
■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…」　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　工（青森）・…－…一一一一一一一…」　3‾OD80
S182

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）

つくば国際東風

S284

つくば国際東風

14浜松市立（静岡）　「　　浜松市立：S181

15秋　田　工（秋田）t－……i　3‾O S280

16海　　　　星（長崎）・一一日一一一7

17浦　和　学　院（埼玉）

18松商学園（長野）　「　　松商学園書S198（5）

19岡山理大附（岡山）・…－」　3‾O S297

20安　　　積（福島ト一一…一一一一一…－…「

21鳥　取　西（鳥取）・一一一一一日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）

2－1　　　　　　2－1

D D

3626　　　　6216　75

SI S1

6362　　　　　6361

S2　　　　　　　S2

266260　　　　3636

広報記録委員長サイン

レフェリーサイン　　　Lレ

2－O

D83

S182

S2打切

3－O D97

S181

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

rH…一一慶　　　　風（和歌山）29

高　　松　　北（香川）30

！－…一山一一一一一一山一一一一一岩　　　　　手（岩手）31

S284　＿灯一札幌日大（北海道）32

2‾1書目－…一広　　　　陵（広島）33

清風「一一一一一一一佐　土　原（宮崎）34

S2打切　　　　2－1

一等欝●

S185

清　　　　　風（大阪）35

J婆準J‾‾共愛学園（群馬）36
：2‾1；一一一一一一一一金　　　沢（石川）37

名経大市部（愛知）38

一　蒜l　　　　法　政　二（神奈川）39
3；？……3」遥皇」－開　　星（島根）40

光　　　　　泉（滋賀）44

新　　発　　田（新潟）45

★真筆撫浦安l　　　　　東京学館浦安（千葉）46
2－1D85

S128

S280
Lj竿」［二青　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　工（三重）51



2011／8／10　20：03

男子団体戦　対戦記録表

■1回戦

3　　　　鳳風 �8�ﾃ��城南　　　2 

D �69(h���9�U��｢�98（1） ��掩X����"�
小原　尚晃② 剋R本　大貴③ 

Sl ��)68���X���｢�82 ��ﾈﾜ8��自����｢�

S2 ��I:���+ﾈｴ�"�86 亳y�ｨ��楮讓t"�

9　つくば国際東風 �(�ﾃ��寒河江　　　8 

D 傅ﾈ鉙ﾞ���u����佛B�48 ��Y�(��8��佛B�
森川　真臣③ 剳嵩c　晃紀③ 

Sl 凉ｸ��ﾝﾙnH�佛B�84 凭冦���ﾔx鴿�警�｢�

S2 亊����ﾉj���｢�80 ���譏��tﾉn���*��

川　　浜松市立 �8�ﾃ��秋田工　　15 

D 傅ﾉ'(��t駭x�佛B�81 �凉��靆ｸﾔg��｢�
猪股健吾③ 剽髢ﾘ　凌③ 

Sl �������ﾆ����b�85 �-(迄��t8��佛B�

S2 亳xﾊ���ﾕ�ｵ���｢�82 儉(ｻH�����*��

24　　　甲府－ �(�ﾃ��沖縄工　　　23 

D ��ｹ�(��ﾉｩ�驟��佛B�79 凛~�h����ﾎ��佛B�
秋山　大地③ 刹熄驕@弘樹③ 

Sl ���68���Y^5��｢�81 亶ｸ����|ｹ����*��

S2 仂ｸﾋH���8�佛B�84 ��h･���ﾜh躪���b�

30　　　高松北 �(�ﾃ��慶風　　　29 

D 兀�H��vh櫁����97 俑���|緯h�佛B�
寒川　雄太① 刮ﾁ藤　浩樹③ 

Sl ��宛ﾈ��､�X�｢�83 亳Ygｸ��耳ｵ��佛B�

S2 亳ynﾈ��u亢���｢�28 ��H���駢ｨt"�

新青森県総合運動公園テニスコート

11　　近大附 �8�ﾃ��富山国際大付　10 

D �>ｨ皐��<I����R�86 傅ﾉ�丶8韓��R�
西村健太郎② 剿q野貴樹③ 

Sl �$ｨﾏｸ��*旭����b�82 做液9nﾕ��｢�

S2 俘(ｻH��ﾘ�5H�佛B�81 �?ｨ岔�X敘��｢�

17　　浦和学院 �(�ﾃ��海星　　　16 

D 凅丼h��訷秤nx��R�18 �ﾉgｸ��﨓ﾕ���*��
前嶋　克哉② 剿k村　翔平（D 

Sl 儖hﾆ���tY^5��｢�83 �>�68���靫u��｢�

S2 俤i:�����nxt"�98（5） 傅ﾉoh��uIvh����

22　　麗澤瑞浪 �8�ﾃ��鳥取西　　　21 

D �>�68��&ﾙnﾘ�佛B�81 凩����Y��h��｢�
坂本　龍也② 刪誧_　晃平③ 

Sl 做亥(��������｢�84 兌ﾙm���tI�ﾈ��8｢�

S2 ��:���ﾊｨ耳�佛B�84 �69(h��dhﾔx��8｢�

28　　　北陸 �(�ﾃ��足利工大附　　27 

D �'ﾈ岔+ﾉ{(��4ｲ��冏ｹt竸8t"�68 仄ｹnﾈﾊｸﾎ���｢�ｶx皐ﾉ(t"�

Sl ��ﾈﾞ���<I[ﾕ��｢�86 冩ｹWｨ��彧nw��｢�

S2 冏�68����ｷht"�86 冦ｨﾙX��tHｴﾘ���b�

36　　共愛学園 �(�ﾃ��金沢　　　37 

D ��H��u����佛B�85 儻�����5��｢�
石井　琢真③ 剋R崎　将貴③ 

Sl ��ｹ68��葈ﾊｸ���b�83 俘)8x��ｮ���｢�

S2 儖Y��8x�����｢�89（3） ���ｸ��4���｢�

42　　　大成 �(�ﾃ��龍谷　　　43 

D ���-ﾘｭ���ﾆ���佛B�58 舒)gｸ��ﾆ･��｢�
古越　諒① 剪ﾒ野康弘③ 

Sl 偃y$ｨ���ﾘ自���｢�81 侏隍ｨ��ﾉ)�����b�

S2 傅ﾉg���|y�鑼��80 ��ﾉ�ﾈ���)vﾗ��｢�

48　　高知中央 �(�ﾃ��青森山田　　47 

D 伜(岑����X��*��97 倅����|�����4ｲ�
浜町　大和③ 剳汕艨@裕樹③ 

Sl �69�ｨ��{･��｢�81 �69�ｨ��楮ｵ��佛B�

S2 舒)�8��|�Oh���b�38 倅����椹6ﾈ�佛B�

レフェリーサイン：上申衷前々

広報記録委員長サイン‥絡臥黍威



2011／8／10　20：03

男子団体戦　対戦記録表

■　2回戦

9　つくば国際東風 �(�ﾃ��新田　　　　7 

D 傅ﾈ鉙ﾞ���u����佛B�48 亳Y'(��ｻ�[ﾘ��R�
森川　真臣③ 剳ｽ塚耕二郎③ 

Sl 凉ｸ��ﾝﾙnH���b�84 亶ﾉzx��u9�h���b�

S2 亊����ﾉj���｢�83 �ｩOh��H雍��佛B�

13　　　東山 �8�ﾃ��浜松市立　14 

D �6x8ﾈ6���~in�����97 傅ﾉ'(��t駭x�佛B�
倉地　芳直③ 剪膜ﾒ健吾③ 

Sl �+y�H��楮ｮﾈ��*��81 �������ﾆ���｢�

S2 �?ｨ岑��|X櫁�佛B�80 亳xﾊ���ﾕ�ｵ�,ﾂ�

誓ン �#h������oi�ﾂ�3－0 冉ｹzH������#��

D 俟(��箞ﾄﾙh��｢�81 伜)gｸ��ﾉｸ譏��*��
小坂　絢太③ 剞剿{悠輔③ 

Sl �H�8��ﾆ羽���｢�85 ��ﾈﾞ���<I[ﾘ���b�

S2 ��ﾙOh��~X匯>ﾘ����84 冏�68����ｷh�佛B�

空欄 ��ﾃ3�������d��ﾙ?��3－0 丶ｩ��������C��

D 伜(ﾏｸ��ue��｢�83 ��餔(��<Hﾎ���R�
関根　由浩③ 剌ｼ尾　俊太郎① 

Sl ��Yth��tIF鑼"�85 仆Igｸ��u95H�傅ﾒ�

S2 傅ﾉ}���yﾘｷh�佛B�84 俎)�ﾈ����nx�僖b�

新青森県総合運動公園テニスコート

4　　早稲田実業 �8�ﾃ��弘前エ　　　6 

D ���ｨ��+ﾉ�ﾈ�佛B�80 兀�68��+ﾈﾜe��｢�
梶修登③ 剿ﾘ村　大地③ 

Sl 亊ﾙ68��､8��*��82 �)]ｸ��ﾅｹ���佛B�

S2 �H�8��4饉ﾘ���b�84 �69(h���ﾙ����｢�

12　　大分舞鶴 �8�ﾃ��近大附　　11 

D 俚)Hﾈ��+ﾉ�ﾘ�佛B�82 �>ｨ皐��<I��/h�｢�
深田　楓平③ 剞ｼ村健太郎② 

Sl ��ｨ�8���(ﾅｸ��*��83 �$ｨﾏｸ��*旭���｢�

S2 �儻���ﾔ��驟��佛B�86 俘(ｻH��ﾘ�5H�佛B�

25　　相生学院 �8�ﾃ��甲府－　　　24 

D �')�ﾈ��ﾕ�ｨ�丿2�82 做亥(���Y&��佛B�
細川　和希② 剿]月　陽③ 

Sl ��I:���ｴﾘ讓��*��82 ���68���Y^8�佛B�

S2 冏�����ﾅｸｴﾘ��*��83 仂ｸﾋH���8�佛B�

翻購 �3�������ﾘ(鉑fｲ�3－0 舒(訷������3��

D 兀�H��vh櫁��8｢�97 亳y68���8��*��
寒川　雄太（D 剔ｾ田代　希唯① 

Sl ��宛ﾈ��､���*��81 ��:����Xｵ���｢�

S2 亳ynﾈ��u亢���*��84 ��ﾉ�ｨ���ﾉnx�佛B�

42　　　大成 �(�ﾃ��光泉　　　44 

D 傅ﾉg���|y����*��81 �ﾉ68��肢ﾌ��佛B�
恒松　拓未（D 剞��@良祐③ 

Sl 兩)-ﾘｭ���ﾆ���佛B�63打切 ���8x��&ﾘｯ8���b�

S2 偃y$ｨ���ﾘ自����b�82 俥(�8��|xt��

緋堪 鉄�����賈?ｨ�84r�3－0 估igｹ�i?�����C��

D �+y69��5Ih��｢�Hｸｴﾙ'�t"�81 �?�����4駭yh��｢��(ﾞ疫8ｯ8t��

Sl 佩9:���<I��4���*��81 ��8ﾖ(���9[ﾕ��｢�

S2 �(i8x��t8櫁�佛B�80 冦�ｨ��ﾕ�u��｢�

レフェリーサイン＝－車麺か力

広報記録委員長サイン‥瘡軋秀磨



2011／8／1116：46

男子団体戦　対戦記録表

■　3回戦

13　　　東山 �(�ﾃ��浦和学院　17 

D �6x8ﾈ6���~h����ﾒ�38 儷ｹNｸ��訷秤nyh��｢�
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�佛B�81 俤i:�����nxt"�

26　　　柳川 �(�ﾃ��高松北　　　30 

D 俟(��箞ﾄﾘ��*��83 兀�H��vh樒��｢�
小坂　絢太③ 刳ｦ川　雄太① 

Sl �H�8��ﾆ羽���*��98（2） ��宛ﾈ��､�����

S2 ��ﾙOh��~X匯>ﾘt��打切 亳ynﾈ��u亢����b�

慧宗　　こ、薫 鼎(�������Y�ﾂ�2－0 ��去政二　　　39＿ 

D 傅ﾉg榎y�顫X�｢�ﾕ�鉑��j(t��86 箸�上　　各3 
関根　由浩③ 

Sl 冤渥���ﾆ�����b�97 ��Yth��tIF���｢�

S2 偃y$ｨ���ﾘ自����b�切打 傅ﾉ}���yﾘｷh�佛B�

新青森県総合運動公園テニスコート

12　　大分舞鶴 �(�ﾃ��つくば国際東風　9 

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nH�佛B�

S2 �儻���ﾔ��驟��佛B�85 亊����ﾉj���8｢�

25　　相生学院 �(�ﾃ��麗澤瑞浪　　22 

D �')�ﾈ��ﾕ�ｨ�佛B�83 �>�68��&ﾙnﾘ�佛B�
細川　和希② 剄笆{　龍也② 

Sl ��I:���ｴﾘ讎X�｢�82 做亥(��������｢�

S2 冏�����ﾅｸｴﾘt��切打 ��:���ﾊｨ磁��｢�

刷 �3X�������IYr�2－0 冖ﾈﾆ��X�9YH��3��

D �H�8���)�ﾈ�佛B�83 伜)68��ﾕy�X��*��
山野敦史③ 剽ﾑ　聖哉② 

Sl 估凩��������佛B�82 �6闔���弴謨��｢�

S2 冢��ﾘ��ﾔ�x��8｢�打切 ��:���tXｴﾘt"�

・51　　四日市工 �(�ﾃ��東京学館浦安　46 

D �+y69��5H��*��Hｸｴﾙ'�t"�86 ��闔H��ﾉ(ﾎS2�
横Jl ��隴(t"�

Sl 佩9:���<I�驟���｢�83 冰(皐��ﾉ)�ﾈ�佛B�

S2 �(i8x��t8櫁�佛B�切打 俘)nﾈ��ﾉ(耳�佛B�

レフェリーサイン：

広報記録委員長サイン＝　窟肢



2011／8／1215：04

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

瑚雉 �������9>ﾈﾔ��YXﾒ�2－0 ��YZｩY�-������"�

D 俘)68��ﾗ�ｵ��佛B�6464 俚)Hﾈ��+ﾉ�ﾘ�兀R�
高橋　一希③ 剞[田　楓平（卦 

Sl 傴ﾈﾞ���tY�驟���｢�7562 ��ｨ�8���(ﾅｸ��*��

S2 俑�皐���I�驟����ｲ�打切 �儻���ﾔ��驟���｢�

瑠＿Rを； ��8��������8ﾈ�"�2－1 ��ｩ�hｧx��������#R�

D �6x8ﾈ6円h匣��*��揵чdﾈ讓t"�1636 �'&ﾉ�(7���2�／ 細J ���"�ﾆﾉ��ｯ8t��

Sl �+y�H��楮ｮﾈ���� ��I:���ｴﾘ讓��*��

S2 �?ｨ岑��|X櫁t"�6162 冏�����ﾅｸｴﾘ��*��

26　　　　柳川 �(�ﾃ��清風　　　　35 

D 俟(��箞ﾄﾘt��6363 �H�8���)�ﾈ��R�
小坂　絢太③ 剋R野敦史③ 

Sl �H�8��ﾆ羽���*��6461 估凩���������｢�

S2 ��ﾙOh��~X匯>ﾘ����21打切 冢��ﾘ��ﾔ�x,ﾂ�

三強R4≡‾ 鉄�������賈?ｨ�84r�2－1 ��Y�ﾈ����������C"�

D �+y68����5H��*��4636 傅ﾉg���|y�����ﾒ�
萩　貴智③ 剄P松　拓未（彰 

Sl 佩9:���<I�驟���6261 冤渥���ﾆ�����b�

S2 �(i8x��t8槫��｢�466463 偃y$ｨ���ﾘ自�����

■　準決勝

涛Rl肇享 ��8��������8ﾈ�"�2－1 傲9>ﾈﾔ��YXﾘ��������

D ���&���di+ﾈt"�3626 俘)68��ﾗ�ｵ�t"�
小路豊史③ 剄ｋｴ　一希③ 

Sl �+y�H��楮ｮﾈt��6362 傴ﾈﾞ���tY�驟���｢�

S2 �?ｨ岑��|X槫��｢�266260 俑�皐���I�驟��佛B�

；；萱5R2才㌻ 添fﾘ������賈?ｨ�8ﾔ��2－1 冩i�ﾈ���������ﾈ��#h�B�

D �+y68����5Ht��621675 ��ﾈ��箞ﾄﾘ���b�

萩　貴智③ 剌ｬ坂　絢太③ 
Sl 佩9:���<I�驟���6361 �H�8��ﾆ羽�����

S2 �(i8x��t8櫁���b�3636 ��ﾙOh��~X匯>ﾘ����

■　決　勝

一新雉 鉄�������賈?ｨ�8ﾔ��2－0 �8ﾈ�(���������2�

D �+y68����5H��*��6462 �6x8ﾈ6���~h�����
萩　貴智③ 剔q地　芳直③ 

Sl 佩9:���<I�驟���6364 �+y�H��楮ｮﾈt��

S2 �(i8x��t8櫁���b�6066打切 �?ｨ岑��|X櫁���b�

レフェリーサイン二

広報記録委員長サイン：

、へ肌ル純卜
出
癖



■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）・……」　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（福岡ト…一一一一一一一一一一一一一一一一j2；1冒…4

7札幌　日　大（北海道）　　　　l蒜昌■大

8聖霊短大付（秋田）－「＿望訟且」3；73；2

9龍　　　　　谷（佐　賀）・一一一一一日i

10美　鈴　が　丘（広　島）

11湘南工大附く神奈川）

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JID

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）

2－1　　　　　S285

3－O S2打切

20福徳学院（大　分）　　　　l胴糊

21津　　南（三重）－「＿遥且」2；ミ……8

22山　本　学　園（山　形）

23長　岡　大　手（新　潟）

24藤　　　　　代（茨　城）

25城　南　学　園（大　阪）

3－O S297

2－1　　　　　　2－O

D D

67（6）6263　4613打切

SI S1

6060　　　　　6164

S2　　　　　　　S2

3626　　　　　6462

広報音己録委員長サイン

湘南工大附

レフェリーサイン：　il

2－O

D85

S177打切

S2　83

第68回全国高等学校対抗テニス大会

「一一一一一一一一日一日－一一日秀明八千代（千　葉）26

園　田　学　園（兵　庫）27

3‾0　LH一一一一一海　　　星（長　崎）28

！一一一…一一最　　　　　知（高　知）29

東海大相模（神奈川）30

3；7…0り一一一一一一一一…一一一山一…青　森　西（青森）31

S282　早稲田実業：－…一一一一英　　　明（香川）32

早稲田実業（東　京）33

2；鳥；8童県岐阜商「一一一一一盛岡第一（岩手）34

S280　　3－0　　」　県　岐阜商（岐　阜）35

過＿「一一‾栗　　東（滋賀）36
．．．．鵬≠地：2‾1：…一一一一一八代白百合（熊　本）37」等欝」
S180

岡山学芸館（岡　山）38

浜松西「一日一一日一一一一山一一一一松商学園（長

3－0

2－O D82

S134打切

S281

野）39

浜　　松　　酉（静　岡）40

≡一一…一一一平　　　城（奈　良）41

「一一日一一作　新　学　院（栃　木）42

鳳　　　　　風（鹿児島）43

：　　「…一一一一関　　　　星（島　根）44

」一旦欝　」。大東北（福島，45

「一一…一一一日日日一一一一早稲田摂陵（大　阪）46

3－0

太　田　女　子（群　馬）47

境　　（鳥　取）48

富山国際大付「－富山国際大付（富　山）49
3‾0　LHH一束　　　　陵（宮　城）50

宮　　崎　　商（宮　崎）51
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女子団体戦　対戦記録表

11回戦

8　　聖霊短大付 �(�ﾃ��龍谷　　　9 

D �69(h��>�ﾗ��｢�38 僣8�8��k騷(��*��
佐々木　梨保③ 剏ﾃ賀　穂② 

Sl 俚):���iﾉ_H�佛B�83 ��Y����鞁�H���b�

S2 冏�H��,�,(-ﾘ�佛B�83 �69(h���x綿��*��

15㌔　　　星稜 �8�ﾃ��青森東　　14 

D �IFx�iUｹvﾙOﾈ�亶��83 冩i�8����?ｨ���ﾒ�
中村　萌美③ 剄ｐ｣　日菓子② 

Sl ��9nﾈ��yﾈ廩��*��80 ��ｹ:���dx��*��

S2 冦��ｨ��tIWｨ��t��80 ��ﾉ����ﾛ亢倡���*��

18　　京都外大西 �8�ﾃ��日本航空　1‾9 

D �ﾙ>���-�,ﾈ*����b�82 冖ﾈ竧�����*��
大上　真由② 刮ｪ田　佳奈③ 

Sl ��ｩ�8����ﾘ���｢�97 冖ﾈ竧��ｻ���4ｲ�

S2 傅ﾈ�(��Yht"�80 冦偉ｸﾏｸ��w���｢�

琉ン　′“ �#H������:��2�2－1 �+x圸�X訷����#2�

D 傲ﾈｵ���Oﾉz(��*��80 俘)m���'�ﾆ(�佛B�
内田　絵比② 剞V部　夏奈子③ 

Sl 俑ｩgｸ��=�����｢�58 ��9�ﾈ��恢���*��

S2 ��H鉙��yﾙOﾈt"�84 冤渥���ﾏXt��

：薫巨＿≡妻 鼎���W亥(ﾙ�ﾝｹ�YWB�3－0 �8ﾉ|ｸ������S��

D ��h�蟹kｵ��｢�ﾚｩOi~i=���-��83 �:�69^H扎�佛B�ﾛ):��ﾉOﾈt"�

Sl ��Y8x��躡^H�佛B�83 �?ｨ岑��柑z(ﾘ���｢�

S2 ���68���ﾉ|x��t��81 俚(�盈���h8鮭�傴"�

新青森県総合運動公園テニスコート

4　　野田学園 �(�ﾃ��山村学園　　5 

D 伜(ﾋH��dx����R�86 冩hﾋH��|���R�
伊藤　真実② 剋R浦　はる香③ 

Sl 伜):���ﾜｨﾘ���*��48 俘(ｻH��t$x�｢�

S2 ���68��k(�,ﾂ�81 ��nﾈ����ﾈt"�

11　湘南工大附 �8�ﾃ��美鈴が丘　10 

D �x処ﾊ���-ﾈ.�*��佛B�97 �(i�ｹx8��u(減�佛B�
入江　真子③ 刳＄�@真利亜② 

Sl �?ｩNH��ﾛ��E��｢�82 �+ywh��;�=鑼"�

S2 亳ynﾈ��*�.IOﾈ���b�83 傅ﾉ}�����^��丿2�

17　　　徳島商 �(�ﾃ��沖縄尚学　16 

D 儖宇i$ｨ��tIyﾘ�佛B�84 �ｩ&���h9Uｸ�佛B�
巽　荊奈③ 剳ｽ田　詩乃② 

Sl 們(�(���饋���｢�81 仂ｨ����+8*ﾘ.u��｢�

S2 伜(ﾏｸ���餔ﾈ����68 从ﾙIx��~hﾝ�����

21　　　津商 �8�ﾃ��山本学園　　22 

D ��X皐��ﾜｨ扎��R�82 ��X�(��_ﾈ������
金児　ちなみ③ 剋R田　優③ 

Sl 儻�68��tﾉz(ﾆ(t"�83 冏�68���xﾞx��*��

S2 ��ﾈﾏｸ��.H.�,ﾂ�81 兀�H��芥��*��

皿 �#x������68ｧx���3－0 丶8����������#��

D �')68��芥減�佛B�82 �儖h��.H*E��｢�
西口　真央① 剄�{夢美② 

Sl ������w�����82 ��冏ｸ��､yOﾈ��*��

S2 伜)gｸ��-�*�.���｢�82 伜(ﾏｸ��ｻ����*��

36　　　栗東 �(�ﾃ��八代白百合　　37 

D 伜(岑��ﾇHﾛ���｢�82 ��Y����*ｸ*ｸ.X*H�佛B�
田中　真梨子③ 剿{田　光③ 

Sl 倡Y�ｨ��8ﾕ��｢�98（3） �68ﾞ���ﾇI=���*��

S2 ��)m���ds��｢�38 ��ﾈ葺��逸尨���ﾒ�

皿 鼎8������e�Yr�3－0 俥ﾉ�hｧx������C"�

D �')68����nx��*��81 兀�皐��t��佛B�
上別府　里穂② 刹e池　かおり② 

Sl ��ﾘ曰��_ﾉ�(��*��81 仂ｩnﾈ���H､5��｢�

S2 儿)]8���x�t(���81 ��Hﾞ���蟹yﾘ���b�

レフェリ‾サイン‥　パ穏和考

広報記録委員長サイン＝膠軋秀庖ヨ
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女子団体戦　対戦記録表

■　2回戦

．7　　札幌日大 �8�ﾃ��聖霊短大付　　8 

D ��I68��~YUｸ�佛B�82 �69(h��?�ﾘ��4ｲ�
大塚若菜③ 剄ｲ々木　梨保③ 

Sl 兌ﾘｮ(���Oﾈ���b�83 俚):���iﾉ_H���b�

S2 �$�ﾈ��z(����t��85 冏�H��,�,(-ﾘ�佛B�

13　椙山女学園 �8�ﾃ��星稜　　15 

D 侘8ﾞ���K�Hﾘ��佛B�85 �IFx��=騅ﾙOﾈ��R�
吉川　桃加② 剪�ｺ　萌美③ 

Sl 亳yW���芥���佛B�81 ��9nﾈ��yﾈ廩��*��

S2 偸H�(��=餔ﾅ��｢�82 冦��ｨ��tIWｨ���兀R�

33　　早稲田実業 �(�ﾃ��県岐皇商　　35、、 

D ���nﾈ��廩ｯ8��R�68 ��I68��dx�佛B�
菊池綾夏③ 剿ﾘ部　栗② 

Sl �-(��ﾆ(����｢�83 ��)m���tﾙz(ﾘ�t"�

S2 仞�皐��矯ﾘ���｢�80 亳y68��-ﾘ,�-ﾕ��｢�

豪短 鼎x������68����2－1 ���朱69�ｹ|ｸ����Cb�

D 亳~�h��|�ﾘ�ｨ��｢�85 ��8･(��ﾝ�4W��｢�
綾部　里香① 剴c中　有紗② 

Sl 乂ﾘﾋH���x�(�佛B�48 �ｩ68���ﾉOﾈ����

S2 ��I,8��Oﾈ窄��｢�84 �69(h���x海��｢�

新青森県総合運動公園テニスコート

11　湘南工大附 �(�ﾃ��仁愛女子　12 

D ���H��ｾｨ.�*��佛B�81 冏�68����^H�佛B�
入江　真子③ 剿{田　歩美③ 

Sl �?ｩNH��ﾛ��E��｢�68 凩���ﾆ)z)=���*��

S2 亳ynﾈ��*�.H����｢�84 ��Y68ﾙX���=����b�

18　　京都外大西 �(�ﾃ��徳島商　　17 

D �ﾙ>���-�,ﾈ*���*��97 儖宇i$ｨ��tIyﾕ��｢�
大上　真由② 剪F　荊奈③ 

Sl ��ｩ�8����ﾘ���8｢�82 們(�(���饋��佛B�

S2 傅ﾈ�(��Yh�丿2�切打 伜(ﾏｸ���餔ﾈ�����

25　　城南学園 �8�ﾃ��藤代　　　24 

D 價稲x��Oﾉz(����84 僖亰���Oﾉz(��*��
田尻　千晴② 剴燗c　絵比② 

Sl ��ﾆ���~inｸ����97 俑ｩgｸ��=���/��｢�

S2 亶h鴿¥H��廩､8���b�83 ��H鉙��yﾙOﾈ�佛B�

30　　東海大相模 �8�ﾃ��青森西　　‾31 

D 俑�ｻH���騁H�佛B�80 ��I:���-ﾈ.��佛B�
岡野　智矢子③ 剴ﾞ良怜那② 

Sl �7�68��h9Oﾅ��｢�80 ��ﾈﾋH��^IEHﾘ���｢�

S2 冏ｸｻﾘ��j)�h���b�82 ��ﾈ葎��?���｢�

選炭っ… �3�����圷�(ｧxﾇﾈｭ��2－1 估�8ﾈ������3h���

D ��Y�ﾈ��ﾄ仆H�傴"�86 倡Y�ｨ��8ﾘ���ﾒ�
田中　夕貴③ 剋R下　荊沙③ 

Sl ��ﾉgｸ��慣��｢�80 ��)m���dw��｢�

S2 �68ｸ���tI=�����58 俚(�盈���軽wH����

、43　　　鳳鳳 �(�ﾃ��日大東北　　45 

D ��Y�ﾈ懐z(ﾛ�����')68��nxt��82 �ﾙ�ｨﾅﾈｯ8���ﾒ�n�>���ｴ���

Sl ��ﾘ曰��_ﾉ�&X�｢�34打切 亳ｸ��yﾈ����8｢�

S2 儿)]8���x���｢�81 價ｩ8x��+�-�.ｸ�佛B�

レフェリーサイン：再婚か考′

広報記録委員長サイン‥　席軋居元町
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女子団体戦　対戦記録表

■　3回戦

13　　椙山女学園 �(�ﾃ��京都外大西　18 

D 偸H�(��=餔ﾅ��｢�79 �ﾙ>���-�,ﾈ*����ﾒ�
古崎　帆乃香③ 剔蜿縺@真由② 

Sl 亳yW���芥���佛B�81 ��ｩ�8����尸6h�｢�

S2 �隘���ｯ8������｢�98（6） 傅ﾈ�(��Ye��｢�

27　　園田学園 �(�ﾃ��東海大相模　30 

D �')68��¥�ｸ�佛B�82 俑�ｻH���騁E��｢�
西口　真央① 刮ｪ野　智夫子③ 

Sl ������T���*��86 �7�68��h9Oﾈt"�

S2 �hﾛ)Oﾈ��芥t"�打切 冏ｸｻﾘ��j)�h���b�

43　　　鳳風 �(�ﾃ��浜松西　　　40 

D 儿)]8���x���｢�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��敢������

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��*��83 俚):���､yyﾈ���ﾒ�
畑守　美里② 剄ｎR　奈津実（D 

Sl ��ﾆ���~inｸ��*��83 俚):���蟹z(�佛B�

S2 亶h鴿¥H��廩､8���b�切打 ��68��ﾔｹ^H����

33　　早稲田実業 �(�ﾃ��岡山学芸館　　38 

D ���nﾈ��廩ｯ8���ﾒ�85 ��Y�ﾈ��ﾄ仆H�丿2�
菊池　綾夏③ 剴c中　夕貴③ 

Sl �-(��ﾆ(�����ﾒ�77打切 ��ﾉgｸ��敢�佛B�

S2 仞�皐��矯ﾘ�,ﾂ�83 �'ﾉ����讓揶��8｢�

W 鉄���������ｷｸﾞ淫B�2－0 ���68�������Cr�

D ��Yn���躡K����｢�81 儻��h��|�ﾘ���4ｲ�
福留　夏美③ 刪ｻ部　里香① 

Sl �$ｨﾏｸ��w�"�82 乂ﾘﾋH���x�(�佛B�

S2 傴ﾉOh��Yht"�切打 ��I,8��Oﾈ鮭����

レフェリーサイン： ∴－：主キ

広報記録委員長サイン‥好軋夕超す
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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

■御許≡三 ��������W俶ﾘﾊ亶R�2－0 傲9>ﾈﾔ��YXﾘ�������

D �')68��~e��｢�76（5）76（9） ���H��-ﾈ.�*��傴"�
梶谷　桜舞③ 剴�]　真子③ 

Sl ��:���uｸｴxt"�6267（8）62 �?ｩNH��ﾛ��H���b�

S2 �(i�ｨ��[hﾘ�����打切 亳ynﾈ��*�.H���佛B�

25　　　城南学園 �(�ﾃ��椙山女学園　　13 

D 假�:���-ﾘ,�-ﾕ��｢�6462 亳xﾞ���K�Hﾘ��佛B�
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､8�佛B�166262 偸H�(��=餔ﾅ��｢�

27　　　園田学園 �(�ﾃ��早稲田実業　　　33 

D �')68芥減��R��ﾈﾏｹ�陌ｸ�韮�6264 ���nﾈ廩ｯ9h��｢�ｶY'(矯廩t"�

Sl ������w���3626 �-(��ﾆ(��X�｢�

S2 伜)gｸ��-�*�.���｢�6275 仞�皐��矯ﾘ���｢�

一柳雉 鉄�������ｷｸﾞ淫B�2－1 册�Yx��������C2�

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

Sl �$ｨﾏｸ��w��佛B�612662 ��ﾘ曰��_ﾉ�%��｢�

S2 傴ﾉOh��Yh�佛B�6360 ��9¥ｩWｸ��z)^Ht��

丁　準決勝

憑R一字 ��ﾃ����X����W域ﾘﾊ亶R�2－1 ���>ﾈｧx��������#R�

D �')68��~ht"�67（6）6263 假�:���-ﾘ,�-ﾘ���b�
梶谷　桜舞③ 剩ｨ守　美里（診 

Sl ��:���uｸｴx�佛B�6060 ��ﾆ���~inｸ��*��

S2 �(i�ｨ��[hﾘ�t��3626 亶h鴿¥H��廩､8�佛B�

一事R2…・ 鉄�������ｷｸﾞ淫B�2－0 ��68ｧx������#r�

D ��ﾈ��ﾛ�ｸt"�4613打切 �')68��芥減�伜��
染矢　志帆子③ 剞ｼ口　真央① 

Sl �$ｨﾏｸ��T��佛B�6164 ������w���｢�

S2 傴ﾉOh��Yht"�6462 伜)gｸ��-�*�.���8｢�

「決　勝

ぅ．6Rlミ■と≦ ��������W俶ﾘﾊ亶R�2－0 亶ｸﾞ淫H��������S��

D �')68��~e��｢�6064 ��Yn���躡K���佛B�
梶谷　桜舞③ 剳泓ｯ　夏美③ 

Sl ��:���uｸｴxt"�6431打切 �$ｨﾏｸ��w�"�

S2 �����Oﾈﾞx��*��6261 傴ﾉOh��Yh�佛B�

レフェリーサイン：

広報記録委員長サイン：
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