
令和３年度　京都府高等学校テニス選手権大会第２次予選（本戦）会場割当表 ※下記の時間は試合開始時刻（予定）を示す

　　◆コロナ対応として、エントリー時刻を２次予選（本戦）初日は３分割にします。選手はエントリー時刻にあわせて来場し、試合終了後はすぐに帰宅してください。

第２次府内予選（本戦）の予定

太陽か丘 ＜８面＞ 女子ＳＤ ＜８面＞ 女子ＳＤ

９：００～ Ｓ　１～３２ ９：００～ Ｓ　本戦選手

１１：００～ Ｓ　３３～６４ 追って連絡 Ｄ　本戦選手

オムニ８面 １３：００～ Ｄ　１～３２

向島 ＜９面＞ 男子ＳＤ ＜７面＞ 男子ＳＤ

オムニ ９：１５～ Ｓ　１～３２ ９：１５～ Ｓ　本戦選手

１１：００～ Ｓ　３３～６４ 追って連絡 Ｄ　本戦選手

オムニ９→７面 １３：００～ Ｄ　１～３２

　第２次予選（本戦）に関しては、コロナの感染拡大状況をみて、本専門部緩和策＜ステップ１＞で大会を実施＜ステップ１とは、試合方式
　を元に戻すが無観客での実施や他のコロナ対策は今まで通り＞するか、昨年同様スケールダウンで１セットノーアドバンテージ方式で実
　施するかを判断します。最終決定はホームページでの発表となりますので、各校で確認してください。（顧問会議での確認事項）

■選手のみなさんへ■

　エントリーの際に、必ず『京都府高体連テニス部の施設利用に係る自己体調管理チェックリスト』を提出しないといけません。必ず、出発前に

検温をしてチェックリストを作成して、エントリーの際に提出してください。チェックリストの提出がないと、大会参加を認めません。忘れないように持参してください

（常に、予備を含めてカバンに入れておくなど、工夫してください）。体調がすぐれない場合や発熱がある場合は、大会出場を自粛してください。また、試合時以外

は必ずマスクの着用、ソーシャルディスタンスが必須です。試合後の手洗い・うがいも忘れないようにしてください。

■選手や保護者のみなさんへ■

　会場に来場できるのは、選手と学校関係者のみ（顧問や引率教員、学校が認めた外部コーチ等）となります。選手以外の部員の応援・観戦や、保護者
の応援・観戦もすべて認めません。また、来場している選手も「密」にならないように常に心掛け、待機中も他の選手の応援は自粛してください。基本的に

は『無観客試合』と同じものと考えてください。

　保護者の送迎に関しては規制しませんが、会場（テニスコート周辺やクラブハウス等の施設）にとどまらないようにお願いいたします。

■エントリー後の諸注意などに関して■

　基本的には諸注意は行いませんが、会場によっては「使用上の注意」など簡単な連絡をする場合があります。その際は人との間隔をとって、連絡を聞いてくだ

さい。また、エントリーの際に、会場使用上の注意などを紙で渡された場合は必ず一読して、会場に迷惑がかからない行動を心掛けてください。

　コロナ対応として、ドロー冊子に記載してある　『京都府高体連テニス部コロナ対策に関して』　を厳守してください。選手は必ず一読して、よく考えた行動を

常に心掛けてください。もし守れない場合は、大会参加を認めず、会場から退去してもらうことになりますので、注意してください。

代理抽選後、ＨＰでの発表があった場合 １０月３０日（土） １０月３１日（日）

コート １０／３０（土）＝１～８番

番号 １０／３１（日）＝１～８番

＜他のコートの周辺で待機して迷惑をかけないように＞

コート １０／３０（土）＝１～５と９～１２番

番号 １０／３１（日）＝６～１２番

＜他のコートの周辺で待機して迷惑をかけないように＞



令和３年度　京都府高等学校テニス選手権大会

32 篠田　晃希(1)

60

（紫野） 61

（東山） ③～④ ② 森川　大樹(2)

31 疋田　岳(2) （同志社） 梅田　渉(2)

（同志社国際） 64

63

（東山） 62

29 奥村　柊吾(2) （京都両洋） 市村　拓斗(2)

30 左野　将太郎(2) （大谷） 嶌田　和志(2)

28 本郷　慎之介(2) （京都外大西） 橋本　倖太朗(2)

27 杉本　裕基(1) （京都外大西） 下野　啓(2)

（峰山）

（南陽）

（京都外大西） 5725 川﨑　涼介(2) （同志社） ⑬～⑯

24 谷口　健人(2)

（峰山） 59

（東山） 山崎　純之介(2)

⑬～⑯ 竹歳　真也(1)

（京都外大西） 5826 村田　滉明(2)

52

（洛南） 53

（南陽） ⑨～⑫ ⑨～⑫ 笹倉　大喜(2)

23 若松　歩夢(2) （立命館宇治） 小阪田　昂(2)

（京都外大西） 56

55

（東山） 54

21 山口　凌(2) （京都両洋） 山本　悠登(1)

22 大守　誠(2) （京都外大西） 木原　大樹(2)

20 安東　俊輔(2) （京都両洋） 鍛治　宏樹(2)

19 楠瀬　裕月(2) （京都両洋） 芹川　遥斗(1)

（京都外大西）

（京都外大西）

（桃山） 51

（同志社） 河口　達哉(2)

⑤～⑧ 山門　祐輝(2)

（京都外大西） 5018 村瀬　元気(2)

（紫野） 47

（同志社国際） 48

（東山） 4917 今井　汰育(2) （東山） ⑤～⑧

16 田崎　空(1)

15 丸岡　大悟(2) （立命館宇治） 仁部　颯人(2)

（京都両洋） 井久保　公太(2)

（京都外大西） ⑤～⑧ ⑤～⑧ 向井　大和(1)

12 堀　陽親(2) （東山） 南　以乃瀬(1) （京都両洋） 44

内門　陽太朗(1)

（東山） 46

13 小笹　宥人(2) （西京） 榎本　潤太郎(2) （同志社） 45

14 福住　真芽(1)

（京都外大西） 42

11 野尻　将太(1) （久御山） 中小路　宗晃(2) （立命館宇治）

（立命館宇治）

43

10 宗像　晃佑(2)

8 高田　浩太郎(1) （同志社国際） ⑬～⑯ ⑬～⑯ 石川　圭吾(2) （京都両洋） 40

（京都両洋） 419 青戸　大志(2) （東山） ⑨～⑫ ⑨～⑫ 中元　飛龍(2)

（京都外大西） 39

6 名原　弘晃(2)

7 眞屋　広大(2) （同志社） 岩田　真成(1)

（京都明徳） 山﨑　慧洋(2)

4 土江　英志(2) （同志社） 山内　颯介(1) （立命館宇治）

（京都両洋） 38

5 中井　康介(1) （京都外大西） 五十嵐　真桜(1)

36

（東山） 37

第二次府内予選
男子シングルス

（京都外大西） 高瀬　和成(2)

③～④ 友成　悠生(1)

（立命館宇治） 34

西田　信一郎(2) （向陽） 35

1 吉川　漱亮(2) （同志社国際） ①

3 亥野　颯人(1) （京都外大西）

（東山） 33

2 西田　智暁(2)



1 吉川　漱亮（２） （同志社国際）

2 森川　大樹（２） （同志社国際）

3 友成　悠生（１） （東山）

4 篠田　晃希（１） （東山）

5 向井　大和（１） （同志社国際）

6 今井　汰育（２） （東山）

7 田崎　空（１） （京都外大西）

8 山門　祐輝（２） （東山）

9 青戸　大志（２） （東山）

10 中元　飛龍（２） （京都両洋）

11 笹倉　大喜（２） （京都外大西）

12 谷口　健人（２） （南陽）

13 川﨑　涼介（２） （同志社）

14 石川　圭吾（２） （京都両洋）

15 竹歳　真也（１） （京都外大西）

16 高田　浩太郎（１） （同志社国際）

D 眞屋　広大（２） （同志社）

D 安東　俊輔（２） （京都両洋）

D 木原　大樹（１） （東山）

シード選手

ダイレクトイン選手



篠田　晃希(1) 村田　滉明(2)
山門　祐輝(2) 青戸　大志(2)

安東　俊輔(2) 五十嵐　真桜(1)
山﨑　慧洋(2) 上田　慎之祐(1)

酒井　匠誠(1) 若松　歩夢(2)
山本　悠登(1) 山内　颯介(1)

内門　陽太朗(1) 中上　聖大郎(2)
木村　峻輔(1) 髙田　浩太郎(1)

土江　英志(2) 西田　信一郎(2)
榎本　潤太郎(2) 和田　涼太(1)

石川　圭吾(2) 高瀬　和成(2)
南　以乃瀬(1) 山本　怜弥(2)

田崎　空(1) 奥村　柊吾(2)
杉本　裕基(1) 楠瀬　裕月(2)

向井　大和(1) 今井　汰育(2)
吉川　漱亮(2) 友成　悠生(1)

嶌田　和志(2) 眞屋　広大(2)
木原　大樹(1) 川﨑　涼介(2)

下野　啓(2) 西田　智暁(2)
梅田　渉(2) 大守　誠(2)

井久保　公太(2) 岡田　雄翔(1)
堀　陽親(2) 山本　大貴(1)

中元　飛龍(2) 谷口　健人(2)
山口　凌(2) 橋本　倖太朗(2)

森川　大樹(2) 岩田　真成(1)
清水　将太(2) 竹歳　真也(1)

山西　俊(2) 河口　達哉(2)
北村　和也(1) 鍛治　宏樹(2)

河田　直輝(2) 宗像　晃佑(2)
野尻　将太(1) 中小路　宗晃(2)

亥野　颯人(1) 笹倉　大喜(2)
小阪田　昂(2) 本郷　慎之介(2)

令和３年度　京都府高等学校テニス選手権大会

14 （京都両洋） 30

15 （久御山） （立命館宇治） 31

16 （京都外大西） ③～④ ② 32（京都外大西）

（京都外大西）

11 （東山） （同志社） 27

12 （京都両洋） （南陽） 28

13 （同志社国際） （京都外大西） 29

9 （東山） ⑤～⑧ ⑤～⑧ （同志社） 25

10 （峰山） （京都外大西） 26

6 （京都両洋） （立命館宇治） 22

⑤～⑧ ⑤～⑧

7 （京都外大西）

（東山） 248 （同志社国際）

（京都両洋） 23

3 （洛南） （立命館宇治） 19

4 （京都外大西） （同志社国際） 20

5 （同志社） （向陽） 21

第二次府内予選
男子ダブルス

③～④ （東山） 17

2 （京都両洋） （東山） 18

1 （東山） ①



篠田　晃希（１）

山門　祐輝（２）

笹倉　大喜（２）

本郷　慎之介（２）

亥野　颯人（１）

小阪田　昂（２）

村田　滉明（２）

青戸　大志（２）

今井　汰育（２）

友成　悠生（１）

眞屋　広大（２）

川﨑　涼介（２）

向井　大和（１）

吉川　漱亮（２）

嶌田　和志（２）

木原　大樹（１）

中上　聖大郎（２）

高田　浩太郎（１）

河口　達哉（２）

鍛冶　宏樹（２）

酒井　匠誠（１）

山本　悠登（１）

Ｄ （京都外大西）

Ｄ （洛南）

（同志社国際）

シード選手

ダイレクトイン選手

Ｄ

（同志社）

（同志社国際）

（京都外大西）

8

7

6

1 （東山）

2

（東山）

4

3

5

（京都外大西）

（東山）

（東山）



令和３年度　京都府高等学校テニス選手権大会

③～④ 大塚　梢夏(1) (京都外大西) 33

(京都両洋) 34

第二次府内予選
女子シングルス

1 川口　日菜紗(2) （京都外大西） ①

36

(山城) 37

(同志社国際) 38

2 岩田　優那(2)

5 山川　硯(1) (同志社国際) 本間　涼帆(2)

4 松浦  心優(2) (京都橘) 馬場崎　真央(2)

3 中村　柚音(2) (山城) 浅井 美佑 (2) (京都両洋) 35

(洛西) 吉崎　風華(1)

6 上村　春瑠(2)

7 田中　奈々(1) (京都両洋) 杉本　華琉(1)

(京都外大西) 市川　綾乃(1)

(久御山)

⑬～⑯ 磯山　藍花(2) (京都両洋) 408 鳥羽　ひより(1) (京都外大西) ⑬～⑯

(立命館宇治) 39

⑨～⑫ 藤井 玲奈 (2) (同志社国際) 419 松山　典加(2) (京都外大西) ⑨～⑫

(京都外大西) 小林 琴花(2)

44

(向陽) 45

(洛北) 四方　月菜(1)

(北稜)

(綾部) 46

(同志社) 43

(京都両洋) 角野　結萌(1)

14 加来 陽香(2)

(立命館宇治) 42

(京都外大西) ⑤～⑧

(同志社女子) 47

10 野々村　さやか(1)

13 谷口　結希(2) (立命館宇治) 高田　瑚々奈(1)

12 五十川　夏琉(2) (山城) 笠井　ひなた(2)

11 市川　愛(1)

(南陽) 51

(同志社女子) 50

⑤～⑧ 杉本　南実(2) (京都外大西) 49

15 藤原　怜菜(2) (南陽) 三宅　希和(1)

⑤～⑧ 奥村　歩の美(1) (京都外大西) 4816 繁益 春音(2)

17 新井　愛梨(1) (同志社国際) ⑤～⑧

18 山田　寧音(1)

21 吉見　杏香　(2) (同志社女子) 森村　瑠菜(1)

20 山脇　ゆな(1) (花園) 若園　千里(2)

19 今井 茉由子(2) (立命館宇治) 中村　栞奈(1)

(京都外大西) 春木　来瞳(2)

(洛北) 志岐　実千伽(1)

(京都外大西)

(京都両洋) 5422 山田　菜々(1)

52

(同志社) 53

⑬～⑯ 藤本　萌七未(2) (山城) 57

23 ｺﾞﾘﾝﾘﾊﾞｽｴﾘｶ･直美(2) (立命館宇治) 古川　優希(2)

⑨～⑫ 彌榮　優月(1) (京都外大西)

25 南郷 結美 (2) (同志社女子) ⑬～⑯

5624 清水 爽香(2) (京都両洋) ⑨～⑫

(京都橘) 55

26 前田　羽菜(1)

29 小林 優(2) (立命館宇治) 額田  真和 (2)

28 川那辺　結月(2) (京都両洋) 重野　成南(1)

27 津田　咲良(1) (同志社女子) 近藤　千里(2)

(京都共栄) 山本　実怜(1)

② 藤田　佳乃(1) （同志社国際） 64

(京都両洋) 60

(同志社女子) 58

(立命館) 61

(山城) 62

(京都外大西) 59

32 畭　凜花(1) (同志社国際) ③～④

(同志社) 63

30 伊藤　里菜(1)

31 多井　心優(2) (同志社女子) 石原　舞(1)

(ノートルダム) 安田　奈央(2)



1 川口 日菜紗（２） （京都外大西）

2 藤田　佳乃（１） （同志社国際）

3 大塚　梢夏（１） （京都外大西）

4 畭　凜花（１） （同志社国際）

5 繁益 春音（２） （京都外大西）

6 杉本　南実（２） （京都外大西）

7 奥村　歩の美（１） （京都外大西）

8 新井　愛梨（１） （同志社国際）

9 清水 爽香（２） （京都両洋）

10 藤井 玲奈 （２） （同志社国際）

11 彌榮　優月（１） （京都外大西）

12 松山　典加（２） （京都外大西）

13 鳥羽　ひより（１） （京都外大西）

14 藤本　萌七未（２） （山城）

15 南郷 結美 （２） （同志社女子）

16 磯山　藍花（２） （京都両洋）

D 市川　愛（１） （京都外大西）

D 近藤　千里（２） （京都外大西）

D 浅井 美佑 （２） （京都両洋）

D 額田  真和 （２） （立命館）

D 本間　涼帆（２） （山城）

D 吉見　杏香（２） （同志社女子）

D 山田　寧音（１） （京都外大西）

D 市川　綾乃（１） （同志社国際）

シード選手

ダイレクトイン選手



川口 日菜紗(2) 市川　愛(1)
繁益 春音(2) 鳥羽　ひより(1)

田中 美有(2) 斉藤　那和(2)
田村 結菜(2) 吉川　佳那(1)

西山　心彩(1) 近藤　千里(2)
市田　悠夏(1) 上村　春瑠(2)

伊藤　りり(2) 横山 紗良(2)
大井　あかり(2) 加来　陽香(2)

野々村　さやか(1) 小林 優(2)
田中　奈々(1) ｺﾞﾘﾝﾘﾊﾞｽｴﾘｶ･直美(2)

多井　心優(2) 笠井　ひなた(2)
三宅　希和(1) 重松　茉奈(2)

堀　すみれ(1) 杉本　華琉(1)
三宅　睦葉(1) 角野　結萌(1)

南郷 結美 (2) 新井　愛梨(1)
山本　実怜(1) 藤井 玲奈 (2)

彌榮　優月(1) 大塚　梢夏(1)
奥村　歩の美(1) 山田　寧音(1)

本間　涼帆(2) 鈴木 聖梨(2)
藤本　萌七未(2) 永山 葉月(2)

森村　瑠菜(1) 馬場崎 真央(2)
石原　舞(1) 加藤　睦美(2)

重野　成南(1) 岩田　優那(2)
川那辺　結月(2) 中村　花鈴(2)

市川　綾乃(1) 杉本　南実(2)
山川　硯(1) 松山　典加(2)

古川　優希(2) 谷口　結希(2)
松浦  心優(2) 今井　茉由子(2)

永井 千優(2) 吉崎　風華(1)
安田　奈央(2) 浅井 美佑 (2)

清水 爽香  (2) 藤田　佳乃(1)
磯山 藍花(2) 畭　凜花(1)

令和３年度　京都府高等学校テニス選手権大会

17

2 (立命館宇治) (京都共栄) 18

1 （京都外大西） ①

7 (北稜) (立命館宇治)

(同志社国際)

23

6 (同志社女子) (北稜) 22

11 (同志社) (久御山) 27

第二次府内予選
女子ダブルス

③～④ (京都外大西)

5 (京都両洋) (立命館宇治) 21

4 (平安女学院) (洛北) 20

3 (同志社女子) (京都外大西) 19

10 (山城) (同志社国際) 26

24

9 (京都外大西) ⑤～⑧ ⑤～⑧ (京都外大西) 25

8 (同志社女子) ⑤～⑧ ⑤～⑧

14 (京都橘) (立命館宇治) 30

13 (同志社国際) (京都外大西) 29

12 (京都両洋) (洛西) 28

（同志社国際） 3216 (京都両洋) ③～④ ②

15 (山城) (京都両洋) 31



川口 日菜紗 （２）

繁益 春音（２）

藤田　佳乃（１）

畭　凜花（１）

清水 爽香（２）

磯山 藍花（２）

市川　愛（１）

鳥羽　ひより（１）

新井　愛梨（１）

藤井 玲奈（２）

南郷 結美（２）

山本　実怜（１）

大塚　梢夏（１）

山田　寧音（１）

彌榮　優月（１）

奥村　歩の美（１）

杉本　南実（２）

松山　典加（２）

多井　心優（２）

三宅　希和（１）

吉崎　風華（１）

浅井 美佑 （２）

本間　涼帆（２）

藤本　萌七未（２）

1 （京都外大西）

Ｄ （同志社女子）

Ｄ （京都両洋）

Ｄ （山城）

（京都外大西）

シード選手

ダイレクトイン選手

Ｄ

（同志社女子）

（京都外大西）

（同志社国際）

（京都両洋）

（京都外大西）

（同志社国際）

8

7

6

5

（京都外大西）

4

3

2


