2018 彩る感動 東海総体

大会レポート

「翔べ 誰よりも髙く 東海の空へ」
全国高等学校体育連盟テニス専門部

＜はじめに＞

常任委員

⻑永

勝利

『2018 東海総体』平成最後の高校総体は、８月１日から８日ま
での８日間、三重県四日市市の四日市ドーム・霞ヶ浦テニスコート・
三滝テニスコートの３つの施設を会場として開催された。男子の会
場となった霞ヶ浦テニスコートは、今年５月にオープンしたばかり
の US オープン使用のハードコート（メイン・サブコートを含む）
16 面。内８面は屋根付きで、真夏の強い日差しから選手を守り、数
多くの好試合を生み出した。また、各コートに通じる通路そして其々
に観客席があり、選手はもちろん応援・観戦にも十分配慮された施
設となっていた。一方、⼥子のメイン会場となった四日市ドームは、
空調の効いた屋内砂入り人工芝 12 面。約 4,700 席の観客席を備え、
天気の影響を全く受けずにプレー＆応援できる好環境。連日 35 度
を超える気温、屋外コートはそれ以上となり、猛暑・熱中症対策、
選手の体調管理に気を配らなければならない気象条件の中、理想的
な施設設備が用意され大会が開催された。

＜開会式＞
地元の高校生を代表した歓迎の⾔葉は、三重県⽴四日市工業高校に通
う清水俊稀君。学校で学んでいる事を活かした大会準備への関わりとと
もに、大会に出場する選手たちへ「みな
さんには優勝という夢や目標があると思
います。私の目標は、大勢の人の役に⽴てる仕事をすることです。
私たちはそれぞれ活躍する舞台や目標は違いますが、夢に向かって
全⼒で頑張っていきましょう。」と歓迎の⾔葉を贈った。
続いて選手宣誓では、四日市工業高校 永井大貴、四日市商業高校
原田真実子両主将が次のように⼒強く宣誓した。
「『飛べ誰よりも高く東海の空へ』のスローガンのもと、インターハイ テニス競技がここ三重県四
日市市にて開催されます。私たちにとってインターハイは夢の舞台で
す。数えきれないほどの悔しさを味わい、汗と涙を流し、それでも諦
めることなくひたむきに日々を重ね今この場所に⽴っています。この
場所に辿り着くまでに苦しい日々もありましたが、それを乗り越えて
こられたのはたくさんの人に支えられたおかげです。そして、ともに
⻘春を懸け、精一杯日々を過ごしてきた仲間がいたからです。

私たちは大好きなテニスに大切な仲間と共に思い切り打ち込めています。これは当たり前のことで
はなくとても幸せなことです。インターハイという素晴らしい舞台で、全国各地から集まった仲間と
真剣勝負ができることへの感謝の気持ちを忘れません。この舞台に⽴
てなかった仲間の想いも背負い、その全てを⼒に変え、熱く、爽やか
に、正々堂々とプレーします。
宣誓

私たち選手一同は、応援してくださるみなさんに希望と感動

を届け、これまで出会ったすべての方々へ感謝の気持ちを込め、未来
の自分に誇れるように精一杯戦うことを誓います。」
閉式の後には、『伊勢之国 四日市諏訪太鼓保存会 共同地区 子ども
諏訪太鼓』の歓迎演技が披露され、会場に響き渡る太鼓の⾳が全国か
ら集まった選手の耳目を集めていた。

＜団体戦＞
団体戦は、ダブルス 1 ＋ シングルス 2 の計 3 試合の結果で勝敗を決定する。なお、それぞれの
試合は、３回戦までは 8 ゲームズプロセット、準々決勝以降は 3 セットマッチで⾏う。なお、8 ゲ
ームオール後、また 3 セットマッチにおいては各セット 6 ゲームオール後は、ITF 方式タイブレー
クを採用する。
男子ベスト 8 は次のとおり
秀明⼋千代（千葉）、日出（東京）、大分舞鶴、湘南工大附（神奈川）
名古屋（愛知）、法政⼆（神奈川）、早稲田実業（東京）、相生学院（兵庫）
団体戦は、３月の選抜を制した地元四日市工業（三重）
・昨年
の高校総体覇者の相生学院（兵庫）、そして湘南工大附（神奈
川）
・名古屋（愛知）と、上位シード勢が順当に勝ち進みベスト
16 入りするという、比較的順当なスタートだった。しかし、そ
の後は３回戦で第１シードが、準々決勝で第 2・4 シードが敗
退、ベスト４に残ったのは１校。続く準々決勝でも混戦模様は
続き、フルセットに入る試合やタイブレークになる試合が多く、
猛暑の中、より熱い戦いの連続となる。
準決勝は東⻄対決。第１シードを破り勢いに乗る秀明⼋千代（千葉）対 接戦を制してきた大分舞鶴
（大分）。シードを守り勝ち上がった名古屋 対 昨年の覇者に競り勝ちチャンスを掴んだ早稲田実業
（東京）の対戦となった。１回戦から不動のオーダーで勝ち上がってきた秀明⼋千代。ダブルスを大
分舞鶴に取られるが、シングルス２つを制し、２年連続で決勝へと進んだ。名古屋と早稲田実業の対

戦は、エースをダブルスに起用するというオーダーで勝負に臨んだ早稲田実業が 2-1 で決勝進出を果
たし、男子決勝は、初優勝を賭けた関東対決となった。
秀明⼋千代は、決勝も不動のオーダー。対する早稲田実業も、
エースをシングルスに戻す１回戦から勝ち抜いてきたオーダー
で臨戦。まず先手を取ったのは早稲田実業。藤岡・増田ペアが
秀明⼋千代の鈴⽊・加藤ペアをストレートで退け王手をかける。
しかし、秀明⼋千代も S１が接戦を繰り広げる間に、S２坂川
が渡部を 62,62 のストレートで下し逆王手。栄冠の⾏方はエー
ス対決の結果に。序盤 2-5 と大きくリードする早稲田実業エー
ス丹下。しかし、秀明⼋千代のエースは気持ちを前面に出すプ
レーで怒涛の追い上げを⾒せ、7-5 で第１セットを取ると、続
く第２セットも劣勢からの巻き返し、タイブレークを 7-2 で制
し、白石がチームの初優勝を決めた。

⼥子ベスト 8 は次のとおり
相生学院（兵庫）、⼭梨学院、愛知啓成、四日市商（三重）
白鵬⼥子（神奈川）、野田学園（⼭口）、沖縄尚学、仁愛⼥子（福井）
⼥子団体戦は、春の選抜優勝校 相生学院（兵庫）と選抜準優勝でインターハイ連続出場（39 年）
を継続中の仁愛⼥子（福井）を中⼼に、上位シード４校が順当に準々決勝まで駒を進めた。そんな中、
ノーシードで１回戦から勝ち上がってきた⼭梨学院（⼭梨）と沖縄尚学（沖縄）がベスト８、野田学
園（⼭口）はベスト４と躍進し、準決勝へ進出した。
準決勝、勢いに乗る⼭梨学院を退けた第１シード相生学院 対
連覇を狙う地元代表との大熱戦を制した愛知啓成（愛知）。ここ
まで打ち切りを含め全試合 3-0,2-0 のストレートで勝ち進んで
きた仁愛⼥子 対 強豪を倒し勢いを⾒せる野田学園の対戦。相
生学院は S1 のエース対決を落とすが、S2 を初登場の１年⽊本
が勝利を挙げ、１勝１敗のタイ。ダブルスは、フルセットにも
つれ込む接戦となったが粘りのプレーで逃げ切り決勝進出を果たした。一方、仁愛⼥子は野田学園の
勢いを押さえ込み、リードを保つ試合展開を繰り広げて、S1,S
２をストレートで取って決勝へと駒を進めた。
決勝は春の選抜の再戦となった。春夏連覇を目指す相生学院
と、不動のオーダーで強さを⾒せ付けてきた仁愛⼥子の対戦。
まず決勝ムードに乗ったのは相生学院。第１セットを３試合と

も先取で流れを掴む。そして、S２中島が積極的なプレーを展
開し、溝口の追撃を振り切り 63,62 と快勝。ダブルスは、第１
セットを取りリードの田中・古賀ペアを猛追した仁愛⼥子。第
２セットをタイブレークで取り、1-1 のタイに戻した吉田華・
吉田朋ペア。しかし、エース対決の S１は、伊藤が押川の反撃
を鉄壁の守りで凌ぎ、62,75 で優勝を決め、念願の春夏連覇を
達成した。

＜個人戦︓シングルス＞
個人戦シングルスは、４回戦までは 8 ゲームズプロセットで⾏い、準々決勝以降は３セットマッチ
を⾏う。なお、8 ゲームオール後、また 3 セットマッチにおいては各セット 6 ゲームオール後は、ITF
方式タイブレークを採用する。
男子ベスト 8 は次の選手
白石 光③（千葉・秀明⼋千代）、高畑 ⾥玖②（兵庫・相生学院）、中屋敷 勇人③（沖縄尚学）
松田 康希③（神奈川・湘南工大附）、池田 朋弥②（愛知・誉）、齋藤 恵佑②（東京・日出）
阿多 ⻯也③（兵庫・相生学院）、丸⼭ 隼弥③（兵庫・相生学院）
多くの上位シード勢が、早い段階に姿を消す展開になった、男
子個人戦シングルス。ノーシードからベスト８まで勝ち進んだの
は、中屋敷（沖縄尚学）、松田（神奈川・湘南工大附）、齋藤（東
京・日出）の３選手。その後、松田は中屋敷との対戦を制し準決
勝まで駒を進めた。
準決勝は、準々決勝をフル
セットで凌いできた、第１シード白石（千葉・秀明⼋千代）と
波に乗る松田、第３シードを破り勢いづく池田（愛知・誉）と
第２シードに競り勝ち、第７シードとの同校対決も制した丸⼭
（相生学院）の対戦となった。松田は第１セットを 63 で取っ
たが、そこから粘り強いプレーを展開する白石に 06,16 と２セ
ット連取され逆転負け。池田も第１セットをタイブレークの末
先取するが、続く２セットを 36,46 で落とし敗戦。決勝は白石
対 丸⼭。試合開始から、思い切りの良さと冷静な攻めで、３ゲ
ーム連取した丸⼭。しかし、それ以上に相手を冷静に分析して
いた白石が、怒涛の９ゲーム連取で一気に流れを掴み、63,61
のストレートで個人戦シングルスの栄冠を勝ち取った。
⼥子ベスト 8 は次の選手
照井 妃奈②（北海道・札幌啓成）、渡邉 早和子③（愛媛・新田）
押川 千夏③（福井・仁愛⼥子）、荒武 芽菜③（宮崎商）、阿部 宏美③（愛知啓成）
坂本 陽菜③（宮崎日大）、⻄郷 ⾥奈③（千葉・秀明⼋千代）、齊藤 唯②（東京・早稲田実業）

⼥子個人戦シングルスも、上位シードを崩す熱い戦いが繰り広
げられた。３回戦で第１シードと対戦、接戦をものにした照井（北
海道・札幌啓成）はその後の４回戦もタイブレークを制し準々決
勝へ進出。ノーシードから４連勝と、勢いに乗る渡邉（愛媛・新
田）も。そして、第４シードを破って勝ち上がる荒武（宮崎・宮
崎商）。
準決勝に進んだのは、安定
感のあるプレーを続け照井の
勢いを止めた渡邉に、古豪の
エース押川（福井・仁愛⼥子）。
そして、第２シード齊藤（東
京・早稲田実業）に、第３シ
ードの阿部（愛知・愛知啓成）
の対戦となった。押川は、⼒強いストロークを展開、62,62 で渡
邉を退け決勝進出。決勝の相手は、60,61 で齊藤を破った阿部に。
決勝で先に流れを掴んだのは押川だった。ミスの少ないラリーの
応酬、少ないチャンスを活か
し第１セットを 62 で奪う。
しかし、第２セット以降もミ
スの少ない我慢のテニスを続ける阿部が徐々に流れを掴み、続く
２セットを連取し３時間の熱戦に終止符を打つ。

＜個人戦︓ダブルス＞
個人戦ダブルスは、準々決勝までは 8 ゲームズプロセットで⾏い、準決勝以降は３セットマッチを
⾏う。なお、8 ゲームオール後、また 3 セットマッチにおいては各セット 6 ゲームオール後は、ITF
方式タイブレークを採用する。
男子ベスト 4 は次のペア
大植 駿③・村田 雄飛③（大阪・清風）、白石 光③・坂川 広樹③（千葉・秀明⼋千代）
高畑 ⾥玖②・中村 秋河②（兵庫・相生学院）、松下 龍⾺②・間仲 啓②（埼玉・秀明英光）
上位シードが順当に勝ち進む中、ノーシードの大植・村田（大
阪・清風）が第１シードの阿多・丸⼭（兵庫・相生学院）を準々
決勝で下し準決勝へ勝ち上がる。準決勝の対戦相手は、団体を
制し勢いづく白石・坂川（千葉・秀明⼋千代）。連戦の疲れを感
じさせず、積極的な攻めを⾒
せる白石・坂川ペアは、62,62
で大植・村田の挑戦を跳ね返
す。一方、第２シード松下・間仲（埼玉・秀明英光）は、接戦と
なった第１セットをタイブレーク 86 で取ると、第２セットは流
れを掴んで 62 で高畑・中村（兵庫・相生学院）を破り、決勝戦

へ駒を進めた。
決勝は、61,63 と２セットを連取した白石・坂川ペアが、ストレートで松下・間仲ペアを下した。
白石は、男子史上 19 人目の３冠達成者となった。
⼥子ベスト 4 は次のペア
伊藤 さつき③・中島 美夢③（兵庫・相生学院）、⼭口 みやび③・宗和 南波②（⼭口・野田学園）
石川 琴実③・野口 綾那③（神奈川・白鵬⼥子）、矢﨑 梓紗③・⾜⽴ 理帆③（埼玉・⼭村学園）
上位シードで唯一ベスト８に残ったのは、地元四日市商の吉岡・原田ペア。しかし、続く準々決勝
で、伊藤・中島（兵庫・相生学院）に 4-8 で苦杯を喫する。ノーシードから勝ち上がった⻄郷・進藤
（千葉・秀明⼋千代）を 8-6 で振り払い、準決勝に進んだ⼭口・宗和（⼭口・野田学園）。上位シー
ドが崩れるブロックを勝ち進んできた石川・野口（神奈川・白鵬⼥子）。ノーシード同⼠の準々決勝を
勝ち上がったのは、矢崎・⾜⽴（埼玉・⼭村学園）。
準決勝、伊藤・中島ペアは第１セットを 36 で失うが、その
後ペースを取り戻し 63,62 で連取、⼭口・宗和ペアを退け、決
勝進出を決める。一方、石川・野口ペアは、62,61 のストレー
トで矢崎・⾜⽴ペアを下し決勝へ進む。決勝は、つなぎとネッ
トプレーが最後まで機能し続けた石川・野口ペアが 64,63 のス
トレートで伊藤・中島ペアを下し、インターハイ王者の座を掴
んだ。
＜総括＞
団体戦では、男⼥共に１回戦 19 試合中 10 試合が 2-1 で決着している。また、ベスト 8 に進出し
た 8 校のうち 3 校がノーシードからの勝ち上がりとなった。こちらも「男⼥共に」である。拮抗した
対戦が多かったと⾔えるかもしれない。
また、白石光（秀明⼋千代︓千葉）が団体戦・個人戦シングルス・個人戦ダブルスと制し、３冠を
達成した。男子史上１９人目、快挙の達成となった。
連日の記録的な猛暑。試合会場を屋根付きコートに変更、表彰式を屋内へ変更するなど、様々な対
応に追われる大会であった。が、実⾏委員会の柔軟かつ迅速な対応、各係の生徒・教職員・関係者の
軽快なフットワークが大会を支え、成功に導いたのは間違いない。

