
滋賀県長浜ドーム

平成19年6月17日（日）

１Ｒのｺﾝｿﾚﾄﾞﾛｰ

南

(滋賀：東大津） ① 林

林 ７５

(奈良：平城） ⑤ 森本

高木 東 森本 ６４

６４ ６１ (京：同志社国際） ② 森本

朝倉 東 窪田 ６４

６１ 76(2) (和：初芝橋本）

沼野 浅井 勝田

６１ ６１ (大阪：大産大附属） ③ 児玉

松矢 浅井 児玉 ６４

６１ ６１ (和：近大和歌山） ⑥ 中川

沼野 浅井 杉江 ７５

６２ ６１ (京都：東山） ④ 中川

中川 ６２

(奈良：東大寺）

沼野 黄

６０ ６３ ２Ｒのｺﾝｿﾚﾄﾞﾛｰ
朝倉

(兵庫：明石城西） ① 朝倉

六車 口井 松矢 ６０

６２ ６３ (京都：国際情報） ⑤ 朝倉

六車 口井 砂田 ６１

６１ ６４ (滋賀：膳所） ② 立石

谷口 黄 立石 ７５

６２ ６１ (奈良：東大寺）

谷口 中田 真下

６１ ６４ (京都：東山） ③ 真下

谷口 黄 今西 ６２

６１ ６１ (和：初芝橋本） ⑥ 真下

高梨 ６１

(大阪：清風) ④ 高梨

中田 ６４

(大阪：清風)

３Ｒのｺﾝｿﾚﾄﾞﾛｰ

高木

(大阪：摂陵） ① 六車

六車 ＲＥＴ

(兵庫：関西学院） ⑤

東

(滋賀：東大津） ② 東

口井 ６３

(和：近大和歌山）
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黄　賢人

(兵庫：関西学院)

７６（1)

平成19年度近畿高等学校選抜テニス大会　強化試合

男子シングルス

1 高木 翼 摂陵 大阪 真下 友也 東山 京都 13

BYE BYE

2 朝倉 康平 明石城西 兵庫 東 亮太朗 東大津 滋賀 14

3 南 翔太 東大津 滋賀 勝田 裕介 大産大附属 大阪 15

4 松矢 義規 京都国際 京都 児玉 卓也 近大和歌山 和歌山 16

5 林 佑 平城 奈良 浅井 龍雅 明石城西 兵庫 17

BYE BYE

6 沼野 孝彰 甲南 兵庫 今西 修也 初芝橋本 和歌山 18

7 砂田 知也 膳所 滋賀 高梨 惇 清風 大阪 19

BYE BYE

8 六車 直遠 関西学院 兵庫 杉江 佑太 東山 京都 20

9 森本 裕介 同志社国際 京都 口井 祐典 近大和歌山 和歌山 21

10 谷口 真基 近大付属 大阪 中川 僚太 東大寺 奈良 22

11 窪田 啓介 初芝橋本 和歌山 中田 智輝 清風 大阪 23

BYE BYE

12 立石 晃啓 東大寺 奈良 黄 賢人 関西学院 兵庫 24
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１Ｒのｺﾝｿﾚﾄﾞﾛｰ

東中

(兵庫：夙川学院) ① 小川

小川 ６４

(奈良：平城） ⑤ 大塚

掛川 金森 大塚 ６２

６２ ６２ (兵庫：園田学園） ② 大塚

山中 佐々木 今堀 ６１

６１ ６２ (大阪：泉陽）

掛川 小山 尾関

６２ ６０ (大阪：刀根山） ③ 白井

上地 良永 白井 ７５

６０ ６０ (奈良：平城） ⑥ 松尾

上地 小山 松尾 ６１

６２ ６４ (和：県和歌山商） ④ 松尾

平松 ６０

(奈良：育英西）

山田 青山

６１ ６４ ２Ｒのｺﾝｿﾚﾄﾞﾛｰ

山中

（滋賀：国際情報） ① 山崎

山田 青山 山崎 ６２

６４ ６０ (兵庫：園田学園） ⑤ 山崎

山田 青山 海崎 ６０

６４ ６２ (滋賀：栗東） ② 橋本

山田 青山 橋本 ６３

６２ ６２ (奈良：平城）

岡﨑 捨田利 佐々木

６２ ６２ （滋賀：国際情報） ③ 良永

岡﨑 堺 良永 ６２

６０ ６２ (兵庫：園田学園） ⑥ 良永

那須 ６１

(大阪：大商学園) ④ 那須

捨田利 ６１

(大阪：市立西）

３Ｒのｺﾝｿﾚﾄﾞﾛｰ

上地

(京都：華頂女子） ① 上地

岡崎 ６１

（和：慶風） ⑤

金森

(京都：立命館宇治） ② 金森

堺 ６１

(兵庫：明石城西）
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(京都：南陽）

山田　侑奈

平成19年度近畿高等学校選抜テニス大会　強化試合

女子シングルス

1 掛川 成美 樟蔭東 大阪 金森 友里 立命館宇治 京都 13

BYE BYE

2 東中 茂枝子 夙川学院 兵庫 佐々木 美佳 国際情報 滋賀 14

3 山中 栞 国際情報 滋賀 尾関 初音 刀根山 大阪 15

4 上地 敦子 華頂女子 京都 白井 久美子 平城 奈良 16

5 小川 紗苗 平城 奈良 良永 琴音 園田学園 兵庫 17

BYE BYE

6 山崎 明菜 園田学園 兵庫 小山 紗世 県和歌山商 和歌山 18

7 海崎 純 栗東 滋賀 那須 月美 大商学園 大阪 19

BYE BYE

8 大塚 奈津美 園田学園 兵庫 青山 美姫 華頂女子 京都 20

9 山田 侑奈 南陽 京都 松尾 実季 和歌山商 和歌山 21

10 今堀 亜美 泉陽 大阪 平松 亜規 育英西 奈良 22

11 岡﨑 惠美 慶風 和歌山 捨田利 祥子 市立西 大阪 23

BYE BYE

12 橋本 香緒里 平城 奈良 堺 花 明石城西 兵庫 24


