
平成24年度 近大和歌山高校硬式テニス部戦績一覧表

男子 単 男子 複 男子 団体 女子 単 女子 複 女子 団体

5/30-6/2 和歌山県高等学校体育大会

ﾍﾞｽﾄ16 小河畑③
ﾍﾞｽﾄ32 南①
ﾍﾞｽﾄ64 西野③ 川口③
森本① 立谷① 河尻①

ﾍﾞｽﾄ8 小河畑③･川口③
森本①･河尻①

ﾍﾞｽﾄ32 西野③･三好③
立谷①･南①

ﾍﾞｽﾄ8

ﾍﾞｽﾄ16 橋爪②
中村①

ﾍﾞｽﾄ32 福田③ 亀②
ﾍﾞｽﾄ64 後藤②

ﾍﾞｽﾄ8 亀②･中村①
ﾍﾞｽﾄ32 福田③･後藤②

橋爪②･竹内①
3位

7/20 関西ジュニアテニス選手権大会(U-16) ﾍﾞｽﾄ128 河尻① ﾍﾞｽﾄ64 森本①･河尻① ﾍﾞｽﾄ64 中村① ﾍﾞｽﾄ64 中村①･竹中①

7/27-28

和歌山ジュニアテニス
チャンピオンシップ
(サマーステージ）
（18歳以下）

ﾍﾞｽﾄ16 南①
ﾍﾞｽﾄ32 河尻① 森本①
ﾍﾞｽﾄ64 立谷①

ﾍﾞｽﾄ8 亀②
ﾍﾞｽﾄ16 橋爪②
ﾍﾞｽﾄ32 後藤② 竹内①

8/16-19 和歌山県高等学校新人大会

ﾍﾞｽﾄ16 南① 森本①
立谷①

ﾍﾞｽﾄ64 河尻①

[近畿大会出場者]
南 森本 立谷

ﾍﾞｽﾄ16 森本①･河尻①
ﾍﾞｽﾄ32 南①･立谷①

田中①･林①

[近畿大会出場組]
なし

3位

ﾍﾞｽﾄ8 亀② 橋爪②
中村①

ﾍﾞｽﾄ64 後藤② 竹内①

[近畿大会出場者]
亀 橋爪 中村

ﾍﾞｽﾄ4 亀②･中村①
橋爪②･竹内①

[近畿大会出場組]
亀･中村 橋爪･竹内

準優勝

11/13 近畿高等学校テニス大会
ﾍﾞｽﾄ128 南① 森本①

立谷①
該当者なし

ﾍﾞｽﾄ64 中村①
ﾍﾞｽﾄ128 亀② 橋爪②

ﾍﾞｽﾄ32 中村①･亀②
ﾍﾞｽﾄ64 橋爪②･竹内①

11位

11/23,12/5

和歌山ジュニアテニス
チャンピオンシップ
（オータムステージ)
(18歳以下)

ﾍﾞｽﾄ8 森本①・河尻①
ﾍﾞｽﾄ16 南①・立谷①
ﾍﾞｽﾄ32 田中①・林①

ﾍﾞｽﾄ4 亀②･橋爪②
ﾍﾞｽﾄ16 竹内①･南泉①

12/12
和歌山フレッシュカップ
ジュニアテニス大会

ﾍﾞｽﾄ4 山東①･徳丸(向陽)
ﾍﾞｽﾄ8 林①･西畑

12/19 近畿私学テニス大会
ﾍﾞｽﾄ64 亀② 橋爪②

中村①
ﾍﾞｽﾄ8

12/28-19 京都招待ﾃﾆｽ選手権大会
ﾍﾞｽﾄ32 橋爪②
ﾍﾞｽﾄ64 亀②

ﾍﾞｽﾄ32 後藤②・竹内① ﾍﾞｽﾄ8

12/13 ﾄﾖﾀｼﾞｭﾆｱ
優勝 中村①
※全国出場

1/16-17 室内テニス大会
ﾍﾞｽﾄ32 森本① 南①

河尻①
ﾍﾞｽﾄ8 南①･立谷①
ﾍﾞｽﾄ16 河尻①･森本①

ﾍﾞｽﾄ8 亀② 中村①
ﾍﾞｽﾄ16 橋爪② 竹内①

準優勝 亀②･中村①
3位 橋爪②･竹内①

3/25-30

和歌山ジュニアテニス
チャンピオンシップ
(スプリングステージ)
(18歳以下)

ﾍﾞｽﾄ16 森本② 南②
ﾍﾞｽﾄ32 河尻②
ﾍﾞｽﾄ64 立谷②

ﾍﾞｽﾄ8 森本②･河尻②
ﾍﾞｽﾄ16 南②･立谷②

田中②･林②

ﾍﾞｽﾄ8 亀③
ﾍﾞｽﾄ16 橋爪③
ﾍﾞｽﾄ32 後藤③ 竹内②

3位 亀③･橋爪③
ﾍﾞｽﾄ16 後藤③･竹内②

4/8 4/8

5/3 4/15

5/4 4/29

6/17 5/3

6/24 5/4

7/16 6/10

7/29 6/17

7/30 6/24

9/17 7/15

9/23 7/29

11/11 7/30

12/16 9/17

12/27 9/23

1/14 11/11

1/27 12/23

2/3 12/27

2/10 1/13

3/10 1/14

3/17 1/27

3/20 2/11

3/31 2/17

3/10

3/17

3/31

槻の木(大阪)＆和北 at 土入

夙川学院(兵庫)＆狭山 at 夙川

狭山と合同練習 at 土入

狭山と合同練習 at 土入

関学(兵庫)＆関大北陽＆初橋＆海南 at 土入

啓明学院(兵庫) at 啓明学院

啓明学院(兵庫) at 啓明学院

立命館守山(滋賀)＆守山(滋賀)＆一条(奈良)＆日高 at 希望ケ丘

立命館守山(滋賀) at 野洲川テニスコート

大阪女学院＆桐蔭＆向陽＆県ｼﾞｭﾆｱ at 土入

神戸&仁川学院＆長田(兵庫) at 神戸大学

帝塚山泉ケ丘(大阪)&向陽 at 本校

狭山＆桐蔭 at 狭山

大阪市立西＆同志社女子(京都)＆県和商＆狭山 at 土入

登美ケ丘(奈良)＆同志社香里(大阪) at 土入

立命館守山(滋賀)＆花園(京都) at 立命館守山 雨天中止

雲雀丘(兵庫)＆山城(京都)＆京都共栄＆同志社香里(大阪)&海南＆和歌山ｼﾞｭﾆｱ at 土入

狭山(大阪)＆東大津(滋賀) at 狭山 雨天中止

大阪市立西&池田(大阪) at 西

京都花園＆県和商 at 本校

大阪女学院＆桐蔭＆向陽 at 土入

大商大堺(大阪)＆同志社女子(京都)＆
富山国際大附属(富山)＆海南＆名経大市邨(名古屋) at 川辺 雨天
中止

立命館守山(滋賀)＆花園(京都) at 立命館守山 雨天中止

狭山(大阪) at 本校 雨天中止

狭山(大阪) at 狭山

京都花園＆日高 at 土入

清教学園(大阪)＆報徳(兵庫)＆平城(奈良)＆海南 at 土入 雨天中止

狭山＆初橋 at 狭山

登美ケ丘(奈良)＆東稜(京都) at 土入

関大北陽(大阪)＆狭山＆平城(奈良)＆和北＆桐蔭 at 狭山 狭山＆桐蔭 at 狭山 雨天中止

葺合(兵庫) away

日高＆向陽 at 天文台テニス公園

日程 大会名
戦績

〔男子〕 遠征 / 練習試合 〔女子〕 遠征 / 練習試合

日高 at 天文台テニス公園

和北＆県和商＆日高 at 和北

東大津(滋賀) at 大石緑地公園

葺合(兵庫) away

大阪成蹊女子＆同志社女子(京都) 初橋 at 大阪成蹊女子

鳳＆山田＆槻の木＆阿倍野(大阪)＆市立西宮(兵庫) at 阿倍野

狭山＆桐蔭 at 本校 雨天中止

神戸(兵庫) away

日高＆向陽 at 天文台テニス公園

狭山＆三国ヶ丘(大阪) at home

東大津(滋賀) at 大石緑地公園

平城(奈良)＆大阪女学院＆県ジュニア at 土入

KWTT


