
平成25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

5/27-31 和歌山県高等学校体育大会
ﾍﾞｽﾄ32 河尻② 立谷②

南②
ﾍﾞｽﾄ64 西畑② 森本②

ﾍﾞｽﾄ16 立谷②･西畑②
ﾍﾞｽﾄ32 河尻②･森本②

田中②･林②
ﾍﾞｽﾄ8

ﾍﾞｽﾄ8 亀③ 中村(遥)②
ﾍﾞｽﾄ16 橋爪③
ﾍﾞｽﾄ32 竹内②
ﾍﾞｽﾄ64 後藤③ 新山①

増尾①

3位 亀③･橋爪③
中村②･竹内②

ﾍﾞｽﾄ16 後藤③･増尾①
ﾍﾞｽﾄ32 新山①･谷口①

3位

6月16日 近畿選抜新人の部 ﾍﾞｽﾄ32 中村(遥)②

7/15-17 関西ジュニアテニス選手権大会(U-16) ﾍﾞｽﾄ128 中村(遥)②

7/30-8/20-21
和歌山ジュニアチャンピオンシッ
プ(サマーステージ)U-18

ﾍﾞｽﾄ16 森本② 立谷②
洲崎①

ﾍﾞｽﾄ32 河尻② 中越①
ﾍﾞｽﾄ64 田中(吏)②

南②

ﾍﾞｽﾄ4残留 中村(遥)②
ﾍﾞｽﾄ16 竹内② 谷口①
ﾍﾞｽﾄ32 新山① 増尾①

石田①
ﾍﾞｽﾄ64 中村(妃)

8/17-18 和歌山県高等学校新人大会

ﾍﾞｽﾄ8 森本② 南②
ﾍﾞｽﾄ16 河尻② 立谷②
ﾍﾞｽﾄ32 中越①
ﾍﾞｽﾄ64 高野①

[近畿大会出場者]
森本② 南② 河尻②

3位 河尻②･森本②
ﾍﾞｽﾄ8 立谷②･洲崎①
ﾍﾞｽﾄ16 南②･西畑②

山東②･中越①
北浦①･高野①

ﾍﾞｽﾄ32 田中②･林(拓)②

[近畿大会出場者]
河尻②･森本② 立谷②･洲崎①

3位

準優勝 中村(遥)②
ﾍﾞｽﾄ8 竹内②
ﾍﾞｽﾄ32 増尾① 丸田①

中村(妃)①
ﾍﾞｽﾄ64 谷口① 新山①

石田①

[近畿大会出場者]
中村(遥)② 竹内②

優勝 中村(遥)②･増尾①
ﾍﾞｽﾄ8 竹内②･石田①
ﾍﾞｽﾄ32 新山①･東本①

中村(妃)①･谷口①
丸田①･平野①

[近畿大会出場者]
中村(遥)②･増尾①

優勝

9/16-18 近畿高等学校テニス大会
ﾍﾞｽﾄ64 河尻②
ﾍﾞｽﾄ128 森本② 南②

ﾍﾞｽﾄ64 森本②･河尻②
立谷②･洲嵜①

ﾍﾞｽﾄ32 中村(遥)
ﾍﾞｽﾄ128 竹内

ﾍﾞｽﾄ64 中村(遥)･増尾 9位

11/3-11/23
和歌山ジュニアチャンピオンシッ
プ
（オータムステージU-17)

ﾍﾞｽﾄ4 河尻②･森本②
ﾍﾞｽﾄ8 立谷②･南②
ﾍﾞｽﾄ16 西畑②･洲崎①

林(拓)②･田中②
ﾍﾞｽﾄ32 山東②･中越①
ﾍﾞｽﾄ64 森園①･林(貴)①

準優勝 中村(遥)②･竹内②
ﾍﾞｽﾄ16 増尾①･新山①
ﾍﾞｽﾄ32 谷口①･中村(妃)①

丸田①･平野①
石田①･東本①

12/17-24 フレッシュカップ
ﾍﾞｽﾄ8 西浦･林(貴)
ﾍﾞｽﾄ32 森園･宮脇

優勝 丸田①･平野①

12/18 近畿私学テニス大会
ﾍﾞｽﾄ128 河尻② 森本②

南②
ﾍﾞｽﾄ8

ﾍﾞｽﾄ128 中村(遥)②
竹内② 新山① 増尾①

ﾍﾞｽﾄ8

12/20-21 京都招待ﾃﾆｽ選手権大会
ﾍﾞｽﾄ16 中村(遥)②
ﾍﾞｽﾄ64 竹内②

ﾍﾞｽﾄ32 谷口①･増尾① ﾍﾞｽ16

1/14-15 和歌山県高等学校室内大会

ﾍﾞｽﾄ8 南②
ﾍﾞｽﾄ16 森本② 立谷②

河尻②
ﾍﾞｽﾄ32 中越① 洲﨑①

準優勝 森本②･河尻②
ﾍﾞｽﾄ16 立谷②･洲﨑①

南②･西畑②

ﾍﾞｽﾄ4 中村(遥)②
ﾍﾞｽﾄ8 竹内②
ﾍﾞｽﾄ16 増尾① 谷口①
ﾍﾞｽﾄ32 新山①

ﾍﾞｽﾄ8 中村(遥)②･東本①
ﾍﾞｽﾄ16 竹内②･新山①

増尾①･石田①

3/25-31
和歌山ジュニアチャンピオ
ンシップ(スプリングス
テージ)U-18

ﾍﾞｽﾄ8 立谷② 南②
ﾍﾞｽﾄ16 河尻②
ﾍﾞｽﾄ32 森本② 洲﨑①
ﾍﾞｽﾄ64 高野① 中越①

ﾍﾞｽﾄ8 立谷②･洲﨑①
南②･中越①

ﾍﾞｽﾄ16 林(拓)②･西浦①
田中②･山東②

ﾍﾞｽﾄ32 林(貴)①･高野①

ﾍﾞｽﾄ4 中村②
ﾍﾞｽﾄ16 竹内② 増尾①
ﾍﾞｽﾄ32 谷口①
ﾍﾞｽﾄ64 石田① 新山①

準優勝 中村(遥)②･竹内②
ﾍﾞｽﾄ8 増尾①･石田①
ﾍﾞｽﾄ32 新山①･谷口①

平野①･中村(開智)

4/1 4/1

4/14 4/14

4/21 4/21

4/27 4/29

4/29

6/16

6/16 5/26

6/23 6/9

7/15 6/16

7/22 6/23

7/31 7/22

8/4 7/28

8/5 7/29

9/1 8/3

9/13 8/5

9/29 9/1

11/17 9/13

12/11 9/14

12/15 9/23

12/23 9/29

12/26 10/13

12/27 11/3

1/12 12/15

1/13 12/23

1/19 12/26

2/16 1/12

3/9 1/13

3/21 1/20

3/24 2/16

3/9

3/21

3/24

3/31

津商業(三重),星陵(静岡),名経大市邨(名古屋),袋井商業
(静岡),同志社女子(京都),大阪女学院,大阪市立西,海南 at かわべ

夙川学院(兵庫)＆大阪女学院 at 大阪体育大学

大阪成蹊女子＆大阪市立西 at 大阪成蹊女子

園田(兵庫)&愛知啓成(愛知)＆ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾃﾆｽTC(奈良)&大阪女学院&日高＆初橋＆県ｼﾞｭﾆｱ at 金屋

一条(奈良) at 紀三井寺

山城(京都)＆一条(奈良) at 紀三井寺テニス公園

初橋 合同練習

第2回吉村杯 at 本校

報徳(兵庫)＆平城(奈良)＆狭山 at 土入

近大(大阪)＆同志社国際(京都)＆海南 at 土入

関西学院(兵庫)＆海南 at 土入

狭山 at 金屋

向陽 at 土入

和歌山北 at 土入

神戸大学春合宿参加 at 青野運動公苑

東大津(滋賀)＆大商学園 at 大石ﾃﾆｽｺｰﾄ

東宇治(京都)＆守山(滋賀)＆一条(奈良)＆日高 at 向島

清教学園(大阪)&和歌山北&初橋&向陽 at 土入 葺合(兵庫)＆守山(滋賀)＆三島(大阪) at 三島

第2回吉村杯 at 土入 同志社香里(大阪)&ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ(奈良) at 同志社香里

光泉(滋賀) 合同練習

狭山 at 狭山

第1回吉村杯 at 土入

大阪市立西＆桃山学院 at 西

狭山＆春日丘(大阪) at 狭山

仁川学院(兵庫)＆京都共栄＆大阪成蹊＆初橋 at 紀三井寺

登美ケ丘(奈良)＆海南 at 土入

大阪女学院＆高槻北＆山城(京都)＆田辺 at 土入

津商業(三重)&城南(徳島)＆海南 at かわべテニス公園

登美ケ丘(奈良)&海南 at 土入

東大津(滋賀) at 大石ﾃﾆｽｺｰﾄ

狭山＆同志社香里＆海南＆関大北陽 at 金屋

(上位)狭山 at 狭山

(下位)関大北陽 at 関大北陽

津商業,四日市商業(三重)＆椙山女学園,東海学園大学(愛知)
＆早稲田摂陵(大阪) at 鈴鹿ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

5/6

国際情報(滋賀)&大阪成蹊女子 at 紀三井寺

同志社香里(大阪) at 同志社香里

平城&一条(奈良) away 中止

第1回吉村杯 at 土入

狭山 at 狭山

同志社香里(大阪)&仁川学院(兵庫) at 同志社香里

日程 大会名
戦績

〔男子〕 遠征 / 練習試合

春季ランキング戦 at 土入

〔女子〕 遠征 / 練習試合

春季ランキング戦 at 本校

大阪女学院＆国際情報(滋賀)＆京都共栄＆雲雀丘(兵庫)＆県ｼﾞｭﾆｱ

東大津(滋賀) at 大石

向陽&県和商 at 紀三井寺

槻の木(大阪)＆岸和田産業＆同志社香里＆初橋 at 紀三井寺

平城(奈良)＆奈良学園登美ケ丘＆奈良女子大附属 at 奈良学園登美ケ丘

報徳(兵庫)＆啓明学院(兵庫) at 報徳

県和商 at home

関大北陽＆向陽＆和北 at 土入

大産大附属&狭山 at 土入

大産大＆槻の木(大阪)＆同志社香里 at 土入

常翔啓光(大阪)&狭山&京都両洋＆日高 at 金屋

平城(奈良)＆立命館守山(滋賀)＆仁川学院(兵庫) at 平城

伊丹北(兵庫)＆川西北陵＆宝塚東 at 伊丹北

大阪女学院＆東大津(滋賀)＆海南＆狭山＆県ｼﾞｭﾆｱ at 金屋

日高 at ふるさとの川総合公園

狭山＆大手前(大阪) at 狭山

KWTT


