
■男子団体戦

1湘南工大附（神奈川）

2城　　　　　南（徳島）

3鳳　　　　　風（鹿児島）

4早稲田実業（東京）

5宇　　　部（山口）・一一一一一一一i　3‾0

平成23年度全国高等学校総合体育大会（テニス競技）

6弘　前　エ（青森）・－一一一一一一山…－……－ユ3；73…0

7新　　　　　田（愛媛）

8寒　　河　　江（山形）

9つくば国際東風（茨城）

10富山国際大付（富山）

11近　　大　　附（大阪）

12大　分　舞　鶴（大分）

13東　　　　　山（京都）

S284

つくば国際東風

2－1　　　　　S283

14浜松市立（静岡）　「　　浜松市立：S181

15秋　　田　　エ（秋田）・一一一…」

16海　　　　星（長崎）・一一日一一一7

17浦　和　学　院（埼玉）

3－O S280

18松商学園（長野）　「　　松南開⊆S198（5）

19岡山理大附（岡山）
3－O S297

20安　　　　積（福島）・一一日一一一一一…一一一一…7

21鳥　取　西（鳥取）・－…一一一7

22麗　澤　瑞　浪（岐阜）

23沖　　縄　　工（沖縄）

24甲　　府　　－（山梨）

25相　生　学　院（兵庫） 広報記録委員長サイン

レフェリーサイン　　しル

第68回全国高等学校対抗テニス大会

柳　　　　　川（福岡）26

足利工大附（栃木）27

北　　　　　陸（福井）28

；HHH一一慶　　　　風（和歌山）29

高　　松　　北（香川）30

3；黒77等一一一一一一一一一一一山一－t－…岩　　　手（岩手）31

S284」並立」－札幌日大（北海道）32

清風

2‾1し…－…広

清風「t一一一…佐

S2打切　　　　2－1

」等欝1
S185

清

」埋草邑∫‾‾共
王　2‾1：一一一…一一金

名　　S2　80

．蒜l　　　　法

光　　　　陵（広島）33

土　　原（宮崎）34

風（大阪）35

愛　学　園（群馬）36

沢（石川）37

経大市部（愛知）38

政　　二（神奈川）39

星（島根）40

陵（宮城）41

成（東京）42

谷（佐賀）43

泉（滋賀）44

新　　発　　田（新潟）45

綿羊蕾浦安l　　　　　東京学館浦安（千葉）46
2－1D85

S128

S2　80

Lj等皇亡青　森　山　田（青森）47

高　知　中　央（高知）48

熊　本　第　二（熊本）49

奈　良　育　英（奈良）50

四　日　市　エ（三重）51



2011／8／1116：46

男子団体戦　対戦記録表

■　3回戦

1　湘南工大附 �(�ﾃ��早稲田実業　　4 

D 俘)68��ﾗ�ｵ��佛B�84 �H�8��4饉ﾙh��｢�
高橋　一希③ 刳￥C登③ 

Sl 傴ﾈﾞ���tY�驟��佛B�85 亊ﾙ68��､5��｢�

S2 俑�皐���I�驟�"�打切 ���ｨ��+ﾉ�ﾈt"�

13　　　東山 �(�ﾃ��浦和学院　17 

D �6x8ﾈ6���~in���R�38 ��iF���<Inx�傴"�
倉地　芳直③ 剔O嶋　克哉② 

Sl �+y�H��楮ｮﾈ����85 儖hﾆ���tY^5��｢�

S2 �?ｨ岑��|X櫁t"�81 俤i:�����nxt"�

′ご′聖書弓 鼎(�������Y�ﾂ�2－0 囘��ﾙ?�������3��ﾂ�

D 傅ﾉg���|y����*��86 ��ﾈ�8��Tﾉ7��佛B�
恒松　拓未① 刳ﾖ根　由浩③ 

Sl 冤渥���ﾆ�����b�97 ��Yth��tIF��佛B�

S2 偃y$ｨ���ﾘ自����b�切打 傅ﾉ}���yﾘｷe��｢�

新青森県総合運動公園テニスコート

潔甘 ��(�����YZｩY�-��2－1 �,(*ﾘ,鞁�ﾝｹ8ﾉYx����

D 俚)Hﾈ��+ﾉ�ﾕ��｢�80 傅ﾈ鉙ﾞ���u�����｢�
深田　楓平③ 剞X川　真臣③ 

Sl ��ｨ�8���(ﾅｸ��*��18 凉ｸ��ﾝﾙnE��｢�

S2 �儻���ﾔ��驟�"�85 亊����ﾉj���｢�

・51　　四日市工 �(�ﾃ��東京学館浦安　46 

D �+y68����5H��*��86 ��闔H��ﾉ(ﾎU��｢�
萩　貴智③ 刮｡川　真樹③ 

Sl 佩9:���<I�驟�)��｢�83 冰(皐��ﾉ)�ﾅ��｢�

S2 �(i8x��t8櫁�佛B�切打 俘)nﾈ��ﾉ(耳�佛B�

レフェリーサイン：　打

広報記録委員長サイン＝　窟肢
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男子団体戦　対戦記録表

■　準々決勝

新青森県総合運動公園テニスコート

■　準決勝

D �� ��

Sl �� ��

S2 �� ��

D �� ��

Sl �� ��

S2 �� ��

■　決　勝

D �� ��

Sl �� ��

S2 �� ��

レフェリーサイン：

広報記録委員長サイン：



■女子団体戦

1富　士　見　丘（東　京）

2慶　　　　　風（和歌山）

3済　　　　　美（愛　媛）

4野　田　学　園（山　口）

5山　村　学　園（埼　玉ト一一…一一i　2‾1

平成23年度全国高等学校総合体育大会（テニス競技）

6柳　　　川（福岡）・－一一一一一一一…一一一…一一i2；1号…4

7札幌　日　大（北海遭）　　　　l蒜昌夫

8聖霊短大付（秋田）－「溺逗去致」3；73…2

9龍　　　谷（佐　賀）・一叩川上　2－1　　S285

10美　鈴　が　丘（広　島）

11湘南工大附（神奈川）

12仁　愛　女　子（福　井）

13椙山女学園（愛　知）

14青　　森　　東（青　森）

15星　　　　　稜（石　川）

16沖　縄　尚　学（沖　縄）

17徳　　島　　商（徳　島）

18京都外大西（京　都）

19日　本　航　空（山　梨）
3－O S2打切

20福徳学院（大分）　　　l舶田職．

21津　　商（三重）－．「．＿丘」2；；……8

22山　本　学　園（山　形）…－…」　3‾O S297

23長　岡　大　手（新　潟）

24藤　　　　　代（茨　城）

25城　南　学　園（大　阪）

2－O

D85

S177打切

S283

第68回全国高等学校対抗テニス大会

rH一一一一一一一日一一日一一秀明八千代（千　葉）26

園　田　学　園（兵　庫）27

3‾0　」一一一日海　　　星（長　崎）28

！一一一一一一日最　　　　　知（高　知）29

東海大相模（神奈川）30

3‾OD80　喜一一一一一一日一一一一一日一一一一一青　森　西（青　森）31

S282　早稲田実業「一一t一一英　　明（香川）32

早稲田実業（東　京）33

盛　岡　第　一（岩　手）34

2－1

L苧欝j
S180

八代白百合（熊　本）37

岡山学芸館（岡　山）38

品芸　喜一一一一…一一日一日一一一一一松商学園（長

3－0

野）39

浜　　松　　西（静　岡）40

≡－…－…平　　　城（奈　良）41

rmH作　新　学　院（栃　木）42

鳳　　　　　鳳（鹿児島）43
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女子団体戦　対戦記録表

｛　3回戦

1　　富士見丘 �(�ﾃ��野田学園　　4 

D ��碓ﾈﾞx��R�')69~ht"�81 伜(ﾋIdx�����ﾒ�嫌:��韲�t��

Sl ��:���uｸｴx�佛B�85 伜):���ﾜｨﾘ���｢�

S2 �(i�ｨ��[hﾘ�t��打切 ���68��k(����｢�

三瀾‾ニッ �#x������68ｧx���2－0 �8ﾈ､9�Y�ｩlﾘ��3��

D �')68��¥�ｸ�佛B�82 俑�ｻH���騁H�佛B�
西口　真央① 刮ｪ野　智矢子③ 

Sl ������w���｢�86 �7�68��h9Oﾈ���b�

S2 �hﾛ)Oﾈ��芥�佛B�打切 冏ｸｻﾘ��j)�ht"�

肌 鼎8������e�Yr�2－0 儼ﾈ鉑�ﾈ������C��

D 儿)]8���x��佛B�83 ��I68��&ﾙux��4ｲ�
池田　紗也② 剴燻R　ひかる③ 

Sl ��ﾘ曰��_ﾉ�%��｢�84 伜(ﾏｸ��ﾆ(������

S2 ��9¥ｩWｸ��z)^E��｢�切打 凩���tHﾘ�����

新青森県総合運動公園テニスコート

25　　城南学園 �(�ﾃ��福徳学院　　20 

D 假�:���-ﾘ,�-ﾘ��R�83 俚):���ｸｹyﾈ���ﾒ�
畑守　美里② 剄ｎR　奈津実① 

Sl ��ﾆ���~inｵ��｢�83 俚):���蟹z%��｢�

S2 亶h鴿¥H��廩､8�佛B�切打 ��68��ﾔｹ^E��｢�

冥 鉄�����ｷｸﾞ淫B�2－0 ���68�������Cr�

D ��Yn���躡K���佛B�81 亳~�h��|�尸6h�｢�
福留　夏美③ 刪ｻ部　里香① 

Sl �$ｨﾏｸ��ﾊﾘ�佛B�82 乂ﾘﾋH���x�(���b�

S2 傴ﾉOh��Yh�佛B�切打 ��I,8����桜��｢�

レフェリーサイン： 可読あ
広報記録委員長サイン＝好軋秀超す
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女子団体戦　対戦記録表

■　準々決勝

新青森県総合運動公園テニスコート

1　　　富士見丘 �(�ﾃ��湘南工大附　　11 

D �')68��~e��｢�76（5）76（9） �x処ﾊ���-ﾈ.�*��佛B�
梶谷　桜舞③ 剴�]　真子③ 

Sl ��:���uｸｴx�佛B�6267（8）62 �?ｩNH��ﾛ��E��｢�

S2 �(i�ｨ��[hﾘ�����打切 亳ynﾈ��*�.IOﾅ��｢�

25　　　城南学園 �(�ﾃ��椙山女学園　　13 

D 假�:���-ﾘ,�-ﾙh��｢�6462 侘8ﾞ���K�Hﾘ���｢�
畑守　美里② 刹g川　桃加② 

Sl ��ﾆ���~inｸ��*��67（5）16 亳yW���芥����｢�

S2 亶h鴿¥H��廩､8t"�166262 偸H�(��=餔ﾈ�佛B�

27㌔　　　園田学園 �(�ﾃ��早稲田実業　　　33 

D �')68��芥減�佛B�6264 ���nﾈ��廩ｯ8���ﾒ�
西口　真央① 刹e池　綾夏③ 

Sl ������ﾊﾘ��*��3626 �-(��ﾆ(�����ﾒ�

S2 伜)gｸ��-�*�.�8ﾘ�｢�6275 仞�皐��矯ﾘ�,ﾂ�

51　　　宮崎商 �(�ﾃ��鳳風　　　　43 

D ��Yn���躡K����｢�4616 儿)]8���x��佛B�
福留　夏美③ 剪r田　紗也② 

Sl �$ｨﾏｸ��ﾊﾘ���b�612662 仞ｨ曰��_ﾉ�(��*��

S2 傴ﾉOh��Yh�佛B�6360 ��9¥ｩWｸ��z)^I警�｢�

■　準決勝

－　D �� ��

Sl �� ��

S2 �� ��

D �� ��

Sl �� ��

S2 �� ��

■　決　勝

D �� ��

Sl �� ��

S2 �� ��

レフェリーサイン‥　廿ああ希

広報記録委員長サイン＝原像秀避丁


	男子団体トーナメント表0811
	男子団体対戦表0811
	女子団体トーナメント表0811.pdf
	女子団体対戦表0811

