
高知県中学校ソフトテニス秋季大会

令和3年10月2日

1年生男子 春野運動公園テニスコート

25 鈴木・東 (清水)

(附属) 49

西村蘭・宮内 (清水) 50

西村琉・山﨑 (西部) 51

石川・佐竹 (旭) 55

川野・岡村 (高岡) 52

井上・橋本 (城東) 53

土居・小谷 (東) 54

野瀨・藤中 (西部) 服部・藤岡

(潮江) 311 江口・清水 (清水) 青木・向井

3 佐藤・植村 (旭) 佐々木・斉藤

(朝倉) 32

大宮・寺内 (附属) 井上咲・井上集

(清水) 34西村光・楠目

(西部) 33

4 安藝・安養寺 (清水ケ丘)

2

豊島・保川 (中村) 武田・幸﨑

(旭) 355

7 野本・森 (高岡) 岡﨑・武田慶

(城東) 36

(中村) 37

6

井上・三吉

(愛宕) 388 本久・深瀬

(附属)(旭) 河野・小路

(中村) 39

(朝倉) 本村・山本

4010 西岡・弘田

9 松村・森島 (横浜)

(旭) 4212 都築・安丸 (城東) 高橋・平田

(東) 4111 谷・山本 (中村) 濱田・岡本

(高岡) 4414 中村・久保

13 福岡・後藤 (清水) 矢羽田・山本 (片島) 43

(土佐) 坂本・中平

15 佐竹・仮谷 (中村西) 山本・坂本

(朝倉) 4616 岡本・竹田 (中村) 緒方・大野

(青柳) 45

18 久保・坂本 (愛宕) 武田芯・宇都宮

森田・楠目

(城東) 47

(中村) 48

17 釣井・渡辺 (青柳) 武内・高橋

27 池・西村遥 (西部)

28 光冨・濵田 (城東)

19 増田・藤原 (大方)

20 山本・小嶋 (東)

21 杉山・田村 (城東)

22 横畠・北岡 (学芸)

23 多田・森下 (附属)

24 橋本・矢野 (旭)

29 佐野・上野 (中村)

30 村田・筒井 (横浜)

大橋・川村 (中村) 56

田村・高橋 (土佐) 57

嶋岡・中平 (窪川) 58

森田・下村 (愛宕) 59

井上・徳能 (横浜) 60

26 壬生・武市 (窪川)



高知県中学校ソフトテニス秋季大会

令和3年10月2日

2年生以下男子 春野運動公園テニスコート

-

(附属) 35小松・橋本

(中村西) 34 52

小原・堀内 (潮江) 68

17 加納・楠 (東) 寺尾・沖

(潮江) 33 51 山田・濱村 (横浜)

福見・加藤 (明徳) 69宮本・山本倫 (城北)

16 北添・西村 (横浜) 有木・島村

(中村) 32 50

(潮江) 中澤・濵田 奥田・香西 (中村西) 66

15 藤田・尾崎 (大方) 高瀬・山崎

(土佐) 31 49 岡本・武内 (県立中村)

佐竹・関本 (中村) 67瀬川・山本 (学芸)

14 横江・田所

中山・北澤 (東中筋・中村西) 64

13 松浦・諌本 (県立安芸) 前田・松村

(高岡) 29 47 丁野・田中 (城東)

長﨑・宮脇 (朝倉) 65狩野・小原 (清水ケ丘)

12 石田・浪上 (附属) 福永・櫻木

(横浜) 28 46

(西部) 30 48

武田・竹中 (窪川) 62

11 福島・河辺 (片島) 橋本・小幡

(東中筋) 27 45 足達・木村 (附属)

齋藤・田島 (附属) 63栗原・田村 (宿毛)

10 山本・野村 (青柳) 吉﨑・伊賀

(三原) 26 44

(清水) 刈谷・溝渕 上熊須・藤村 (三原) 60

9 根口・岡脇 (横浜) 浜田・森本

(旭) 25 43 山﨑・野村 (中村西)

仲澤・安藤 (青柳) 61宇田津・和田 (青柳)

8 江口・廣田

池田・林 (中村西) 58

7 岡村・川村 (旭) 生田・西岡

(春野) 23 41 竹田・岡﨑 (中村)

森澤・有吉 (潮江) 59溝渕・中山 (潮江)

6 島村・茨木 (中村西) 村井・毛利

(窪川) 22 40

(小筑紫) 24 42

56

5 戸田・落合 (朝倉) 壬生・鈴木

(学芸) 21 39 高見・山本 (東)

河添・中越 (横浜) 57辻・黒岩 (旭)

4 遠近・稲田 (中村) 日野・矢野

(潮江) 20 38

(土佐)

山井・平岡 (城東)

54

3 岩原・本田 (城東) 山﨑・橋本　

(中村西) 19 37 井上・森本 (横浜)

島村・中山 (春野) 55白石・川村 (朝倉)

敷地・神田 (大用) 53

2 明神・日比 (附属) 岡本・桑原

(城北) 18 36 池畠・高橋 (明徳)1 三田・木本 (明徳) 田内・山本虹

竹中・泉谷



高知県中学校ソフトテニス秋季大会

令和3年9月11日

1年生女子 高知市東部総合運動場テニスコート

-

岡部玲・中岡 (春野)矢野・大熊 (戸波)(県立中村) 43 65

甲斐・谷口 (西部) 86

谷口・伊藤

(春野) 42 64 佐々木・吉岡佑 (学芸)21 加藤・大峰 (野市) 山﨑・小松

(野市) 41 63

藤田・髙橋 (城東) 84

20 影山・上間 (朝倉) 濱渦・内藤

(横浜) 40 62 白井・溝渕 (中村)

水野・齊藤 (中村) 85赤沢・山本 (春野)

19 森本・浜田 (中村西) 森澤・北村

(西部) 34 56

14 渡邊・濵村 (高岡)

15 徳廣・下村 (青柳)

16 浦田・島内 (小筑紫)

17 八幡・沖 (清水)

18

宇田見・岡田 (片島) 77

13 金田・武市 (西部) 松本・高尾

(附属) 33 55 川澤・都留 (土佐女子)

松井・羽屋戸 (窪川) 78小松・都築 (青柳)

12 小松・吉岡小 (学芸) 由比・北原

(中村) 32 54

(鏡野) 山野上・藤本 岩村・大谷 (旭) 75

11 宗﨑・田辺 (大方) 有友・小谷

(学芸) 31 53 大地・安岡 (学芸)

松本・山﨑 (朝倉) 76琴賀岡・實﨑 (横浜)

10 尾神・岡本

堀・高木 (学芸) 73

9 筒井・小野 (城西) 辻・森本

(鏡野) 29 51 武田・阿羅田 (附属)

高橋・篠田 (大方) 74溝口・松尾 (大方)

8 島本・岡田 (城北) 岡崎・平尾

(横浜) 28 50

(高岡) 30 52

岡山・野村椛 (東) 71

7 柳本・戸梶 (学芸) 川村・小田

(愛宕) 27 49 佐藤・島原 (城西)

小松・石川 (横浜) 72田中・小松 (野市)

6 松田・大麻 (旭) 鎌倉・國澤

(宿毛) 26 48

(城東) 吉永・尾崎 濵田・植田 (城東) 69

5 香川・岡村 (窪川) 安岡・山岡

(朝倉) 25 47 岡本・谷内 (西部)

松本・福留 (高岡) 70八木・秋山 (城北)

4 山本・岡田

(青柳) 24 46

(野市) 67

3 生田・野村瑠 (東) 岡林・森下

(学芸) 23 45 山崎・門田 (青柳)

安田・近澤 (西部) 68浜田・谷口 (窪川)

西村・野川 (清水ケ丘) 66

2 段松・越智 (西部) 武内・岩上

(西部) 22 44 麻田・岡 (中村西)1 堀・岡部こ (春野) 高橋・松尾

大嶋・向井

清水・西岡 (横浜)

川竹・澤谷 (城東)

近澤・戸田 (潮江)

堀江・澤近 (片島) 36

渡邉・笹岡 (学芸) 37

松本・岡﨑 (須崎) 38

39

60 岡本・中川 (鏡野)

61 中島・森本 (城東)

35

長田・野中 (青柳)

57 江口・東 (県立中村)

58 山本・藤原 (西部)

59 島田・松本 (旭)

82

岡井・岡村 (橋上) 83

山崎・野村 (附属) 79

坂下・岡尾 (野市) 80

梅原・西原 (学芸) 81



高知県中学校ソフトテニス秋季大会

令和3年9月11日

2年生以下女子 高知市東部総合運動場テニスコート

-

23 北原・西内 (土佐女子)

67 佐藤・植野 (野市) 敷地・宮﨑 (大用) 8922 岡本・坂本 (朝倉) 秋森・吉田 (中村) 45

66 金子歩・松井 (大方) 岡林・比与森 (鏡野) 8821 中川・岡本 (東) 中山・西山 (土佐女子) 44

宮﨑・田村 (附属) 大菊・矢野 (高岡) 87

岡﨑・杉浦 (小筑紫) 86竹﨑・藤田 (旭)

20 小松・上久保 (城東) 森田・船井 (清水) 43

(須崎) 42 64

65

中島・黄 (城東) 85

19 西地・金子陽 (大方) 竹中・山田

(愛宕) 41 63 松本・藤元 (中村西)18 大井・鈴木 (清水ケ丘) 田代・松田

池・谷川 (城西) 83

17 山﨑・近藤 (城北) 西浦・野口

(城西) 39 61 小笠原・中村 (城東)

八汐・山本 (潮江) 84森木・立花 (青柳)

16 深瀬・吉岡 (附属) 笹岡・森

(大方) 38 60

(鏡野) 40 62

竹村・味元 (窪川) 81

15 和田萌・北川 (鏡野) 深木・菅

(片島) 37 59 黒岩・上村 (朝倉)

浜岡・浦田 (中村) 82矢野・中平 (戸波)

14 森山・中越 (横浜) 高岡・渡辺

(城東) 36 58

(宿毛) 小笠原・谷岡 岩川・松浦 (県立安芸) 79

13 モラレス・大山 (須崎) 杉本・森田

(附属) 35 57 市川・中平 (高岡)

林・岡﨑 (附属) 80小池・川﨑 (中村)

12 西本・弘瀬

廣田・大﨑 (青柳) 77

11 畠中・佐々木 (潮江) 森光・山岡

(附属) 33 55 植木・田邉 (片島)

小松・菜虫 (土佐女子) 78堀川・大西 (城西)

10 井田・安光 (城東) 明智・山川

(中村西) 32 54

(戸波) 34 56

山崎・和田心 (鏡野) 75

9 大森・藤﨑 (高岡) 山岡・島村

(高岡) 31 53 三浦・浜辺 (東)

梶原・坂本 (清水ケ丘) 76有藤・尾﨑 (春野)

8 宮尾・立石 (青柳) 久本・𠮷本

(大用) 30 52

(橋上) 秋沢・橋田 宮上・矢野 (大方) 73

7 中山・岡本 (野市) 岡・西村

(朝倉) 29 51 竹岡・今橋 (明徳)

濵中・山﨑 (附属) 74野中・大川 (城東)

6 山下・岡村

澤田・中平 (東中筋・中村西) 71

5 津野・沖 (窪川) 森田・藤澤

(野市) 27 49 別府・吉田 (附属)

森・北村 (横浜) 72中川・久保田 (須崎)

4 横川・岡林 (春野) 大野木・森

(窪川) 26 48

(旭) 28 50

(城東) 69

3 岡上・沖本 (中村) 所谷・前田

(城東) 25 47 竹長・安岡 (潮江)

市村・竹村 (須崎) 70為近・土本 (鏡野)

宮本・岡崎 (片島) 68

2 五石・里見 (附属) 田内・島崎

(東) 24 46 上田・早川 (清水)1 加用・山本 (東中筋) 西岡・濱田

久保・井上



高知県中学校ソフトテニス秋季大会 高知県中学校ソフトテニス秋季大会

令和3年10月2日 令和3年9月11日

春野運動公園テニスコート 高知市東部総合運動場テニスコート

3年生男子 3年生女子

(学芸)

(西部) 東・松岡 (清水) 24

13 福見・吉野 (東中筋)

12 黒川・内川 (清水ケ丘) 片岡・大塚 (明徳) 25 12 楠・川村

前川・森本 (西部)

(朝倉) 22

11 有藤・有藤 (春野) 西小路・伊与田 (県立中村) 24 11

10 井上・河村 (須崎) 酒井・秋沢

23酒井・田村 (学芸) 大黒・百々

(清水ケ丘) 林・濱野 (県立安芸)

嶋村・周治 (中村) 21

10 松岡・福吉 (潮江) 濵口・間﨑 (城東) 23

22 9 楠瀬・山﨑 (県立安芸)9 小松・斉藤 (城東)

(西部) 古味・足達 (土佐女子) 20

19

8 上田・北代 (清水) 山本・溝口 (潮江) 21 8 小笠原・吉岡

坂本・森本 (大用) 橋田・近澤 (西部)7 北川・小松

5 有田・岡村 (橋上) 長崎・浦山

野村・山本 (土佐女子)

村山・三宮 (西部)3 嶋崎・髙橋 (潮江)

20 7

6

佐野・村田 (学芸)

6 西川・中村 (学芸) 黒川・横田 (城東) 19

18 5 高尾・中山 (西部)

4 中尾・小野 (城東) 白岩・森 (潮江) 17 4 山﨑・長﨑 (学芸) 大北・乾

(清水ケ丘)

(西部) 18

(清水ケ丘) 16

17

橋内・長野

池添・川村 (愛宕) 16 3

2

池田・大野 (朝ヶ丘) 13小田・大塚 (東中筋)

(春野) 14小松・市川 (西部) 山中・山中

15秋田・岡﨑 (中村)

2 信𠮷・小松 (愛宕) 藤井・畠中 (学芸) 15

14 11 小野・岡 (大用) 井垣・伊賀 (東中筋)


