽か丘テニスコート、他

○男子シングルス

優勝 ：藤原 智也 （東山）

準優勝：中留 諒太 （パブﾘｯｸ小倉）

３位 ：橋本 史之信（東山）

堀井 慧 （ﾎﾜｲﾃｨ）

○女子シングルス

優勝 ：今村 咲 （JACProject）

準優勝：西尾 萌々子（パブﾘｯｸ洛西）

３位 ：岡山 千穂 （パブﾘｯｸ小倉）

西本 聖良 （華頂女子）

◆京都ウィンタージュニアテニス選手権大会

期日：平成２９年２月 ４日～２月１８日＜19日＞

会場：太陽か丘テニスコート、他

○男子シングルス

優勝 ：橋本 敦弥 （洛星）



準優勝：菊地 達仁 （東山）

３位 ：田畑 龍一 （同志社）

中江 彬文 （同志社）

○女子シングルス

優勝 ：松野 朋実 （京都外大西）

準優勝：秦 知里 （立命館）

３位 ：坂本 知陽 （同志社国際）

桑野 葉菜 （京都橘）

◆ＭＵＦＧジュニアテニストーナメント2017

期日：平成２９年４月 ３日～４月 ８日

会場：名古屋市東山公園テニスコート

○男子シングルス

出場者：藤原智也（東山）

◇１回戦

藤原 智也 ２－０ 藤岡 凌大（東京：早稲田実業）

（6-1,6-2）

◇２回戦

藤原 智也 ２－０ 中辻 貴惣（大阪：ｱｲﾃﾆｽｸﾗブ）

（6-3,6-2）

◇３回戦

藤原 智也 ２－０ 東 竜平（兵庫：相生学院）

（6-3,6-1）

◇４回戦（準々決勝）

藤原 智也 ２－０ 吉野 郁哉（石川：ｳｴｽﾄﾋﾙズ）

（6-3,6-3）

◇５回戦（準決勝）

藤原 智也 ０－２ 池田 朋哉（愛知：誉）

（0-6,3-6）

※藤原智也（東山）は全国大会Best４。

○女子シングルス

出場者：今村咲（JACProject）

◇１回戦

今村 咲 ２－０ 水吉 萌香（岩手：森岡第四）

（6-4,6-2）

◇２回戦

今村 咲 ２－０ 久保友莉佳（石川：金沢）

（6-3,7-5）

◇３回戦

今村 咲 ０－２ 神島 舞（東京：桜田倶楽部）

（5-7,5-7）

◆京都サマージュニアテニス選手権大会

期日：平成２９年７月２２日～７月２９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 ：藤原 智也 （東山）

準優勝：藤林 亮太 （京都外大西）

３位 ：小路 博隆 （東山）

岩田 真優 （同志社国際）

Best８：橋本 敦弥 （洛星）

坂元 一平 （東山）

中江 彬文 （同志社）

鳥羽 開登 （東山）

決勝 ：藤原 ８－２ 藤林

準決勝：藤林 ８－６ 小路

藤原 ８－２ 岩田

ＱＦ ：小路 ６－２ 橋本

藤林 ６－０ 坂元

岩田 ６－２ 中江

藤原 ６－４ 鳥羽

○男子ダブルス１７歳以下

優勝 ：小路 ・藤原 （東山）

準優勝：星野 ・内田 （京都外大西）

３位 ：藤林 ・末吉 （京都外大西）

岩田 ・宮口 （同志社国際・京都外大西）

決勝 ：小路・藤原 ８－５ 星野・内田

準決勝：小路・藤原 ８－３ 藤林・末吉

星野・内田 ８－２ 岩田・宮口

○女子シングルス１７歳以下

優勝 ：西本 聖良 （華頂女子）

準優勝：渡辺 実月 （同志社女子）

３位 ：清水 柚華 （京都外大西）

古澤 優奈 （京都外大西）

Best８：奥村 志歩美（同志社女子）

小西 絢子 （京都外大西）

小出 萌 （京都両洋）

松野 朋実 （京都外大西）

決勝 ：西本 ８－４ 渡辺

準決勝：西本 ８－６ 清水

渡辺 ８－４ 古澤

ＱＦ ：清水 ６－２ 奥村

西本 ６－２ 小西

渡辺 ６－０ 小出

古澤 ６－０ 松野

○女子ダブルス１７歳以下

優勝 ：清水・松野 （京都外大西）

準優勝：古澤・久保 （京都外大西）

３位 ：甲斐・宮丸 （同志社女子）

西川・小西 （京都外大西）

決勝 ：清水・松野 ８－４ 古澤・久保

準決勝：清水・松野 ８－２ 甲斐・宮丸

古澤・久保 ８－０ 西川・小西

◆関西ジュニアテニス選手権大会

期日：平成２９年７月１０日～７月２０日＜21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：小路博隆（東山）、藤林亮太、星野智紀、石

川尚毅、西森渉馬、山羽優輝（以上京都外大

西）、岩田真優（同志社国際）、石川琢巳（

京都両洋）、尾崎亮介（洛星）、松田龍樹（

リンクスTA：５回戦敗退）

◇１回戦

藤林 亮太 ２－８ 大植 駿 （大：清 風）

星野 智紀 ２－８ 名越 大地（兵：相生学院）

尾崎 亮介 ８－２ 河田 力丸（奈：奈良女大附）

石川 琢巳 ０－８ 松田 龍樹（京：リンクス）

岩田 真優 ８－２ 藤田 瑞己（奈：平 城）



西森 渉馬 １－８ 戎 七星（大：神村学園）

石川 尚毅 ４－８ 藤本 拓 （兵：相生学院）

小路 博隆 ８－１ 守田 尚斗（滋：光 泉）

山羽 優輝 (2)8-9 石崎 慎弥（奈：奈良女大附）

◇２回戦

尾崎 亮介 １－８ 渡邊 聖太（兵：神村学園神戸）

岩田 真優 １－８ 山中瑠樹亜（兵：相生学院）

小路 博隆 ８－２ 逸崎 颯雅（大：清 風）

◇３回戦

小路 博隆 ２－０ 中川 舜祐（滋：光 泉）

（7-5,7-6(4)）

◇４回戦（準々決勝）

小路 博隆 ０－２ 市川 泰誠（兵：西宮甲英）

（0-6,0-6）

※小路博隆（東山）は関西大会Best８。

○男子ダブルス１８歳以下

出場者：中村・小路、木村・梅林、森・宮川（以上東

山）、市川・西森、山羽・石川、藤林・星野

（以上京都外大西）、岩田・松田（同志社国

際・リンクスTA）、

◇１回戦

森 ・宮川 9-8(4) 木村・梅林（京：東 山）

市川・西森 9-8(1) 福井・守田（滋：光 泉）

山羽・石川 ５－８ 八木・奥本（奈：平 城）

藤林・星野 ８－３ 橋本・佃 （奈：平 城）

岩田・松田 ８－３ 山本・上村（滋：光 泉）

中村 小路 ８－２ 福井・櫻井（兵：相生学院）

◇２回戦

森 ・宮川 ９－７ 南泉・新井（和：近大和歌山・慶風）

市川・西森 ４－８ 八木・奥本（奈：平 城）

藤林・星野 ６－８ 濱口・村田（大：清 風）

岩田・松田 ８－１ 大植・逸崎（大：清 風）

中村 小路 ８－６ 平川・前田（兵：相生学院）

◇３回戦

森 ・宮川 ０－２ 菊地・阿多（兵：相生学院）

（4-6,0-6）

岩田・松田 ２－１ 中村・小路（京：東 山）

（(5)6-7,6-4,10-8）

◇４回戦（準決勝）

岩田・松田 ０－２ 山中・名越（兵：相生学院）

（1-6,5-7）

※岩田・松田（同志社国際・リンクスTA）は関西大会Be

st４。

○女子シングルス１８歳以下

出場者：清水柚華、鈴木理子、久保このみ、濱未来、

松野朋実、古澤優奈、西川詩月、石川英里香

（以上京都外大西）、川上彩貴（同志社女子

）、小出萌、浅田花梨、石井未弥（以上京都

両洋）、

◇１回戦

鈴木 理子 ８－１ 寺井 愛 （和：近大和歌山）

川上 彩貴 ８－３ 今田 穂 （兵：啓明学院）

小出 萌 ４－８ 上野 胡桃（兵：相生学院）

浅田 花梨 ３－８ 山本 桃歌（滋：守 山）

久保このみ ８－２ 辻本 桃子（大：大商大堺）

濱 未来 ８－４ 奥内 菜々（滋：立命館守山）

松野 朋実 ８－１ 笹井 桃佳（菜：登美ケ丘）

西川 詩月 ８－４ 古澤 優奈（京：京都外大西）

石川英里香 ９－７ 坂江 美空（奈：登美ケ丘）

石井 美弥 １－８ 豊島 舞 （大：大商学園）

清水 柚華 ８－１ 辻本 日子（和：近大和歌山）

◇２回戦

鈴木 理子 ３－８ 末野 聡子（兵：芦屋学園）

川上 彩貴 ８－２ 渡辺 ｶﾘｰﾅ（大：TemStaff)

久保このみ ２－８ 西田賀杏央（大：大商学園）

濱 未来 ３－８ 守口 蘭夢（兵：西宮甲英）

松野 朋実 ８－０ 吉池 優理（滋：立命館守山）

西川 詩月 ８－５ 人見 麗 （兵：相生学院）

石川英里香 ４－８ 飯田 莉帆（大：天王寺学園）

清水 柚華 ８－２ 村上莉瑚奈（大：大商学園）

◇３回戦

川上 彩貴 ０－２ 末野 聡子（兵：芦屋学園）

（3-6,1-6）

松野 朋実 ０－２ 東谷 和 （大：大産大附属）

（2-6,3-6）

西川 詩月 ０－２ 飯田 莉帆（大：天王寺学園）

（3-6,1-6）

清水 柚華 ２－０ 豊島 舞 （大：大商学園）

（6-0,6-4）

◇４回戦（準々決勝）

清水 柚華 ２－０ 飯田 莉帆（大：天王寺学園）

（6-3,6-0）

◇５回戦（準決勝）

清水 柚華 ０－２ 伊藤さつき（兵：相生学院）

（3-6,1-6）

※清水柚華（京都外大西）は関西大会Best４。

○女子ダブルス１８歳以下

出場者：清水・鈴木、石川・小柳、古澤・濱、松野・

西川（以上京都外大西）、川上・甲斐（同志

社女子）、尾山・馬渕、浅田・井上（以上京

都両洋）、

◇１回戦

清水・鈴木 ８－０ 岡井・坂江（奈：登美ケ丘）

尾山・馬渕 ２－８ 中村・川端（奈：奈良育英）

石川・小柳 ８－０ 岡橋・糸川（兵：相生学院）

古澤・濱 ８－３ 吉村・勝間（大：城南学園）

松野・西川 ８－５ 辻本・寺井（和：近大和歌山）

川上・甲斐 ８－２ 浅田・井上（京：京都両洋）

◇２回戦

清水・鈴木 ８－１ 望月・金森（大：大商学園）

石川・小柳 ８－４ 上野・村口（兵：相生学院）

古澤・濱 ４－８ 守口・飯田（兵･大:西宮甲英･天王寺学館）

松野・西川 ８－３ 川上・甲斐（京：同志社女子）

◇３回戦

清水・鈴木 ０－２ 古賀・伊藤（兵：相生学院）

（6-1,(4)6-7,6-10）

石川・小柳 ２－０ 守口・飯田（兵･大:西宮甲英･天王寺学館）

（6-4,6-3）

松野・西川 ０－２ 田中・人見（兵：相生学院）

（7-5､-2）

◇４回戦（準決勝）

石川・小柳 ０－２ 田中・人見（兵：相生学院）

（2-6,2-6）

※石川・小柳（京都外大西）は関西大会Best４。



○男子シングルス１６歳以下

出場者：藤原智也、菊地達仁、橋本史之信、小田泰斗

、奥田裕（以上東山）、遥地悠人（京都両洋

）、橋本敦弥（洛星）、山内健寛（紫野）、

高倉丈（同志社国際）、

◇１回戦

藤原 智也 ８－１ 河野 元輝（奈：ﾁｰﾑYamato）

遥地 悠人 ０－８ 中辻 貴惣（大：アイTC）

橋本 敦弥 ８－０ 橿原 慧 （奈：ﾕﾆｰｸｽﾀｲﾙTA）

菊地 達仁 ８－１ 小林 俊介（兵：ﾄｯプｱｽﾘｰﾄ神戸）

橋本史之信 ８－５ 山内 健寛（京：紫 野）

小田 泰斗 ２－８ 清原 幹太（兵：相生学院）

奥田 裕 ２－８ 田原 賢人（大：羽衣学園）

高倉 丈 ４－８ 天野 響 （兵：西宮TC）

◇２回戦

藤原 智也 ８－２ 西村 瑛人（兵：甲 南）

橋本 敦弥 ８－６ 畑野 慎平（兵：神戸学院大）

菊地 達仁 １－８ 小坂 祐生（大：ﾙｰｾﾝﾄTC豊中）

橋本史之信 ２－８ 高畑 里玖（兵：相生学院）

◇３回戦

藤原 智也 ２－０ 中辻 貴惣（大：アイTC）

（6-3,6-3）

橋本 敦弥 ２－０ 山本 修也（和：初芝橋本）

（6-2,6-0）

◇４回戦（準々決勝）

藤原 智也 ２－０ 橋本 敦弥（京：洛 星）

（6-1,6-1）

◇５回戦（準決勝）

藤原 智也 １－２ 山中 太陽（兵：相生学院）

（5-7,7-6(4)､4-6）

※藤原智也（東山）は関西大会Best４。橋本敦弥（洛星

）は関西大会Best８。

○男子ダブルス１６歳以下

出場者：藤原・内田（東山・京都橘）、上田・橋本（

同志社・洛星）、開・橋本（東山）、佐藤・

溝川（TC大原野・リンクスTA：２回戦敗退）

◇１回戦

内田・藤原 ８－５ 山門・裏野（奈：ダｲﾔ学園前）

上田・橋本 ８－２ 川口・五對（和：近大和歌山･Let's)

開 ・橋本 ８－５ 山本・藤井（和：初芝橋本･近大和歌山）

◇２回戦

内田・藤原 ８－６ 佐藤・溝川（奈：TC大原野･ﾘﾝｸｽ）

上田・橋本 ６－８ 仲西・三宅（大：近大附属･Team大阪)

開 ・橋本 (4)8-9 日野・森田（兵：甲 南）

◇３回戦

内田・藤原 ２－０ 中辻・岩田（大：ｱｲTC･大産大附属）

（6-3,6-2）

◇４回戦（準決勝）

内田・藤原 ０－２ 丸山・高畑（兵：相生学院）

（3-6,1-6）

※内田・藤原（京都橘・東山）は関西大会Best４。

○女子シングルス１６歳以下

出場者：山田歩奈（京都外大西）、渡辺実月、奥村志

歩美、宮丸千聖、（同志社女子）、東由唯（

京都両洋）、西本聖良（華頂女子）、安本華

音（ヴｧﾙブﾗﾝｼｭ：１回戦敗退）、西尾萌々子（

パブﾘｯｸ洛西：６回戦勝ち優勝）、吉岡夏子（

パブﾘｯｸ宝池：１回戦敗退）、今村咲（JacProj

ect：３回戦敗退）、三百苅珠佳（パブﾘｯｸ小倉

：２回戦敗退）、橋摘咲笑（パブﾘｯｸ洛西：１

回戦敗退）、大前里咲子（パブﾘｯｸ宝池：１回

戦敗退）、高木和花（四の宮TC：１回戦敗退

）、植田茉央（湯山TS：１回戦敗退）、

◇１回戦

山田 歩奈 ８－０ 折尾 華音（奈：ﾕﾆｰｸｽﾀｲﾙ）

渡辺 実月 ８－２ 植田 茉央（京：湯山TS）

宮丸 千聖 ８－１ 奥野つぐみ（和：ライズTA）

東 由唯 ４－８ 前田 明音（大：城南学園）

西本 聖良 ８－１ 中原 朱珠（滋：ヤバセTA）

奥村志歩美 ８－６ 田村まりな（大：ﾃﾆｽｴﾅジｰ）

◇２回戦

山田 歩奈 ３－８ 梶野 桃子（兵：酒井ﾃﾆｽ企画）

渡辺 実月 ２－８ 山口 瑞希（大：城南学園）

宮丸 千聖 ８－０ 坂口あやの（和：ＷＡＴＳ）

西本 聖良 ８－０ 市川 星 （滋：ArrowsTS）

奥村志歩美 ８－６ 川上 幸夏（大：ﾀｰｷｰﾃﾆｽ）

◇３回戦

宮丸 千聖 ０－２ 高岡 鈴蘭（大：城南学園）

（3-6,1-6）

西本 聖良 ２－０ 奥村志歩美（京：同志社女子）

（6-4,6-2）

◇４回戦（準々決勝）

西本 聖良 １－２ 西尾萌々子（京：パブﾘｯｸ洛西）

（7-5,2-6,3-6）

※西本聖良（華頂女子）は関西大会Best８。

○女子ダブルス１６歳以下

出場者：山田・浅田（京都外大西・立命館守山）、渡

辺・安本（同志社女子・ヴｧﾙブﾗﾝｼｭ）、駒田・

長塚（京都両洋・奈良学園）、東・三百苅（

京都両洋・パブﾘｯｸ小倉）、古西・伊東（京都

外大西・ToyTA）、宮丸・横井（同志社女子

・登美ケ丘）、辻井・大野（同志社女子・大

商学園）、水本・前島（京都両洋）、西本・

奥村（華頂女子・同志社女子）、西尾萌々子

・今村咲（パブﾘｯｸ洛西・JacProject：５回戦

勝ち優勝）、高木和花・濱田帆花（四の宮TC

：１回戦敗退）、大前・山﨑（湯山TS・パブﾘｯ

ｸ小倉：１回戦敗退）、

◇１回戦

山田・浅田 ８－６ 前田・今井（大･奈:城南学園･YELLTA)

渡辺・安本 ８－３ 駒田・長塚（京･奈:京都両洋･奈良学園）)

水本・前島 ５－８ 田中・市川（滋：パブTE･Arrow)

東・三百苅 ８－６ 井置・廣瀬（兵：ﾄｯプﾗﾝ･宝塚TCO)

古西・伊東 １－８ 高岡・児山（大：城南学園）

宮丸・横井 ８－１ 中原・清水（滋：ヤバセTA）

辻井・大野 ８－２ 幡井・奥野（和：近大和歌山･ﾗｲズ）

西本・奥村 ８－６ 中山・木全（兵：TP尼崎･武庫川女附)

◇２回戦

渡辺・安本 ８－２ 山田・浅田（京･滋:京都外大西･立命館守山)

東・三百苅 ８－６ 高岡・児山（大：城南学園）

宮丸・横井 ８－３ 辻井・大野（京･大:同志社女子･大商学園)

西本・奥村 ８－５ 田村・加田（大:ﾃﾆｽｴﾅジｰ･大商学園)

◇３回戦

渡辺・安本 ０－２ 西尾・今村（京:パブﾘｯｸ洛西･JAC）)

（2-6､(4)6-7）

東・三百苅 ０－２ 大山・櫻井（兵:AceTC･芦屋学園）

（2-6,3-6）



宮丸・横井 ０－２ 山口・藤田（大：城南学園）

（2-6､(5)6-7）

西本・奥村 ０－２ 久田・姫野（兵：相生学院）

（2-6,3-6）

◆全日本ジュニアテニス選手権大会

期日：平成２９年８月 ８日～８月１７日＜18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：小路博隆（東山）、松田龍樹（リンクスTA：

３回戦敗退）

◇１回戦

小路 博隆 ０－２ 阿多 竜也（関西：岩 手）

（3-6,3-6）

○男子ダブルス１８歳以下

出場者：岩田・松田（同志社国際・リンクスTA）、中

村・小路（東山）

◇１回戦

岩田・松田 ２－０ 保坂・渡辺（関東：ｴｽﾄTC･ｲｼｲTA)

（6-3,6-4）

中村・小路 ０－２ 菊地・阿多（兵：相生学院）

（3-6,2-6）

◇２回戦

岩田・松田 １－２ 井上・田口（九州：大分舞鶴）

（6-2,1-6,5-10）

○女子シングルス１８歳以下

出場者：清水柚華（京都外大西）

◇１回戦

清水 柚華 ２－０ 竹本 萌乃（四国：高松北）

（7-6(6)､6-4）

◇２回戦

清水 柚華 ０－２ 小林ほの香（関東：荏原SSC）

（2-6,3-3RET）

○女子ダブルス１８歳以下

出場者：清水・鈴木、小柳・石川、松野・西川（以上

京都外大西）、

◇１回戦

小柳・石川 ０－２長根尾・押川（北信：仁愛女子）

（5-7,3-6）

松野・西川 ０－２ 稲葉・倉橋（中国：野田学園）

（3-6,5-7）

清水・鈴木 ２－１ 笠原・川島（北信：松商学園）

（6-1,3-6,10-7）

◇２回戦

清水・鈴木 ２－０ 清水・矢田（関東：吉田記念･東学浦安)

（7-5,7-6(2)）

◇３回戦

清水・鈴木 ２－１ 中島・田中（関西：相生学院修)

（4-6,6-3,10-8）

◇４回戦（準決勝）

清水・鈴木 ０－２ 本玉・永田（関東･東海:日出･南山女子）

（0-6,4-6）

※清水・鈴木（京都外大西）は全国大会Best４。

○男子シングルス１６歳以下

出場者：藤原智也（東山）、橋本敦弥（洛星）、

◇１回戦

藤原 智也 ２－０ 後藤 亮太（東北：東北学院）

（6-1,6-1）

橋本 敦弥 ２－０ 宮脇 大志（四国：高松北）

（6-1,6-2）

◇２回戦

藤原 智也 ２－１ 東 竜平（関西：相生学院）

（4-6,6-3,7-5）

橋本 敦弥 １－２ 駒田 真澄（東海：名東）

（2-6,7-5,4-6）

◇３回戦

藤原 智也 ２－０ 駒田 真澄（東海：名東）

（6-4,6-1）

◇４回戦（準々決勝）

藤原 智也 ２－１ 田中 瑛大（関東：荏原SSC）

（6-4,3-6,6-2）

◇５回戦（準決勝）

藤原 智也 ２－０ 池田 朋弥（東海：誉）

（6-4,3-6,6-2）

◇６回戦（決勝）

藤原 智也 ０－２ 山中 太陽（関西：相生学院）

（4-6,3-6）

※藤原智也（東山）は全国大会準優勝。

○男子ダブルス１６歳以下

出場者：藤原・内田（東山・京都橘）、

◇１回戦

藤原・内田 ２－０ 望月・小高（関東：埼玉平成）

（6-2,6-4）

◇２回戦

藤原・内田 ０－２ 山中・小柴（関西：相生学院･安積）

（(3)6-7､(2)6-7）

○女子シングルス１６歳以下

出場者：西本聖良（華頂女子）、宮丸千聖（同志社女

子）、今村咲（６回戦敗退準優勝）、西尾萌

々子（パブﾘｯｸ洛西：２回戦敗退）、

◇１回戦

西本 聖良 １－２ 濱永 花季（四国：新田）

（6-2,2-6,4-6）

宮丸 千聖 １－２ 中山 桜 （関西：ﾃﾆｽプﾗザ尼崎）

（1-6,6-3,1-6）

○女子ダブルス１６歳以下

出場者：西尾・今村（パブﾘｯｸ洛西･パブﾘｯｸ小倉：５回戦勝ち

優勝）、

◆ＪＯＣジュニアオリンピックカップ関西予選

期日：平成２９年１１月11日～１１月12日＜26日＞

会場：大阪府大阪市うつぼテニスセンター

○男子シングルス

出場者：小路博隆（東山）

◇１回戦

小路 博隆 ０－２ 東 竜平（兵：相生学院）

（4-6,2-6）



○女子シングルス

出場者：清水柚華（京都外大西）、西尾萌々子（パブﾘｯｸ

洛西：２回戦敗退、順位戦で３位）

◇１回戦

清水 柚華 ２－０ 佃 紫帆（大：長尾谷）

（6-3,6-3）

◇２回戦

清水 柚華 ２－０ 西尾萌々子（京：パブﾘｯｸ洛西）

（6-4,6-4）

◇３回戦

清水 柚華 ０－２ 中島 美夢（兵：相生学院）

（5-7,4-6）

◆ＪＯＣジュニアオリンピックカップ（全日本室内選抜）

期日：平成２９年１２月１４日～１７日

会場：兵庫県ブルボンビーンズドーム

○男子シングルス

出場者：藤原智也（東山）

◇１次リーグ

藤原 智也 ２－０ 藤川 悠 （四国：高松北）

（6-2,6-3）

藤原 智也 ２－０ 似里 達哉（東北：岩手）

（6-0,6-3）

藤原 智也 ２－０ 三井 駿介（？：ｱｸﾄｽポｰﾂ）

（6-1,6-3）

◇決勝トーナメント１回戦（準決勝）

藤原 智也 ２－１ 高羽 蓮 （東海：名古屋）

（5-7,7-6(5)､6-1）

◇決勝トーナメント２回戦（決勝）

藤原 智也 ２－１ 市川 泰誠（関西：西宮甲英）

（6-4,3-6,6-3）

※藤原智也（東山）は全国大会優勝。

○女子シングルス

出場者：清水柚華（京都外大西）、今村咲（パブﾘｯｸ小

倉：Best８（７位））

◇１次リーグ

清水 柚華 ０－２ 阿部 宏美（東海：愛知啓成）

（1-6,4-6）

清水 柚華 ２－１ 沖田 優羽（？：ＳＦＣ）

（1-6,6-1,11-9）

清水 柚華 ２－０ 小林ほのか（関東：荏原SSC）

（6-4,6-1）

◇２位トーナメント１回戦

清水 柚華 ０－２ 坂本 陽菜（九州：宮崎日大）

（1-6,3-6）

◇２位トーナメント順位戦（７－８位決定戦）

清水 柚華 ０－２ 今村 咲 （関西：パブﾘｯｸ小倉）

（2-2RET）

※清水柚華（京都外大西）は全国大会Best８（８位）。

◆近畿公立学校テニス大会団体戦

期日：平成３０年１月５日～１月６日

会場：大阪府大阪市ＭＴＰ北村

○男子団体

出場校：紫野、城南菱創

◇予選ラウンドＡブロック１回戦

城南菱創 ０－５ 東 大 津（滋賀）

◇予選ラウンドＡブロック３－４位決定戦

城南菱創 ５－０ 吹 田 東（大阪）

◇予選ラウンドＡブロック２－３位決定戦

城南菱創 対戦済 東 大 津（滋賀）

※城南菱創は予選ブロック３位で決勝トーナメントへ

◇予選ラウンドＣブロック１回戦

紫 野 ３－０ 奈 良 （奈良）

◇予選ラウンドＣブロック２回戦

紫 野 ５－０ 神大中等 （兵庫）

※紫野は予選ブロック１位で決勝トーナメントへ

◇決勝トーナメント１回戦

城南菱創 ２－３ 東 大 津（滋賀）

◇決勝トーナメント２回戦

紫 野 ４－０ 市 西 宮（兵庫）

◇決勝トーナメント３回戦（準決勝）

紫 野 ３－２ 和歌山商業（和歌山）

◇決勝トーナメント４回戦（決勝）

紫 野 ２－３ 登美ケ丘 （奈良）

◇１Ｒ負けコンソレーション

城南菱創 ３－１ 高 槻 北（大阪）

※紫野は近畿大会準優勝。

○女子団体

出場校：山城、南陽

◇予選ラウンドＡブロック１回戦

山 城 ３－２ 池 田 （大阪）

◇予選ラウンドＡブロック２回戦

山 城 ３－０ 市 西 宮（兵庫）

※山城は予選ブロック１位で決勝トーナメントへ

◇予選ラウンドＣブロック１回戦

南 陽 ０－５ 高 槻 北（大阪）

◇予選ラウンドＣブロック３－４位決定戦

南 陽 ３－２ 膳 所 （滋賀）

※南陽は予選ブロック３位で決勝トーナメントへ

◇決勝トーナメント１回戦

南 陽 １－３ 加古川南 （兵庫）

◇決勝トーナメント２回戦

山 城 ３－１ 市 伊 丹（大阪）

◇決勝トーナメント３回戦（準決勝）

山 城 ０－３ 市 立 西（大阪）

◇１Ｒ負けコンソレーション

南 陽 １－３ 一 条 （奈良）

※山城は近畿大会Best４。

◆近畿公立学校テニス大会個人戦

期日：平成３０年２月４日＜11日＞

会場：大阪府大阪市ＭＴＰ北村

○男子シングルス＜本戦記録のみ＞

出場者：南郷敏輝、吉田大晟、山内健寛、村上大稀（

以上紫野）、大家慧士郎（南陽）、山口舜也

（城南菱創）、勝山瑛仁（洛西）

◇１回戦

山内 健寛 ４－６ 橋本 悠生（大：香里丘 ）

村上 大稀 ６－０ 矢田 翔太（和：和歌山商業）

大家慧士郎 ６－０ 沖田 宏人（大：茨 木）

勝山 瑛仁 ６－２ 錦織 央雅（滋：膳 所）



山口 舜也 ２－６ 吉川真太郎（奈：平 城）

◇２回戦

村上 大稀 ２－６ 安田 天 （大：春日丘 ）

大家慧士郎 ４－６ 飯塚 透惟（滋：守 山）

勝山 瑛仁 １－６ 西崎 悠 （和：向 陽）

南郷 敏輝 ６－２ 高木 稜大（大：泉 陽）

吉田 大晟 ６－３ 佃 来紀（奈：平 城）

◇３回戦

南郷 敏輝 ６－４ 田島 健人（和：星 林）

吉田 大晟 ０－６ 冷水 悠人（和：和歌山商業）

◇４回戦（準々決勝）

南郷 敏輝 ３－６ 畑野 慎平（兵：須磨東 ）

※南郷敏輝（紫野）は近畿大会Best８。

○女子シングルス＜本戦記録のみ＞

出場者：北村彩佑里（洛西）、橋詰涼香（南陽）、岸

本美結（山城）、黒田詩織（京都八幡）、大

上若奈（堀川）、田中梨緒（城南菱創）、森

岡千裕（峰山）

◇１回戦

黒田 志織 ０－６ 山市悠里花（兵：加古川北）

大上 若奈 １－６ 中嶋 莉来（兵：加古川北）

田中 梨緒 ０－６ 香河 瑠奈（大：市立西 ）

森岡 千裕 ０－６ 村松 美季（和：日 高）

◇２回戦

北村 彩佑里６－３ 木村 萌々（兵：加古川南）

岸本 美結 ２－６ 山本 桃歌（滋：守 山）

橋詰 涼香 ６－１ 山本 真奈（兵：加古川南）

◇３回戦

北村 彩佑里０－６ 藤岡さくら（大：市立西 ）

橋詰 涼香 ３－６ 坂江 美空（奈：登美ケ丘）

◆近畿私学テニス大会

期日：平成２９年１２月

会場：滋賀県長浜ドーム

○男子団体＜本戦記録のみ＞

○女子団体＜本戦記録のみ＞

○男子シングルス＜本戦記録のみ＞

○女子シングルス＜本戦記録のみ＞

記録アップされず

◆全国私学テニス大会

期日：平成３０年１月～２月

会場：兵庫県ブルボンビーンズドーム

○男子シングルス＜本戦記録のみ＞

○女子シングルス＜本戦記録のみ＞

記録アップされず

◆全国選抜高等学校テニス大会＜速報＞

期日：平成３０年３月２０日～３月２５日

会場：福岡県福岡市博多の森テニス競技場、他

○男子団体の部

出場校：東山、京都外大西

◇１回戦

京都外大西 ４－１ 筑陽学園（福岡）

◇２回戦

京都外大西 ３－２ 岩 手（岩手）

東 山 ４－１ 埼玉平成（埼玉）

◇３回戦

京都外大西 ３－１ 岡山理大附（岡山）

東 山 ２－３ 柳 川（福岡）

◇４回戦（準々決勝）

京都外大西 ０－３ 相生学院（兵庫）

※京都外大西は全国大会Best８。

○女子団体の部

出場校：京都外大西、同志社女子

◇１回戦

同志社女子 ２－３ 津 商（三重）

◇２回戦

京都外大西 ３－２ 新 田（愛媛）

◇３回戦

京都外大西 １－３ 岡山学芸館（岡山）

◇４回戦（準々決勝）

京都外大西 ２－３ 相生学院（兵庫））

※京都外大西は全国大会Best８。

○男子個人の部（フィードインコンソレーション）

出場者：藤原智也（東山）、藤林亮太（京都外大西）

◇本戦１回戦

藤原 智也 ６－８ 丹下 将大（早稲田実業）

◇本戦２回戦

藤林 亮太 ３－８ 影山 太星（名経大市邨）

○女子個人の部（フィードインコンソレーション）

出場者：清水柚華（京都外大西）、奥村志歩美（同志

社女子）

◇予選１回戦

奥村志歩美 ２－８ 今田 穂 （啓明学院）

◇本戦２回戦

清水 柚華 ８－２ 山崎 京花 （浦和学院）

◇本戦３回戦

清水 柚華 ８－５ 大久保杏美 （白鵬女子）

◇本戦４回戦

清水 柚華 ７－９ 齋藤 唯 （早稲田実業）

※清水柚華（京都外大西）は全国大会Best６。


