
第31回全国選抜高校テニス大会近畿地区大会
平成20年11月22日(土)～23日(日）

男子本戦 順位決定戦

（Ａの敗者）

光泉

清風 （Ｇの敗者） イ ３－０

５－０
光泉

立命館宇治 （Ｂの敗者） ホ ３－１

４－１

（Ｈの敗者） ロ 近大附属 清風

関西学院 ３－０ ３－０

３－２

（Ｉ の敗者）

登美ケ丘 清風

３－２ （Ｊの敗者） リ ３－０

関西学院

５－０ （Ｃの敗者）

立命館宇治 東山

（Ｅの敗者） ハ ３－０ ３－２
関西学院

３－２
（Ｄの敗者） ヘ 立命館宇治

４－０

東山 （Ｆの敗者） ニ 登美ケ丘

４－１ ３－２

奈良 （トの敗者）

３－２
立命館宇治(本戦の対戦結果による）

（チの敗者） ① ５～６位
甲南

３－０
（ホの敗者）

近大附属 近大附属

４－１ （への敗者） ② ３－０ ７位

甲南

５－０ （イの敗者）

奈良

（ロの敗者） ③ ３－２

奈良(本戦の対戦結果による）

（ハの敗者） ⑤

開智

（二の敗者） ④ ３－２ 登美ケ丘

⑥ ３－０ ８位

（②の敗者）

※今大会ですでに対戦している場合には、試合を行わず、

その勝者を順位決定戦の勝者とする。

また、順位決定戦の各順位決定最終戦では、天候

等により大会のシード順位が優先される場合がある。
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３位 清 風
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第31回　全国選抜高校テニス大会近畿地区大会    （男子）団体   対戦記録 （ 本戦 ）

平成20年11月22日～23日

11月22日(土)  第一日目    １ 回戦    １ 回戦

学校名 光泉 １－４ 立命館宇治 学校名 膳所 ２－３ 登美ヶ丘

S1 奥田 圭都 ４－６ 上田 知季 S1 砂田 知也 ６－２ 井口 航輝

田中 敏基 佐藤 京介 寺北 泰久 貞森 栄志

久保 翔太 西田 健吾 上田 耀平 羽室 行光

S2 大江 博康 ４－６ 北野 暢平 S2 伊藤 好崇 ６－２ 中島 貴宏

梅津 圭 多田 光佑 齊藤 祐也 山本 悠人

伊賀 恵佑 吉田 大輝 黒野 浩幹 渡辺 俊樹

S3 南 直貴 ４－６ 山本 聖 S3 大谷 温巳 １－６ 池谷 謙

   １ 回戦    １ 回戦

学校名 奈良 ３－２ 開智 学校名 近大附属 ４－１ 初芝橋本

S1 松崎  綾大 １－６ 福田 匡希 S1 仲村 捷吾 ６－１ 松永 雄貴

林  秀幸 児嶋 宏紀 中嶋 一稀 辻 航平

伊藤  暁 細野 航基 村治 慶太 東 海

S2 米田 聖児 ７－６（３） 林 祐太 S2 岩崎 恭祐 ６－３ 和中 北斗

平井 大貴 参田 和樹 岡本 幸樹 溝端 一太

国元 一樹 大野 健太 福中 純 石橋 和貴

S3 淺井 悠志 ３－６ 大野 史晃 S3 開發 周平 ６－１ 保田 良祐

   2 回戦    2 回戦

学校名 清風 ５－０ 立命館宇治 学校名 登美ヶ丘 ０－５ 関西学院

S1 高梨 惇 ６－４ 上田 知季 S1 貞森 栄志 １－６ 浦上 武大

土井 俊範 佐藤 京介 井口 航輝 田村 駿

貝野 友規 西田 健吾 中島 貴宏 一ノ瀬 貴之

S2 西村 友貴 ６－３ 北野 暢平 S2 羽室 行光 ０－６ 吉川 叶

小山 純平 多田 光佑 山本 悠人 鷲尾 将裕

和田 良樹 吉田 大輝 渡辺 俊樹 土山 恭吾

S3 中村 知樹 ６－１ 山本 聖 S3 池谷 謙 １－６ 藤 圭太

   2 回戦    2 回戦

学校名 東山 ４－１ 奈良 学校名 近大附属 ０－５ 甲南

S1 森田 直樹 ６－０ 山秋 優太 S1 岩崎 恭祐 ０－６ 上原 伊織

北田 凌 松崎  綾大 中嶋 一稀 伊達 侑作

川口 剛平 米田 聖児 仲村 捷吾 伊井 健太朗

S2 南條 大智 ６－１ 平井 大貴 S2 村治 慶太 ３－６ 沼野 孝彰

田中 智貴 林  秀幸 岡本 幸樹 大西 潤

竹内 重貴 伊藤  暁 福中 純 綾部 大輝

S3 三輪 大介 ６－１ 淺井 悠志 S3 開發 周平 ２－６ 金江 紀幸

準決勝 準決勝

学校名 清風 ２－３ 関西学院 学校名 東山 ０－３ 甲南

S1 高梨 惇 ６－０ 浦上 武大 S1 森田 直樹 ０－６ 上原 伊織

土井 俊範 田村 駿 北田 凌 伊達 侑作

貝野 友規 一ノ瀬 貴之 川口 剛平 伊井 健太朗

S2 西村 友貴 ６－２ 吉川 叶 S2 南條 大智 ２－６ 沼野 孝彰

安田 貴博 鷲尾 将裕 田中 智貴 大西 潤

中西 悠介 土山 恭吾 根本 将伍 綾部 大輝

S3 中村 知樹 ３－６ 藤 圭太 S3 三輪 大介 打切 金江 紀幸

11月２３日(日)  第二日目 決  勝 本大会結果
学校名 関西学院 ３－２ 甲南

S1 浦上 武大 ２６，４６ 上原 伊織

田村 駿 伊達 侑作

一ノ瀬 貴之 伊井 健太朗

S2 吉川 叶 １６，６４，６２ 沼野 孝彰

鷲尾 将裕 大西 潤

土山 恭吾 綾部 大輝

S3 藤 圭太 ６３，７５ 金江 紀幸
3位 東山 京都

清風 大阪

D2 ４６，４６

兵庫

3位

D2 １－６

D1 ６４，６２ 準優勝 甲南

優  勝 関西学院 兵庫

D2 １－６

D2 ０－６

D1 ４－６

D2 ４－６

D1 ６－１

D1 ３－６ D1
３－４
打切

D2 ６－３ D2 ６－７（５）

D1 ６－２ D1 ３－６

７－６（７） D2 ６－１D2

D1 ７－５ D1 ４－６

D2 ６－１ D2 ３－６

D1 ２－６ D1 １－６



第31回　全国選抜高校テニス大会近畿地区大会    （男子）団体   対戦記録 （ 順位戦 ）

平成20年11月22日～23日

11月22日(土)  第一日目 イ 順位決定戦1Ｒ ロ 順位決定戦1Ｒ

学校名 光泉 ３－０ 奈良 学校名 膳所 ０－３ 近大附属

S1 奥田 圭都 ６－１ 松崎  綾大 S1 砂田 知也 ３－６ 仲村 捷吾

田中 敏基 山秋 優太 寺北 泰久 中嶋 一稀

久保 翔太 平井 大貴 上田 耀平 村治 慶太

S2 大江 博康 ７－５ 米田 聖児 S2 伊藤 好崇 1-4打切 岩崎 恭祐

梅津 圭 林  秀幸 齊藤 祐也 岡本 幸樹

伊賀 恵佑 伊藤  暁 黒野 浩幹 福中 純

S3 南 直貴 ０－２打切 淺井 悠志 S3 大谷 温巳 打切 開發 周平

ハ 順位決定戦1Ｒ ニ 順位決定戦1Ｒ

学校名 開智 ０－３ 立命館宇治 学校名 初芝橋本 ２－３ 登美ヶ丘

S1 福田 匡希 １－６ 上田 知季 S1 辻 航平 ６－４ 井口 航輝

林 祐太 佐藤 京介 東 海 貞森 栄志

参田 和樹 西田 健吾 岡野 青空 羽室 行光

S2 大野 史晃 ３－６ 北野 暢平 S2 松永 雄貴 ５－７ 中島 貴宏

児嶋 宏紀 多田 光佑 溝端 一太 山本 悠人

安部 将太郎 吉田 大輝 石橋 和貴 渡辺 俊樹

S3 百間谷 陽平 打切 山本 聖 S3 和中 北斗 ６－０ 池谷 謙

11月23日(日)  第二日目 ホ 順位決定戦2Ｒ ヘ 順位決定戦2Ｒ

学校名 光泉 ３－１ 近大附属 学校名 立命館宇治 ４－０ 登美ヶ丘

S1 奥田 圭都 ６－０ 岩崎 恭祐 S1 上田 知季 ６－２ 貞森 栄志

田中 敏基 中嶋 一稀 佐藤 京介 井口 航輝

久保 翔太 仲村 捷吾 西田 健吾 中島 貴宏

S2 大江 博康 ７－６（４） 村治 慶太 S2 北野 暢平 ６－１ 羽室 行光

梅津 圭 岡本 幸樹 多田 光佑 山本 悠人

伊賀 恵佑 福中 純 吉田 大輝 渡辺 俊樹

S3 南 直貴 １－４打切 開發 周平 S3 山本 聖 打切 池谷 謙

ト 順位決定戦3Ｒ チ 順位決定戦3Ｒ

学校名 光泉 ０－３ 清風 学校名 東山 ３－２ 立命館宇治

S1 奥田 圭都 ２－６ 高梨 惇 S1 森田 直樹 ４－６ 上田 知季

田中 敏基 中村 知樹 北田 凌 佐藤 京介

久保 翔太 貝野 友規 川口 剛平 西田 健吾

S2 阪本 皓城 ０－６ 西村 友貴 S2 南條 大智 ６－４ 北野 暢平

梅津 圭 安田 貴博 田中 智貴 多田 光佑

伊賀 恵佑 小山 純平 竹内 重貴 吉田 大輝

S3 南 直貴 ０－１打切 土井 俊範 S3 三輪 大介 ６－２ 山本 聖

リ 3～4位決定戦 ① 5～6位決定戦

学校名 清風 ３－０ 東山 学校名 光泉 立命館宇治

S1 高梨 惇 ６－１ 森田 直樹 S1

中村 知樹 北田 凌

貝野 友規 川口 剛平

S2 西村 友貴 ６－４ 南條 大智 S2

安田 貴博 田中 智貴

小山 純平 野上 直起

S3 土井 俊範 ２－２打切 三輪 大介 S3

本戦の対戦
結果により
立命館宇治
の勝ち上が

り

D1

D2打切

６－３

０－６

D1 ６－０

D2

３－６D1

D2 １－６

D1 ０－６

６－１D1

D2
０－１
打切

D1 ０－６

０－６D2 D2

D1

６－２

D2

D1３－６

０－３
打切

６－１

D2
５－４
打切

D1

D2

３－６

６－３

D2

D1



第31回　全国選抜高校テニス大会近畿地区大会    （男子）団体   対戦記録 （ 順位戦 ）

平成20年11月22日～23日

11月23日(日)  第二日目 ② 7位決定戦 ③ 順位決定戦

学校名 近大附属 ３－０ 登美ヶ丘 学校名 奈良 ３－２ 膳所

S1 仲村 捷吾 ６－３ 井口 航輝 S1 松崎  綾大 ３－６ 砂田 知也

中嶋 一稀 貞森 栄志 林  秀幸 寺北 泰久

村治 慶太 羽室 行光 伊藤  暁 上田 耀平

S2 岩崎 恭祐 ６－２ 中島 貴宏 S2 米田 聖児 ２－６ 伊藤 好崇

岡本 幸樹 山本 悠人 平井 大貴 齊藤 祐也

福中 純 渡辺 俊樹 国元 一樹 黒野 浩幹

S3 開發 周平 打切 池谷 謙 S3 淺井 悠志 ６－２ 大谷 温巳

④ 順位決定戦 ⑤ 順位決定戦

学校名 開智 ３－２ 初芝橋本 学校名 奈良 開智

S1 福田 匡希 ６－３ 辻 航平 S1

児嶋 宏紀 東 海

百間谷 陽平 岡野 青空

S2 林 祐太 ４－６ 松永 雄貴 S2

参田 和樹 保田 良祐

安部 将太郎 石橋 和貴

S3 大野 史晃 ７－５ 和中 北斗 S3

⑥ 8～９位決定戦

学校名 奈良 ０－３ 登美ヶ丘

S1 松崎  綾大 ４－６ 井口 航輝

林  秀幸 貞森 栄志

伊藤  暁 羽室 行光

S2 米田 聖児 ３－６ 中島 貴宏

平井 大貴 山本 悠人

国元 一樹 渡辺 俊樹

S3 淺井 悠志 ３－１打切 池谷 謙

日程 平成20年11月22日(土)～23日(日）

会場 奈良県    奈良県立明日香庭球場

主管 近畿高体連テニス部・奈良県高体連テニス部

D1
５－６
打切

D2 １－６

４－６

D2 ６－３ D2

本戦の対戦
により奈良
の勝ち上が

りD1D1

D1
４－２
打切

D2 ６－２D2 ６－３

D1 ６－３



第31回 全国選抜高校テニス大会近畿地区大会
平成20年11月22日(土)～23日(日）

女子本戦 順位決定戦

（Ａの敗者）

明石城西

園田学園 （Ｇの敗者） イ ３－０

５－０

明石城西

登美ケ丘 （Ｂの敗者） ホ ３－０

４－１

（Ｈの敗者） ロ 平城 華頂女子

園田学園 ３－１ ３－２

３－１
（Ｉ の敗者）

京都外大西 大産大附属

３－２ （Ｊの敗者） リ ３－１

華頂女子

４－１ （Ｃの敗者）

登美ケ丘 大産大附属

（Ｅの敗者） ハ ３－１ ３－１
園田学園

３－１
（Ｄの敗者） ヘ 京都外大西

３－２

大産大附属 （Ｆの敗者） ニ 京都外大西

３－２ ３－０

明石城西 （トの敗者）

５－０

明石城西

（チの敗者） ① ３－２ ５～６位
長尾谷

４－１
（ホの敗者）

栗東 登美ケ丘

３－２ （への敗者） ② ３－２ ７位

長尾谷

４－１ （イの敗者）

栗東

（ロの敗者） ③ ３－１

栗東

（ハの敗者） ⑤ ３－２

国際情報

（二の敗者） ④ ３－１ 平城（順位戦の対戦結果による）

⑥ ８位

（②の敗者）

※今大会ですでに対戦している場合には、試合を行わず、

その勝者を順位決定戦の勝者とする。

また、順位決定戦の各順位決定最終戦では、天候

等により大会のシード順位が優先される場合がある。

大 産 大 附 属

華 頂 （ 京 都 ）

（ 大 阪 ）

12位 田 辺

11位 海 南

シ ー ド 順 位

3位　　

高等学校

園 田 学 園1位　　

高等学校 4位　　

高等学校

国 際 情 報 高等学校10位

（ 兵 庫 ）

９位 栗 東 高等学校 2位　　 長 尾 谷 （ 大 阪 ）

高等学校

平 城 高等学校

６位 京 都 外 大 西

７位 登 美 ケ 丘

８位

５位 明 石 城 西 高等学校

４位 華 頂 女 子 高等学校

（和歌山）

高等学校 国 際 情 報

３位

（滋賀）１位 園 田 学 園

大 産 大 附 属 高等学校

２位 長 尾 谷 高等学校

海 南

12

Ｊ  京都外大西

10 栗 東 （滋賀）

Ｈ  

田 辺

登 美 ケ 丘

(大阪)

11 海 南 （和歌山） （奈良）

（兵庫）

平 城
Ｄ  

長 尾 谷

（滋賀）
順          位

（和歌山)

（奈良）

栗 東

9 国 際 情 報 （滋賀）

京都外大西
Ｇ  

明 石 城 西 （兵庫）

Ｃ  

8

明 石 城 西

7 大 産 大 附 属 （大阪）
海 南

Ｆ  
大産大附属

チ 

Ｋ  登 美 ケ 丘 （奈良）

Ｉ  栗 東 （滋賀）

（大阪）

華 頂 女 子

華 頂 女 子 （京都）6

5 平 城 （奈良）

Ｅ  

3 田 辺 （和歌山)

Ａ  

Ｂ  

2 登 美 ケ 丘 （奈良）

4 京 都 外 大 西 （京都）

1 園 田 学 園 （兵庫）
田 辺

平 城 （奈良）

（兵庫）

国 際 情 報 （滋賀）

明 石 城 西

平 城

（和歌山）

（京都）

（京都）

奈良県  奈良県立橿原公苑明日香庭球場

（和歌山)

（京都）

（奈良）

ト 



第31回　全国選抜高校テニス大会近畿地区大会    （女子）団体   対戦記録 （ 本戦 ）

平成20年11月22日～23日

11月22日(土)  第一日目    １ 回戦    １ 回戦

学校名 登美ヶ丘 ４－１ 田辺 学校名 京都外大西 ３－２ 平城

S1 高田 彩加 ２－６ 矢倉 実咲 S1 今西 美晴 ６－３ 福島 実穂

中村 真弓 尾崎 真美 有吉 麻綾 岸本 千裕

南  綾香 尾花 満衣子 川島 未夢 寺田 慈美

S2 田辺 香菜 ６－０ 三栖 梓沙 S2 奥田 渚砂 ６－７（１） 田中 沙織

川田 千晶 米山 美穂 西村 咲希 松村 眞衣

正圓 菜実 井野 菜摘 中村 衣沙 松本 菜々子

S3 神元 美紗妃 ６－２ 薗田 紗知 S3 佐久間 絢子 ６－１ 浅井 砂樹

   １ 回戦    １ 回戦

学校名 明石城西 ５－０ 国際情報 学校名 栗東 ３－２ 海南

S1 福田 友紀 ６－２ 丈達 すみれ S1 大西 美波 ６－１ 泉 優来

大隅 彩乃 國分 優香 横野 すみれ 稲井 沙依

北浦 朱紗 権田 奈津美 中島 瑞希 久保 朱加

S2 亀山 裕美 ６－０ 脇 藍里 S2 福原 亜里紗 ６－２ 仲西 紗矢

池田 有紀 佐々木 燎里 小西 穂波 堀 弘奈

安宅 晴菜 寺脇 知里 染矢 美波 北村 栞

S3 戸高 未有 ６－０ 徳田 有沙 S3 西川 美帆 ５－７ 土屋 磨由

   2 回戦    2 回戦

学校名 園田学園 ５－０ 登美ヶ丘 学校名 京都外大西 １－４ 華頂女子

S1 山﨑 貴巴 ６－１ 川田 千晶 S1 今西 美晴 １－６ 上地 敦子

田中 桃子 中村 真弓 奥田 渚砂 内田 望允

大塚 弥生 南  綾香 有吉 麻綾 川口 詩織

S2 真田 涼子 ６－１ 神元 美紗妃 S2 清水 日加理 ０－６ 大森 藍

村上 亜利沙 山口 ゆい 佐久間 絢子 飯尾 祥子

大塚 菜津美 浦井 実香 川島 未夢 中越 理花

S3 山本 みどり ６－０ 正圓 菜実 S3 西村 咲希 ２－６ 尾崎 碧紗

   2 回戦    2 回戦

学校名 大産大附属 ３－２ 明石城西 学校名 栗東 １－４ 長尾谷

S1 藤原 悠里 ３－６ 福田 友紀 S1 大西 美波 １－６ 布目 千尋

岡本 佳奈 大隅 彩乃 福原 亜里紗 下道 愛理紗

川端 さき 北浦 朱紗 西川 美帆 吉田 恵美

S2 斉藤 絢 ７－６（７） 亀山 裕美 S2 中島 瑞希 ○RET● 坂川 志帆

北山 由佳 池田 有紀 横野 すみれ 岡村 真優

横山 菜里 安宅 晴菜 小西 穂波 柳原 杏美

S3 鈴木 麻友 ７－６（３） 戸高 未有 S3 中田 怜那 ０－６ 小関 みちか

準決勝 準決勝

学校名 園田学園 ３－１ 華頂女子 学校名 大産大附属 １－４ 長尾谷

S1 山﨑 貴巴 １－６ 上地 敦子 S1 藤原 悠里 ３－６ 布目 千尋

大塚 弥生 飯尾 祥子 斉藤 絢 下道 愛理紗

村上 亜利沙 田仲 千宝 横山 菜里 吉田 恵美

S2 山本 みどり ６－２ 大森 藍 S2 鈴木 麻友 ○RET● 坂川 志帆

大塚 菜津美 川口 詩織 岡本 佳奈 岡村 真優

小石 真子 尾崎 碧紗 川端 さき 柳原 杏美

S3 田中 桃子 打切 内田 望允 S3 北山 由佳 ２－６ 小関 みちか

11月２３日(日)  第二日目 決  勝 本大会結果
学校名 園田学園 ３－１ 長尾谷

S1 真田 涼子 ６２，４６，３６ 布目 千尋

山﨑 貴巴 下道 愛理紗

大塚 弥生 吉田 恵美

S2 山本 みどり ○RET● 坂川 志帆

村上 亜利沙 岡村 真優

大塚 菜津美 柳原 杏美

D2 ６－０ D2 １－６

D1 ６－１ D1 ６－１

D1 ６－３ D1 ６－１

D2 ６－２ D2 ２－６

D1 ６－１ D1 ４－６

D2 D2 ６－２６－１

D1 ０－６

３－６

２－６

D1 ６－０ D1

D2 ６－３ D2

D1 ５－７

大産大附属

華頂女子
D2 ６２，６４

3位

3位

D2

D1

４－６

園田学園

長尾谷

６－１ D2

６２，６４

優  勝

準優勝 大阪

兵庫

京都

大阪

S3 田中 桃子
３６，６３，０２
打切

小関 みちか



第31回　全国選抜高校テニス大会近畿地区大会    （女子）団体   対戦記録 （ 順位戦 ）

平成20年11月22日～23日

11月22日(土)  第一日目 イ 順位決定戦1Ｒ ロ 順位決定戦1Ｒ

学校名 田辺 ０－３ 明石城西 学校名 平城 ３－１ 栗東

S1 米山 美穂 ０－６ 福田 友紀 S1 福島 実穂 ６－３ 大西 美波

尾花 満衣子 大隅 彩乃 岸本 千裕 横野 すみれ

井野 菜摘 北浦 朱紗 寺田 慈美 中田 怜那

S2 尾崎 真美 ０－６ 亀山 裕美 S2 田中 沙織 ４－６ 福原 亜里紗

三栖 梓沙 池田 有紀 松村 眞衣 中島 瑞希

薗田 紗知 安宅 晴菜 松本 菜々子 小西 穂波

S3 矢倉 実咲 打切 戸高 未有 S3 浅井 砂樹 打切 西川 美帆

ハ 順位決定戦1Ｒ ニ 順位決定戦1Ｒ

学校名 国際情報 １－３ 登美ヶ丘 学校名 海南 ０－３ 京都外大西

S1 丈達 すみれ ６－２ 高田 彩加 S1 泉 優来 ０－６ 今西 美晴

國分 優香 中村 真弓 仲西 紗矢 奥田 渚砂

権田 奈津美 南  綾香 久保 朱加 有吉 麻綾

S2 脇 藍里 ５－４打切 田辺 香菜 S2 土屋 磨由 打切 西村 咲希

佐々木 燎里 川田 千晶 堀 弘奈 佐久間 絢子

寺脇 知里 正圓 菜実 北村 栞 川島 未夢

S3 徳田 有沙 １－６ 神元 美紗妃 S3 稲井 沙依 打切 中村 衣沙

11月23日(日)  第二日目 ホ 順位決定戦2Ｒ ヘ 順位決定戦2Ｒ

学校名 明石城西 ３－０ 平城 学校名 登美ヶ丘 ２－３ 京都外大西

S1 福田 友紀 ６－１ 福島 実穂 S1 高田 彩加 ０－６ 今西 美晴

大隅 彩乃 田中 沙織 中村 真弓 奥田 渚砂

北浦 朱紗 岸本 千裕 南  綾香 有吉 麻綾

S2 亀山 裕美 ６－１ 松村 眞衣 S2 田辺 香菜 ６－３ 清水 日加理

池田 有紀 浅井 砂樹 川田 千晶 佐久間 絢子

安宅 晴菜 松本 菜々子 正圓 菜実 川島 未夢

S3 戸高 未有 打切 寺田 慈美 S3 神元 美紗妃 ６－０ 西村 咲希

ト 順位決定戦3Ｒ チ 順位決定戦3Ｒ

学校名 明石城西 ２－３ 華頂女子 学校名 大産大附属 ３－１ 京都外大西

S1 福田 友紀 ２－６ 上地 敦子 S1 藤原 悠里 １－６ 今西 美晴

大隅 彩乃 飯尾 祥子 鈴木 麻友 清水 日加理

北浦 朱紗 諫早 笑美 岡本 佳奈 西村 咲希

S2 亀山 裕美 ６－０ 大森 藍 S2 斉藤 絢 ７－５ 奥田 渚砂

池田 有紀 川口 詩織 北山 由佳 有吉 麻綾

安宅 晴菜 尾崎 碧紗 横山 菜里 川島 未夢

S3 戸高 未有 ２－６ 内田 望允 S3 川端 さき ０－１打切 佐久間 絢子

リ 3～4位決定戦 ① 5～6位決定戦

学校名 華頂女子 １－３ 大産大附属 学校名 明石城西 ３－２ 京都外大西

S1 上地 敦子 ６－１ 藤原 悠里 S1 福田 友紀 ６－２ 今西 美晴

内田 望允 斉藤 絢 大隅 彩乃 奥田 渚砂

川口 詩織 岡本 佳奈 北浦 朱紗 有吉 麻綾

S2 大森 藍 ３－６ 鈴木 麻友 S2 亀山 裕美 ６－０ 清水 日加理

尾崎 碧紗 北山 由佳 池田 有紀 佐久間 絢子

中越 理花 横山 菜里 安宅 晴菜 川島 未夢

S3 飯尾 祥子 ２－６ 川端 さき S3 戸高 未有 ６－０ 西村 咲希

D1 １－６ D1 ６－３

D2
１－２
打切

D2 ６－２

D1 ４－６ D1 ０－６

D2 ２－６

４－６

D1
４－４
打切

D2D2 ６－１

４－６

１－４
打切

D2 ２－６

D2 ０－６

D1

D2

６－１

３－６

D1

D2

D1 ２－６

６－１

６－２

D1 ０－６

D1

D2



第31回　全国選抜高校テニス大会近畿地区大会    （女子）団体   対戦記録 （ 順位戦 ）

平成20年11月22日～23日

11月23日(日)  第二日目 ② 7位決定戦 ③ 順位決定戦

学校名 平城 ２－３ 登美ヶ丘 学校名 田辺 １－３ 栗東

S1 福島 実穂 ６－２ 高田 彩加 S1 米山 美穂 ２－６ 大西 美波

岸本 千裕 中村 真弓 尾花 満衣子 横野 すみれ

寺田 慈美 南  綾香 井野 菜摘 中島 瑞希

S2 田中 沙織 ６－２ 田辺 香菜 S2 尾崎 真美 ４－６ 福原 亜里紗

松村 眞衣 川田 千晶 三栖 梓沙 小西 穂波

松本 菜々子 正圓 菜実 薗田 紗知 中田 怜那

S3 浅井 砂樹 ４－６ 神元 美紗妃 S3 矢倉 実咲 ２－４打切 西川 美帆

④ 順位決定戦 ⑤ 順位決定戦

学校名 国際情報 ３－１ 海南 学校名 栗東 ３－２ 国際情報

S1 丈達 すみれ ６－４ 泉 優来 S1 大西 美波 ６－３ 丈達 すみれ

國分 優香 土屋 磨由 中島 瑞希 國分 優香

権田 奈津美 稲井 沙依 小西 穂波 権田 奈津美

S2 脇 藍里 ６－４ 仲西 紗矢 S2 福原 亜里紗 ６－２ 脇 藍里

佐々木 燎里 堀 弘奈 横野 すみれ 佐々木 燎里

寺脇 知里 北村 栞 染矢 美波 寺脇 知里

S3 徳田 有沙 ４－４打切 久保 朱加 S3 西川 美帆 ６－３ 徳田 有沙

⑥ 8～９位決定戦

学校名 栗東 平城

S1

S2

S3

日程 平成20年11月22日(土)～23日(日）

会場 奈良県    奈良県立明日香庭球場

主管 近畿高体連テニス部・奈良県高体連テニス部

D1 ２－６D1 ２－６

D2 １－６ D2 ６－４

D1 ２－６

D2 ６－４

D1

D2

D1 ４－６

D2 ２－６

順位戦の対
戦結果によ
り平城の勝
ち上がり




