
高知県中学校総合体育大会　ソフトテニスの部

令和元年7月20日

高知市東部総合運動場テニスコート

男子団体

1 東中筋 明徳義塾 9

2 朝倉 宿毛東 10

3 中村 宿毛 11

4 城北 土佐 12

5 清水 大用 13

16

差 順位

6 附属 西部 14

157 潮江 三原

4 勝・負

試合順　１－２，３－４，１－３，２－４，２－３，１－４

8 清水ケ丘 南海

決勝リーグ

1 2 3

2

1

4

3



高知県中学校総合体育大会　ソフトテニスの部

令和元年7月20日

高知市東部総合運動場テニスコート

女子団体

1 東中筋 西部 10

2 横浜 三原 11

3 宿毛東 春野 12

4 宿毛 大用 13

5 土佐女子 清水 14

6 清水ケ丘 愛宕 15

7 朝倉 朝ヶ丘 16

8 県立中村 学芸 17

9 高岡 野市 18

決勝リーグ 試合順　１－２，３－４，１－３，２－４，２－３，１－４

差 順位

1

1 2 3 4 勝・負

3

2

4



高知県中学校総合体育大会　ソフトテニスの部

令和元年7月21日

高知市東部総合運動場テニスコート

男子個人

1 中川・佐渡 (明徳義塾) (南海) 31松下・南部

3 武市・池 (西部) (中村) 33

2 平田・中村 (横浜) (愛宕) 32大﨑陸・大崎千

岡村・岡

5 井垣・吉野 (東中筋) (西部) 35

4 高橋・安岡 (土佐) (清水) 34中川・大薗

滝・國吉

7 前田・井本 (中村) (城東) 37

6 大石・高畑 (青柳) (高岡) 36市原・津野

白井・工藤

9 竹澤・土岐 (大川筋) (三原) 39

8 二俣・大﨑 (城北) (附属) 38藤川・小松睦

乾・大塚

11 門田・田中 (清水ケ丘) (大用) 41

10 大野・今城 (朝倉) (潮江) 40高﨑・筒井

佐竹・益岡

13 松本・藤田 (南海) (城北) 43

12 乾・三木 (宿毛) (清水ケ丘) 42川谷・福田

大西・橋田

14 野本・武谷 (潮江) (青柳) 44高橋・小松

岡本・正木

18

15 伊勢𦚰将・岡 (大用) (東中筋) 45

17 小松英・岡本 (附属) (清水) 47

16 小田・福見 (東中筋) (潮江) 46藤戸・伊藤

浜田・谷口

田村・加茂 (潮江) (横浜) 48林・藤原

小松・谷岡

21 森・前川 (城北) (城東) 51

20 土居・川村 (県立中村) (清水ケ丘) 50福本・小松 大

浜田・松本奈

19 今西・中平 (明徳義塾) (城北) 49

23 市川・松坂 (南海) (明徳義塾) 53

22 宮口・増田 (片島) (大用) 52小野・伊勢脇恭

片岡・遠藤

25 片岡・和田 (城西) (愛宕) 55

24 津村・小松東 (土佐) (宿毛東) 54西岡・福永

佐竹・矢野

27 津野・柴岡 (宿毛東) (西部) 57

26 井上・畑中 (横浜) (宿毛) 56清家・松澤

永野・櫻木

７・８位決定戦

30 白川・小松 温 (清水ケ丘) (東中筋) 60小笠原・河人

３位決定戦

５・６位決定戦

29 東・上田 (清水) (土佐) 59

28 前田・海地 (西部) (旭) 58沢村・千光士

田村・小松英



高知県中学校総合体育大会　ソフトテニスの部

令和元年7月21日

高知市東部総合運動場テニスコート

女子個人

1 新谷・佐竹 (東中筋)

5 壬生・正岡 (窪川)

7 中山・敷地 (春野)

9 橋崎・野村 (宿毛)

11 浜田・濵﨑 (清水)

(鏡野) 32原・山岡

3 白川・鈴木 (清水ケ丘) (三原) 34

2 北村・堀 (愛宕) (春野) 33山岡・好永

上熊須・藤村

(朝倉) 36

4 佐田・西岡 (土佐) (明徳義塾) 35百田・山﨑

川田・田岡

(東中筋) 38

6 沖・東 (中村) (附属) 37住谷・喜多

走川愛・長者

(清水) 40

8 田村・山下 (野市) (西部) 39福田・斉藤

東・松岡

(片島) 42

10 山﨑・森本 (朝倉) (土佐女子) 41山﨑・坂本

山本・山下

13 森岡・山﨑 (高岡) (清水ケ丘) 44

12 山﨑・武政 (西部) (城北) 43柳川・山西

萩野・橋本

15 神田・宮﨑 (大用) (東中筋) 46

14 大藤・井口 (城西) (高岡) 45岡田・山本

走川桜・赤松

17 阪本・矢野 (春野) (旭) 48

16 小松 采・小松 舞 (清水ケ丘) (東中筋) 47小笠原・下村

山脇・廣田

19 増田・野口 (宿毛東) (土佐女子) 50

18 楠本・福永 (高岡) (朝ヶ丘) 49工藤・橋田

梶原・古谷

21 吉岡・松尾 (西部) (宿毛) 52

20 渡辺・植野 (野市) (清水ケ丘) 51大坪・倉橋

高橋・伊與田

23 川村・東 (県立中村) (大用) 54

22 久万田・溝渕 (旭) (横浜) 53橋本・岡林

伊勢脇・坂本

25 佐竹・山本 (大川筋) (野市) 56

24 細川・田岡 (青柳) (県立中村) 55竹葉・濵田

恒石・竹田

27 渡辺・濱渦 (朝倉) (窪川) 58

26 岩﨑・岡村 (三原) (朝倉) 57荒木・伊藤

中平・伊與木

29 中ノ内・田中 (鏡野) (学芸) 60

28 西本・山陸 (宿毛) (宿毛東) 59多和・浜田

市川・山﨑

７・８位決定戦

31 松田・大野 (朝ヶ丘)

30 武藤・田中 (横浜) (西部) 61中田・八ツ波

３位決定戦

５・６位決定戦


