
第３０回全国選抜高校テニス大会四国地区大会徳島県予選　結果

男子 平成１９年１０月８日（月）　大神子テニスセンター
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　男子結果詳細

１回戦
1R1 3 阿南高専 4-1 徳島工業 2 1R2 12 小松島 4-1 鳴門工業 11
S1 6-1 S1 2-6

S2 6-7(4) S2 6-2

S3 S3

1R3 18 板野 3-2 小松島西 17
S1 6-4

S2 3-6

S3 1-6
２回戦
2R1 1 城南 5-0 阿南高専 3 2R2 5 城北 3-2 城東 4
S1 6-0 S1 6-0

S2 6-1 S2 6-2

S3 6-0 S3 6-3

2R3 7 阿南工業 4-1 海部 6 2R4 9 徳島北 5-0 名西 8
S1 4-6 S1 6-0

S2 6-4 S2 6-1

S3 S3 6-1

2R5 10 城ノ内 5-0 小松島 12 2R6 13 富岡西 4-1 徳島東工業 14
S1 6-0 S1 6-2

S2 6-0 S2 6-3

S3 6-0 S3 6-0

2R7 15 徳島商業 3-2 鳴門 16 2R8 19 徳島市立 5-0 板野 18
S1 6-4 S1 6-0

S2 5-7 S2 6-0

S3 3-6 S3 6-0

武市　允希① 赤澤　尚紀① 臼田　雅哉② 森口　貞治②

渡辺　亮佑① 数藤　佑哉② 久能　弘嗣② 武岡　義浩②

D1 6-1 D1 6-2
久保　彰吾②

松本　翔太① 市之瀬　優樹①

加川　達也② 俵谷　遼① 平田　健人② 阿部　瑞希②

尾崎　翔大② 太田　洋右②

宮本　拓① 新野　貴大②

D2 6-0 D2
隅田　好彦②

4-6
塩本　知弘②

藤澤　雄大② 港　康佑②

後藤　元太② 田村　洋人②

D1
徳田　樹哉②

3-6
佐藤　和貴②

木下　裕大② 船本　大貴②

森口　貞治② 桒原　大②

D1 6-0
宮本　尊弘② 三原　浩大①

山田　洋嵩② 数藤　慎也① 才見　博志② 棚田　佳伸②

竹内　宏② 矢野　薫①
藤原　崇弘① 蔭本　健太①

D2 6-0
町田　智哉② 大住　崇瑛②

加賀谷　直毅①

多田　一生② 天野　光明②

D2 6-1
井元　直紀② 松村　大地② 蟻馬　宏樹①

五十嵐　舜英② 宮本　尊弘②
稲井　崇人① 齋藤　洋志①

D1 6-0
佐々木　裕樹② 馬居　浩基②

藤岡　達也②

増川　空良② 足達　拓真②

D1 6-3
櫻田　浩章② 富田　陵介② 吉田　悠真②

郡　紳悟① 東　　弘記②
神原　学② 中野　裕介②

D2 3-6
木原　彰駿② 定作　直哉①

小山　幹樹①

吉田　博哉① 角田　龍哉①

D2 6-0
岩村　有一郎① 川風　良太① 添木　祐介②

桐生　史典① 中分　亮太②
矢野　貴大② 賀川　　諒②

D1 6-4
宮崎　充正① 井上　賢一①

上田　賢市郎②

平野　靖貴② 大西　克幸②

D1 6-2
濱田　慶太① 才見　博志② 大城　健人②

宮本　憲哉② 辰野　正樹①
酒井　智史② 黒川　洋平①株田　淳史②

D2
金森　眞生①
武田　明人①

井坂　宥一②
濵　琢馬② 山谷 完① 藤本　駿② 古住　貴弘②

D2 6-2
藤垣　博②

阿木　大輔②
宮城　裕一① 亀井 大玄① 木森　友亮② 井内　亮輔②
森口　祐介② 戎居 太郎①

菅生　雅斗① 金丸　智史②
濱田　亮祐② 山中　大輝①

D1 6-0
巽　　 康平② 森浦　拓也②
久木　大地② 三村　和輝②

蔭本　健太① 楓　尚幸②

山本　大智① 篠原　明日人②

安藝　晃和② 山田　洋嵩②

D2 6-2
蟻馬　宏樹① 平島　幸宏①
矢野　薫① 北村　友樹①

齋藤　洋志① 江崎　圭亮①

吉田　悠真② 山下　恵義①

井上　賢一① 雑賀　裕二①
大西　克幸②太田　洋右②

D2
森浦　拓也②
三村　和輝②

岡本　和也①
角田　龍哉①

石川　柊太朗①

定作　直哉① 三原　晃太②
数藤　佑哉② 徳山　誠也②

D2 6-4
川風　良太①

中村　健太②

篠原　明日人② 樫山　雄一①

D1 6-3
金丸　智史② 山口　達也①

D1 (62)-7
山中　大輝①



準々決勝
3R1 1 城南 4-0 城北 5 3R2 9 徳島北 3-0 阿南工業 7
S1 6-1 S1 6-2

S2 6-0 S2 6-2

S3 (3-0) S3

3R3 10 城ノ内 3-0 富岡西 13 3R4 19 徳島市立 3-0 徳島商業 15
S1 6-1 S1 6-3

S2 6-0 S2 6-0

S3 S3 (3-0)

準決勝
4R1 1 城南 4-0 徳島北 9 4R2 19 徳島市立 3-1 城ノ内 10
S1 6-0 S1 (5-3)

S2 6-1 S2 2-6

S3 6-0 S3 6-0

決勝
5R1 1 城南 3-0 徳島市立 19
S1 (6-3)

S2 8-1

S3 8-4

２位決定１回戦
２位決定戦

9 徳島北 3-2 城ノ内 10 9 徳島北 0-3 徳島市立 19
S1 0-6 S1 1-8

S2 0-6 S2 1-8

S3 6-2 S3 0-8酒井　智史② 藤原　崇弘①

木森　友亮② 稲井　崇人①

(2-7)
加賀谷　直毅①

竹内　宏②
D2 6-0 D2

藤垣　博②
宮本　憲哉②

藤垣　博② 岩村　有一郎①
宮本　憲哉② 宮崎　充正①

D1
平田　健人②

(2-7)
藤岡　達也②

藤本　駿② 五十嵐　舜英②

久保　彰吾② 渡辺　亮佑① 久保　彰吾② 臼田　雅哉②

D1 (7-2)
菅生　雅斗① 藤原　崇弘①

安藝　晃和② 平田　健人② 藤岡　達也② 渡辺　亮佑①

渡辺　亮佑① 久能　弘嗣② 藤岡　達也② 櫻田　浩章②

安藝　晃和② 後藤　元太② 平田　健人② 加川　達也②

酒井　智史② 吉田　博哉①

平田　健人② 濱田　慶太①
木森　友亮② 木原　彰駿②
藤本　駿② 平野　靖貴②

D1 6-3

久木　大地② 竹内　宏②
尾崎　翔大② 稲井　崇人①

D2 8-3
巽　　 康平② 五十嵐　舜英②

宮崎　充正①
稲井　崇人① 吉田　博哉①

山本　大智① 臼田　雅哉②

松田　悠汰① 加賀谷　直毅①
安藝　晃和② 藤岡　達也②

D2 6-2
久木　大地② 宮本　憲哉②

加賀谷　直毅①
竹内　宏②

尾崎　翔大② 酒井　智史②

D2 6-2
巽　　 康平② 藤垣　博② 岩村　有一郎①

藤原　崇弘① 木原　彰駿②
五十嵐　舜英② 平野　靖貴②

D1 6-2
菅生　雅斗① 木森　友亮②

臼田　雅哉②

山本　大智① 藤本　駿②

D1 (5-1)
松田　悠汰① 久保　彰吾② 濱田　慶太①

竹内　宏② 町田　智哉②
稲井　崇人① 増川　空良②

D2 (3-1)
木原　彰駿② 郡　紳悟①

加賀谷　直毅①

吉田　博哉① 神原　学②

D2
岩村　有一郎① 小山　幹樹① 多田　一生②

藤原　崇弘① 井元　直紀②
五十嵐　舜英② 佐々木　裕樹②

D1 6-2
宮崎　充正① 桐生　史典①

臼田　雅哉②

平野　靖貴② 上田　賢市郎②

D1 6-2
濱田　慶太① 矢野　貴大② 武市　允希①

宮本　憲哉② 武田　明人①
酒井　智史② 株田　淳史②

D2
久木　大地② 木下　裕大②

藤垣　博②

尾崎　翔大② 松本　翔太①

D2 6-0
巽　　 康平② 隅田　好彦② 金森　眞生①

木森　友亮② 宮城　裕一①
藤本　駿② 濵　琢馬②

D1 6-1
菅生　雅斗① 藤澤　雄大②

久保　彰吾②

山本　大智① 宮本　拓①

D1 6-0
松田　悠汰① 徳田　樹哉② 森口　祐介②



男子団体メンバー表

学校名 監督 Ｎｏ１氏名 Ｎｏ２氏名 Ｎｏ３氏名 Ｎｏ４氏名 Ｎｏ５氏名 Ｎｏ６氏名 Ｎｏ７氏名 Ｎｏ８氏名 Ｎｏ９氏名
城東 尾嶋　充 田村　洋人② 佐藤　和貴② 船本　大貴② 塩本　知弘② 港　康佑② 新野　貴大② 市之瀬　優樹① 増田　圭吾① 福井　優弥①

城南 羽坂　直人 安藝　晃和② 巽　　 康平② 松田　悠汰① 菅生　雅斗① 山本　大智① 尾崎　翔大② 久木　大地② 濱田　亮祐② 蓑毛　達彦①

城北 長井　久芳 徳田　樹哉② 隅田　好彦② 近藤　恭平② 後藤　元太② 木下　裕大② 藤澤　雄大② 宮本　拓① 松本　翔太①
城ノ内 多田　和也 渡辺　亮佑① 濱田　慶太① 平野　靖貴② 岩村　有一郎① 木原　彰駿② 吉田　博哉① 宮崎　充正① 森下　宗瑛① 河西　良平①

徳島市立 笠谷　純弘 藤岡　達也② 臼田　雅哉② 五十嵐　舜英② 稲井　崇人① 加賀谷　直毅① 藤原　崇弘① 四宮　克眞① 東條　友哉② 竹内　宏②

徳島工業 板東　敏雄 数藤　慎也① 樫山　雄一① 山口　達也① 岡本　和也① 与島　良太①

徳島東工業 正木　和夫 大城　健人② 中分　亮太② 添木　祐介② 武岡　義浩② 賀川　　諒② 東　　弘記② 中野　裕介② 古川　雅詞① 篠原　克麻①

徳島商業 下司　亮太 櫻田　浩章② 武市　允希① 佐々木　裕樹② 増川　空良② 井元　直紀② 多田　一生② 金澤　崇仁② 野々瀬　和俊② 町田　智哉②

小松島 松島　優子 才見　博志② 数藤　佑哉② 大西　克幸② 角田　龍哉① 川風　良太① 定作　直哉① 井上　賢一① 原　隆二① 樋本　拓馬①

小松島西 仁木　正人 桒原　大② 山下　恵義① 平島　幸宏① 江崎　圭亮① 三原　浩大① 坂本　太一① 楓　尚幸② 北村　友樹① 松村　尚幸①

富岡西 宮本　千賀博 久能　弘嗣② 上田　賢市郎② 矢野　貴大② 神原　学② 桐生　史典① 小山　幹樹① 郡　紳悟① 杉本　達彦① 石田　翔磨①

阿南工業 井形　幸司 加川　達也② 森口　祐介② 濵　琢馬② 株田　淳史② 宮城　裕一① 金森　眞生① 武田　明人①

鳴門 林　英樹 富田　陵介② 馬居　浩基② 松村　大地② 赤澤　尚紀① 大住　崇瑛② 足達　拓真② 天野　光明② 吉岡　洋典① 三國　巧①

鳴門工業 都築　和義 棚田　佳伸② 徳山　誠也② 中村　健太② 三原　晃太② 石川　柊太朗① 雑賀　裕二①

板野 伊丹　裕之 森口　貞治② 吉田　悠真② 宮本　尊弘② 齋藤　洋志① 蟻馬　宏樹① 蔭本　健太① 矢野　薫① 中川　大輔① 中井　和哉①

名西 岡本　昌士 阿木　大輔② 阿部　瑞希② 井内　亮輔② 井坂　宥一② 古住　貴弘② 黒川　洋平① 辰野　正樹① 大草　僚①

阿南高専 高岸　時夫 山田　洋嵩② 篠原　明日人② 太田　洋右② 金丸　智史② 森浦　拓也② 三村　和輝② 岩谷　司② 山中　大輝① 大西　誠①

徳島北 村田　由香 平田　健人② 久保　彰吾② 藤垣　博② 木森　友亮② 宮本　憲哉② 藤本　駿② 酒井　智史② 宮井　俊輔① 高原　祐充①

海部 小山　茂美 俵谷　遼① 戎居 太郎① 亀井 大玄① 山谷 完①



女子 平成１９年１０月１３日（土）　蔵本運動公園
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本戦の結果により城南の勝ち

徳島商業と城南が四国予選に出場
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女子結果詳細

１回戦

1R1 3 名西 5-0 板野 2 1R2 4 城東 5-0 海部 5
S1 6-2 S1 6-3

S2 6-1 S2 6-3

S3 6-1 S3 6-2

1R3 7 鳴門 4-1 富岡西 6 1R4 8 城南 5-0 小松島 9
S1 6-0 S1 6-1

S2 6-0 S2 6-3

S3 S3 6-0

1R5 10 徳島北 4-1 城北 11 1R6 12 城ノ内 4-1 穴吹 13
S1 0-6 S1 6-4

S2 6-0 S2 2-6

S3 6-1 S3 6-0

２回戦
2R1 1 徳島商業 5-0 名西 3 2R2 7 鳴門 3-0 城東 4
S1 6-0 S1 6-0

S2 6-0 S2 6-1

S3 6-0 S3 (2-0)

2R3 8 城南 3-1 徳島北 10 2R4 14 徳島市立 4-1 城ノ内 12
S1 6-1 S1 6-0

S2 6-4 S2 6-2

S3 (3-1) S3 6-1岩坂　あゆみ② 濱　　瑠里② 酒井　智穂② 浜田　明日香①

D2
曽我部美香②

3-6
桑村　美咲①

廣瀬　由美① 四宮　沙理①
D2

森　美津希②
6-4

吉本　弓華①
高野　真美② 中江有美子①

大西　祐未② 谷　　知春② 島本　愛理① 濱野　綾那①

D1
日高　操希②

6-0
熊澤　早紀②

宮本　千晶② 苅舎　里紗①
D1

丸岡　睦②
3-6

岡田　知子②
竹内　沙耶香② 長田悠理江②

福井　沙織② 林　　祥子② 一宮　鈴① 田辺　成美①

川原　英里菜① 福本　早希① 谷口奈々美② 大石　彩加①

D2
福田沙友里①

(0-4)
石山　苑野②

岸本　有紀① 玉木　愛理①
D2

森　郁実①
6-1

前田　恵里①
長谷　友里香① 林　　知世①

佐野　瑛里香② 平岡　彩佳② 浦川　愛② 大田　桃子①

D1
佐野　静香①

6-4
山下　美沙①

池田　恭子② 大平　知世②
D1

倉岡　麗②
6-1

谷　　弥紗②
林　悠華子① 松本　千里②

庫元　菜子② 高根　由衣② 板東　育美② 髙田　真衣①

濱　　瑠里② 楠本　優② 濱野　綾那① 田尾　幸子①

D2
四宮　沙理①

浜田　明日香①
D2

吉本　弓華①
6-4

長沢　明子②
中江有美子① 宮本　千咲②

谷　　知春② 岡久　知代② 桑村　美咲① 新居　沙織②

D1
熊澤　早紀②

6-1
影山　香織①

苅舎　里紗① 桑平　実咲①
D1

岡田　知子②
6-4

木内　晴菜②
長田悠理江② 西岡　まなみ②

岩坂　あゆみ② 高田　愛①

林　　祥子② 黒田　佳那② 田辺　成美① 松本　　唯②

岸本　有紀①

D2
森　美津希②
高野　真美②

D2
池田　恭子②

6-3
宮本　加奈①

佐野　静香① 宮本　美久①

浦川　愛② 富田　悠美① 大西　祐未② 田中　綾②

D1
丸岡　睦②

6-0
粟飯原未貴①

竹内　沙耶香② 田中　恵美①
D1

谷口奈々美②
4-6

記田　美由①
福田沙友里① 田上　瑠伽①

板東　育美② 坂東　麻衣① 福井　沙織② 尾崎　友貴②

福本　早希① 吉田依里香① 大石　彩加① 貝塚　佐和子①

D2
石山　苑野②
玉木　愛理①

D2
前田　恵里①
林　　知世①

平岡　彩佳② 千川愛梨沙① 大田　桃子① 山本　桃花①

D1
大平　知世②
髙田　真衣①

D1
谷　　弥紗②

6-1
川岡　万城②

松本　千里② 楠藤沙耶香②

高根　由衣② 入江　彩加① 山下　美沙① 中内　絵梨②



準決勝
3R1 1 徳島商業 3-1 鳴門 7 3R2 8 城南 3-2 徳島市立 14
S1 6-0 S1 0-6

S2 6-2 S2 6-3

S3 6-2 S3 1-6

決勝
4R1 1 徳島商業 3-0 城南 8
S1 8-0

S2 8-0

S3 8-0

２位決定トーナメント１回戦

1 徳島市立 3-1 鳴門 7
S1 6-3

S2 (5-5)

S3 6-4

倉岡　麗② 丸岡　睦②
D2 (3-4)

長谷　友里香① 竹内　沙耶香②

D1 (2-5)

佐野　瑛里香② 高野　真美②
新居　聖菜① 大西　祐未②

庫元　菜子② 森　美津希②
森　郁実① 福井　沙織②

丸岡　睦② 宮本　千晶②
D2 6-1

竹内　沙耶香② 曽我部美香②
森　郁実① 福田沙友里①

D2 (2-5)
長谷　友里香① 岸本　有紀①

大西　祐未② 島本　愛理①
佐野　瑛里香② 浦川　愛② 高野　真美② 廣瀬　由美①

D1 3-6

森　美津希② 一宮　鈴①
福井　沙織② 日高　操希②

D1 6-4
林　悠華子① 池田　恭子②

庫元　菜子② 板東　育美②
倉岡　麗② 佐野　静香①

川原　英里菜① 谷口奈々美② 岩坂　あゆみ② 酒井　智穂②

川原　英里菜① 岩坂　あゆみ②

一宮　鈴① 板東　育美②

D1
日高　操希②

6-0
福田沙友里①

宮本　千晶② 佐野　静香①

D2
曽我部美香②

2-6
池田　恭子②

廣瀬　由美① 岸本　有紀①
酒井　智穂② 谷口奈々美②

島本　愛理① 浦川　愛②



女子団体メンバー表

学校名 監督 Ｎｏ１氏名 Ｎｏ２氏名 Ｎｏ３氏名 Ｎｏ４氏名 Ｎｏ５氏名 Ｎｏ６氏名 Ｎｏ７氏名 Ｎｏ８氏名 Ｎｏ９氏名

城東 野口　洋 山下　美沙① 大平　知世② 高田　真衣① 大田　桃子① 石山　苑野② 玉木　愛梨① 大石　彩加①

城南 川尻　直子 福井　沙織② 大西　祐未② 丸岡　睦② 森　美津希② 米本  美汀① 高野　真美② 竹内　沙耶香② 岩坂　あゆみ② 喜多　遙香②

城北 宮井　英昌 黒田　佳那② 岡久　知代② 木内　晴菜② 西岡まなみ② 長沢　明子② 宮本　千咲② 楠本　優② 谷垣　知佳②

城ノ内 前川　正人 熊澤　早紀② 田辺　成美① 苅舎　里紗① 桑村　美咲① 濱野　綾那① 四宮　沙理① 浜田　明日香① 平島　迪① 矢部真理子①

徳島市立 美馬　佳正 一宮　鈴① 日高　操希② 宮本　千晶② 島本　愛理① 曽我部美香② 廣瀬　由美① 河野　友希① 酒井　智穂②

徳島商業 太田　俊則 庫元　菜子② 佐野　瑛里香② 川原　英里菜① 倉岡　麗② 森　郁実① 新居　聖菜① 林　悠華子① 長谷　友里香① 林　有輝子①

小松島 江川由記子 尾崎　友貴② 田中　綾② 高田　愛① 粟飯原未貴① 田中　恵美①

富岡西 斉藤　典子 記田　美由① 坂東　麻衣① 宮本　加奈① 宮本　美久① 田上　瑠伽① 奥川和香奈① 富田　悠美①

鳴門 伊丹　文明 板東　育美② 浦川　愛② 谷口奈々美② 佐野　静香① 福田沙友里① 岸本　有紀① 池田　恭子② 川村咲季奈① 横野以寿美②

板野 山田　智子 上原　夕貴② 川岡　万城② 楠藤沙耶香② 入江　彩加① 千川愛梨沙① 吉田依里香①

名西 伊丹　千恵 高根　由衣② 平岡　彩佳② 谷　　弥紗② 松本　千里② 馬瀬つぐみ① 福本　早希① 前田　恵里① 林　　知世①

穴吹 大野　真二 松本　　唯② 新居　沙織② 影山　香織① 桑平　実咲① 田尾　幸子①

徳島北 正木　研治 田岡　美紗② 林　　祥子② 谷　　知春② 岡田　知子② 長田悠理江② 濱　　瑠里② 吉本　弓華① 中江有美子① 多田　愛実②

海部 新居　弘行 中内　絵梨② 山本　桃花① 貝塚　佐和子①


