
平成２０年度　鳥取県テニス新人戦（団体）　兼　第３１回全国選抜県予選（男子トーナメント）米子東 倉吉東3-0 3-1米子南 倉吉東3-0 米子東 境 3-23-0 3-2米子西 境3-0 3-0鳥取工 米子高専3-1 3-0鳥取工3-2 鳥取東鳥取西 3-2 中央育英3-0 3-0鳥取東3-0
平成２０年度　鳥取県テニス新人戦（団体）　兼　第３１回全国選抜県予選（女子トーナメント）米子西 倉吉東3-0 3-1鳥取西 北斗3-2 3-0湖陵 鳥取東3-0 3-2境 米子東3-0 3-15 中央育英 八 頭 116 境 米 子 東 12
3 鳥 取 西 北 斗 94 湖 陵 鳥 取 東 10
1 米 子 西 倉 吉 東 72 米 子 南 境 総 合 8

鳥 取 東 199 鳥 取 西 中央育英 188 倉吉総合 八 頭 177 鳥 取 工 米 子 工 166 米 子 北 米子高専 155 岩 美 境 144 米 子 西 城 北 133 米 子 南 倉 吉 東 122 米 子 湖 陵 111 米 子 東 北 斗 10



男子トーナメント詳細1R1 2 米子 0-4 米子南 3 2R3 6 米子北 1-3 鳥取工 7 3R1 1 米子東 3-0 米子西 4S1 2-6 S1 6-0 S1 6-1S2 打ち切り S2 打ち切り S2 6-2S3 def S3 def S3 打ち切り1R2 11 湖陵 2-3 倉吉東 12 2R4 8 倉吉総合 0-3 鳥取西 9 3R2 7 鳥取工 3-2 鳥取西 9S1 7-6(7-4) S1 0-6 S1 0-6S2 4-6 S2 打ち切り S2 6-4S3 2-6 S3 def S3 6-31R3 17 八頭 0-3 中央育英 18 2R5 10 北斗 1-3 倉吉東 12 3R3 12 倉吉東 2-3 境 14S1 4-6 S1 6-0 S1 6-4S2 2-6 S2 0-6 S2 0-6S3 打ち切り S3 def S3 2-62R1 1 米子東 4-0 米子南 3 2R6 13 城北 0-3 境 14 3R4 15 米子高専 2-3 鳥取東 19S1 6-0 S1 1-6 S1 1-6S2 6-0 S2 打ち切り S2 6-3S3 打ち切り S3 打ち切り S3 5-72R2 4 米子西 3-0 岩美 5 2R7 15 米子高専 3-0 米子工 16S1 7-5 S1 6-0S2 6-2 S2 6-0S3 打ち切り S3 打ち切り2R8 18 中央育英 0-3 鳥取東 19S1 3-6S2 打ち切りS3 打ち切り荒木健太郎② 澤田　 和章②石賀   治郎① 山根章太朗①D2 米原   健策② 1-6 村尾　 侑己②杉川   友規② 田中　 雅巳②
板倉   貴彦② 篠原 　翔平②田中   圭介② 中里　    海②D1 山内   健史② 0-6 竹氏　 淳紀②藤井   惇平① 高田　 基継②
前畑   佑二② 西村　 和浩②D2 森      公平② 打ち切り 西村　 和浩②横山   大志① 佐伯　 晋介②
湯谷　 貴征① 田村浩一郎②山本   優希② 砂口　 祐紀②D1 津田   誠人② 6-2 奥崎　 達也①相見   直希② 箕浦宗一郎①
田中　    亮① 大東　 雄太②D2 古田　 稀祥① 0-6 香田　 祐樹①山本 　雅也① 下岡 　幸也②

山本康次郎①中島　 一起② 景山　 裕太②D1 北尾　    翔① 2-6 杉山 　孝平②森　    雄登② 眞鍋　 成史②
浦上   純平① 西村   優志②D2 def 山本健太郎①杉谷   崇仁①D1 古川   雄馬① 打ち切り 小谷   大輔①佐々木翔太② 和井   一馬①三宅　 諒弥②

板倉   貴彦② 山根章太朗①
門脇   拓馬① 原田   竜斗②

5-7 村尾　 侑己②
山根　 竹美②

横山   大志① 田中　 雅巳②

石笠　 孝征① 広川　 貴大②

前畑   佑二② 羽馬　 直希①
D2 def 井筒　 了太②

D2 森      公平② 6-2 竹氏　 淳紀②
生部　 充敬① 田村　 瑞希②

相見   直希② 高田　 基継②

竹田　 浩也① 西村 　拓人②

山本   優希② 中里　    海②
D1 谷田    　翔① 打ち切り 西川　 朋宏②

D1 津田   誠人②新　    国祥① 石賀   治郎①

土橋　 広明②

西村   優志② 大東　 雄太②

def 山本　 康太②

D2 和井   一馬① 6-3 香田　 祐樹①
櫻谷　 淳志②

山本健太郎① 下岡 　幸也②D2 宮根　 拓海② 打ち切り 杉川   友規②

D2

山根　 一記② 荒木健太郎②松田　 貴寛① 田中   圭介②

濱田　 侑司① 国政　 裕也①

川上   大輔① 景山　 裕太②

2-6 清水龍之介②

D1 小谷   大輔① 4-6 杉山 　孝平②
澤　    周作②

杉谷   崇仁① 眞鍋　 成史②D1 久本　 一樹② 3-6 藤井   惇平①

D1 川邊　 宏輝②

河田　 勇輝① 米原   健策②

遠近　 史旺①
田淵 　直樹② 山内   健史②

三島健太郎① 三島　 零士②

原田   竜斗② 竹仲　 祐人②安田 　隼也① 小谷   大輔①

岩崎   史紘② 清水 　尚之①

土橋　 広明② 三宅　 諒弥②

打ち切り 中村   道雄①

D2 国政　 裕也① 7-6(15-13) 井筒　 了太②

木藤      学②

清水龍之介② 山根　 竹美②D2 中村    　海① 0-6 和井   一馬①

D2 松田   裕太②

近藤　　  駿① 山本健太郎①

今井   悠介②

田村　 一真① 西村   優志②

門永   康平② 石田　 龍二②

澤　    周作② 広川　 貴大②

6-0 野際   寛喜①

D1 三島　 零士② 5-7 西川　 朋宏②

坪井小次郎①

岡　    悠人② 田村　 瑞希②D1 田中　 健太① 7-5 川上   大輔①

D1 中本祥太郎①

井関　 智明① 山本康次郎①

松浦   一樹①

田川 　翔太② 原田   竜斗②

岩尾   将綱① 河田   悠暉②

新　    和真① 西村 　拓人②木村　    祥①

池山　 知希② 木村　    祥①

池山　 知希② 門永   康平②

6-0 加藤   真哉②

D2 加藤　 祐基② 打ち切り 岩崎   史紘②

澤田宗一郎②

佐々木 　悠② 松浦   一樹①D2 def 加藤   真哉②

D2 加藤　 祐基②

澤田宗一郎②

佐々木 　悠②

徳永   貴之② 笹木   恵太②

倉島　 雄大② 笹木   恵太②

倉島　 雄大② 岩尾   将綱①

6-1 荒島   凌平②

D1 渡邉慎之介① 6-0 松田   裕太②

木島   雅人②

諸田　 琢磨① 今井   悠介②D1 仲曽   秀和② 1-6 荒島   凌平②

D1 渡邉慎之介①

山口   一樹② 木島   雅人②

諸田　 琢磨①

恩田   郁弥② 遠藤   豪麿②

乾　    元気② 遠藤   豪麿②

乾　    元気② 中本祥太郎①



女子トーナメント詳細1R1 2 米子南 2-3 鳥取西 3 2R1 1 米子西 3-0 鳥取西 3S1 1-6 S1 6-3S2 2-6 S2 打ち切りS3 S3 def1R2 4 湖陵 3-0 中央育英 5 2R2 4 湖陵 0-3 境 6S1 6-0 S1 2-6S2 打ち切り S2 2-6S3 S3 打ち切り1R3 8 境総合 0-3 北斗 9 2R3 7 倉吉東 3-1 北斗 9S1 0-6 S1 3-6S2 打ち切り S2 打ち切りS3 S3 def1R4 10 鳥取東 3-2 八頭 11 2R4 10 鳥取東 1-3 米子東 12S1 6-4 S1 0-6S2 4-6 S2 3-6S3 6-1 S3 打ち切り幾田   朋美② 藤原　 可織② 河原   礼奈① 岩田奈都子②5-7 神田あゆみ①山田   千夏① 坂本　 優衣② 山田   千夏① 近藤由起子①森由   佳理① 山本奈央子② 山本   理紗② 井原   舞子②D2 川島志保実① 2-6 大島　 誉子② D2 川島志保実① 6-2 渡邉　    栞②河原   礼奈① 川口　 真実② 幾田   朋美② 岸田みなみ②D1 山本   理紗② 6-2 澤田　 愛美② D1 山本   夏実②柏　　  沙織②山本   夏実② 那和　    瞳② 森由   佳理① 澤田   美波①def丹波　　  和①福島由加菜② 佐々木麻乃② 西谷　 彩香② 木山   典子①D2 D2 前田　 知里① 6-2 佐々木麻乃②駒井   瑠果① 安達麻衣子① 古川　 香織② 安達麻衣子①D1 松村   祐希① 1-6 木山   典子① D1 藤山　 純子②小林　 静絵② 古川　 由佳② 佐々木理緒①山下   真帆② 宮地  涼子 ② 米田由祐子② 宮地  涼子 ②打ち切り 高梨　 依里①田淵　 絵里② 田淵　 絵里② 栗木　 美菜①古川　 由佳② 永田   真悠① 有田　 友紀② 牧島　 彰子②D2 住山　    愛② def D2 住山　    愛② 3-6 柏木　 聡美①北川　 佳奈① 横浜   瑠衣② 小林　 静絵② 池渕　 美樹①D1 上嶋　 夏希① 打ち切り 天野瑠璃子② D1 北川　 佳奈①伊澤   瑞希① 西村　    萌①有田　 友紀② 裏門   理奈② 上嶋　 夏希① 大田　 彩佳②def宮原   莉奈② 吉岡   早紀②白根万理子① 森田　 七瀬② 土生   彩乃② 森田　 七瀬②D2 大塚   美紀② def D2 秋山   夏穂② 6-2 網川　 麻美②平井真利加① 竹内　    彩② 野川   裕香② 竹内　    彩②岩田    　唯① 網川　 麻美② 吉川奈津美② 橋本　    楓②D1 岡野   優菜① 2-6 橋本　    楓② D1 金坂   朋美②



男子決勝リーグ男子決勝リーグ男子決勝リーグ男子決勝リーグ決リ 1 米子東 5-0 鳥取工 7 決リ 14 境 3-2 鳥取東 19S1 6-2 S1 4-6S2 6-0 S2 6-2S3 6-0 S3 6-7(2-7)決リ 1 米子東 5-0 境 14 決リ 7 鳥取工 1-4 鳥取東 14S1 6-3 S1 5-7S2 6-3 S2 3-6S3 6-0 S3 2-6決リ 1 米子東 5-0 鳥取東 19 決リ 7 鳥取工 2-3 境 14S1 6-2 S1 3-6S2 6-0 S2 7-6(7-3)S3 6-0 S3 0-6優勝優勝優勝優勝 米子東高等学校米子東高等学校米子東高等学校米子東高等学校 ３勝３勝３勝３勝 準優勝準優勝準優勝準優勝 境高等学校境高等学校境高等学校境高等学校 ２勝１敗２勝１敗２勝１敗２勝１敗上記２校が中国大会出場決定上記２校が中国大会出場決定上記２校が中国大会出場決定上記２校が中国大会出場決定第3位 鳥取東高等学校 １勝２敗 第４位 鳥取工業高等学校 ３敗池山　 知希② 高田　 基継② 土橋　 広明② 大東　 雄太②7-6(7-2) 香田　 祐樹①佐々木 　悠② 田中　 雅巳② 国政　 裕也① 下岡 　幸也②倉島　 雄大② 山根章太朗① 澤　    周作② 景山　 裕太②D2 加藤　 祐基② 6-4 村尾　 侑己② D2 清水龍之介② 1-6 杉山 　孝平②諸田　 琢磨① 竹氏　 淳紀② 岡　    悠人② 眞鍋　 成史②D1 渡邉慎之介① 6-2 中里　    海② D1 三島　 零士②池山　 知希② 大東　 雄太② 櫻谷　 淳志② 澤田　 和章②乾　    元気② 羽馬　 直希① 新　    和真① 竹仲　 祐人②6-3 村尾　 侑己②佐々木 　悠② 下岡 　幸也② 澤　    周作② 田中　 雅巳②倉島　 雄大② 杉山 　孝平② 土橋　 広明② 山根章太朗①D2 加藤　 祐基② 6-3 香田　 祐樹① D2 清水龍之介② 3-6 竹氏　 淳紀②諸田　 琢磨① 眞鍋　 成史② 岡　    悠人② 高田　 基継②D1 渡邉慎之介① 6-3 竹仲　 祐人② D1 三島　 零士②池山　 知希② 櫻谷　 淳志② 大東　 雄太② 山根章太朗①乾　    元気② 景山　 裕太② 国政　 裕也① 中里　    海②7-6(10-8) 村尾　 侑己②佐々木 　悠② 清水龍之介② 下岡 　幸也② 田中　 雅巳②倉島　 雄大② 土橋　 広明② 景山　 裕太② 羽馬　 直希①D2 加藤　 祐基② 7-5 岡　    悠人② D2 香田　 祐樹① 6-1 竹氏　 淳紀②諸田　 琢磨① 三島　 零士② 眞鍋　 成史② 高田　 基継②乾　    元気② 澤　    周作② 竹仲　 祐人② 中里　    海②D1 渡邉慎之介① 6-1 山本　 康太② D1 杉山 　孝平②

女子決勝リーグ女子決勝リーグ女子決勝リーグ女子決勝リーグ決リ 1 米子西 4-1 境 6 決リ 7 倉吉東 1-4 米子東 12S1 0-6 S1 0-6S2 6-1 S2 0-6S3 6-1 S3 2-6決リ 1 米子西 5-0 倉吉東 7 決リ 6 境 2-3 米子東 12S1 6-3 S1 0-6S2 6-0 S2 6-3S3 6-0 S3 6-2決リ 1 米子西 4-1 米子東 12 決リ 6 境 4-1 倉吉東 7S1 0-6 S1 6-2S2 6-2 S2 6-0S3 6-1 S3 6-1優勝優勝優勝優勝 米子西高等学校米子西高等学校米子西高等学校米子西高等学校 ３勝３勝３勝３勝 準優勝準優勝準優勝準優勝 米子東高等学校米子東高等学校米子東高等学校米子東高等学校 ２勝１敗２勝１敗２勝１敗２勝１敗上記２校が中国大会出場決定上記２校が中国大会出場決定上記２校が中国大会出場決定上記２校が中国大会出場決定第３位 境高等学校 １勝２敗 第４位 倉吉東高等学校 ３敗

金坂   朋美② 大田　 彩佳② 藤山　 純子② 澤田   美波①D1 吉田由紀香① 6-1 柏木　 聡美① D1 米田由祐子② 2-6 中嶋   真琴②野川   裕香② 池渕　 美樹① 古川　 香織② 岸田みなみ②吉川奈津美② 牧島　 彰子② 西谷　 彩香② 井原   舞子②D2 秋山   夏穂② 6-3 高梨　 依里① D2 前田　 知里① 6-2 神田あゆみ①吉岡   早紀② 栗木　 美菜① 丹波　　  和① 近藤由起子①土生   彩乃② 佐々木理緒① 柏　　  沙織② 岩田奈都子②吉川奈津美② 米田由祐子② 大田　 彩佳② 澤田   美波①D1 吉田由紀香① 6-0 藤山　 純子② D1 柏木　 聡美① 3-6 中嶋   真琴②野川   裕香② 古川　 香織② 池渕　 美樹① 岸田みなみ②土生   彩乃② 西谷　 彩香② 牧島　 彰子② 井原   舞子②D2 秋山   夏穂② 6-0 前田　 知里① D2 高梨　 依里① 4-6 神田あゆみ①吉岡   早紀② 丹波　　  和① 栗木　 美菜① 近藤由起子①西村　    萌① 柏　　  沙織② 佐々木理緒① 岩田奈都子②金坂   朋美② 澤田   美波① 大田　 彩佳② 米田由祐子②D1 吉田由紀香① 6-3 中嶋   真琴② D1 柏木　 聡美① 2-6 藤山　 純子②野川   裕香② 岸田みなみ② 池渕　 美樹① 古川　 香織②D2 秋山   夏穂② 6-0 神田あゆみ① D2 高梨　 依里①吉岡   早紀② 近藤由起子① 栗木　 美菜① 丹波　　  和①吉川奈津美② 井原   舞子② 牧島　 彰子② 西谷　 彩香②土生   彩乃② 岩田奈都子② 佐々木理緒① 柏　　  沙織②6-1 前田　 知里①



男子登録選手チーム名(校名) 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氏名米子東 渡邉慎之介① 乾　  元気② 倉島　雄大② 加藤　祐基② 池山　知希② 諸田　琢磨① 藤瀬　武尊② 佐々木  悠② 近藤　直道①米子 恩田  郁弥② 仲曽  秀和② 山口  一樹② 徳永  貴之② 相見  洋一①米子南 遠藤  豪麿② 荒島  凌平② 木島  雅人② 笹木  恵太② 加藤  真哉② 澤田宗一郎② 木村　  祥①米子西 中本祥太郎① 岩尾  将綱① 門永  康平② 瀧石  雄治② 本池  哲也② 松田  裕太② 今井  悠介② 岩崎  史紘② 松浦  一樹①岩美 河田  悠暉② 石田　龍二② 清水  尚之① 野際  寛喜① 中村  道雄① 坪井小次郎① 田中    僚② 中村  浩志① 木藤    学②米子北 三島健太郎① 川邊　宏輝② 濱田　侑司① 遠近　史旺①鳥取工 三島　零士② 国政　裕也① 新　  和真① 岡　  悠人② 清水龍之介② 澤　  周作② 山本　康太② 土橋　広明② 櫻谷　淳志②倉吉総合 谷田    翔① 生部　充敬① 竹田　浩也① 石笠　孝征①鳥取西 西村  拓人② 西川　朋宏② 広川　貴大② 三宅　諒弥② 井筒　了太② 田村　瑞希② 國岡　  拓① 中嶋　竜弥② 山根　竹美②北斗 門脇   拓馬① 古川   雄馬① 佐々木翔太② 寺本   昂司② 浦上   純平①湖陵 田川  翔太② 田村　一真① 田中　健太① 安田  隼也① 井関　智明① 中村    海① 近藤　　駿① 坪田　尭真① 片山　睦士①倉吉東 亀井  俊樹② 原田  竜斗② 川上  大輔① 西村  優志② 小谷  大輔① 山本康次郎① 和井  一馬① 山本健太郎① 杉谷  崇仁①城北 中島　一起② 田中　  亮① 北尾　  翔① 森　  雄登② 古田　稀祥① 山本  雅也① 湯谷　貴征① 大河原康介① 吉谷　  隼①境 竹仲　祐人② 景山　裕太② 杉山  孝平② 眞鍋　成史② 大東　雄太② 遠藤　好平① 香田　祐樹① 田村浩一郎② 下岡  幸也②米子高専 津田  誠人② 山本  優希② 相見  直希② 前畑  佑二② 板倉  貴彦② 森    公平② 横山  大志① 藤村  駿造① 浦木  博之①米子工 砂口　祐紀② 奥崎　達也① 西村　和浩② 瀬田  祐樹② 篠原  翔平② 佐伯　晋介② 三村　勇也② 箕浦宗一郎① 鎌澤　尚弘①八頭 田淵  直樹② 松田　貴寛① 新　  国祥① 宮根　拓海② 久本　一樹② 坂本　仁健② 河田　勇輝① 細川　裕貴① 山根　一記②中央育英 山内  健史② 田中  圭介② 石賀  治郎① 藤井  惇平① 米原  健策② 伊藤  冬馬① 杉川  友規② 荒木健太郎② 木天  陽平②鳥取東 中里　  海② 羽馬　直希① 山根章太朗① 高田　基継② 竹氏　淳紀② 村尾  侑己② 田中　雅巳② 澤田  和章② 黒田　  建①女子登録選手チーム名(校名) 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氏名米子西 金坂  朋美② 吉川奈津美② 吉田由紀香① 土生  彩乃② 秋山  夏穂② 吉岡  早紀② 野川  裕香② 西村　  萌① 友国  麗子①米子南 岩田    唯① 岡野  優菜① 大塚  美紀② 白根万理子① 平井真利加① 伊澤  瑞希① 宮原  莉奈② 瀬戸  彩歌①鳥取西 網川　麻美② 橋本　  楓② 森田　七瀬② 竹内　  彩② 堀内　朱音①湖陵 上嶋　夏希① 北川　佳奈① 住山　  愛② 有田　友紀② 古川　由佳② 田淵　絵里② 小林　静絵②中央育英 裏門  理奈② 天野瑠璃子② 横浜  瑠衣② 永田  真悠① 石本  舞衣①境 大田　彩佳② 青戸　愛香① 柏木　聡美① 牧島　彰子② 高梨　依里① 佐々木理緒① 栗木　美菜① 池渕　美樹① 梅木  香奈①倉吉東 米田由祐子② 藤山　純子② 西谷　彩香② 古川　香織② 柏　　沙織② 前田　知里① 丹波　　和① 山口　優美② 楠本　真弓②境総合 山下  真帆② 福島由加菜② 松村  祐希① 駒井  瑠果①北斗 宮地  涼子② 木山  典子① 佐々木麻乃② 安達麻衣子① 船木  留里①鳥取東 山本  夏実② 森  由佳理① 幾田  朋美② 山本  理紗② 河原  礼奈① 山田  千夏① 川島志保実① 西尾枝里子① 遠藤  美季①八頭 那和　  瞳② 山本奈央子② 澤田　愛美② 大島　誉子② 川口　真実② 坂本　優衣② 藤原　可織② 高岡　麻美② 佐々木美里①米子東 澤田  美波① 井原  舞子② 中嶋  真琴② 岩田奈都子② 渡邉　  栞② 神田あゆみ① 近藤由起子① 岸田みなみ② 糸田  理沙②


