
高知県中学校総合体育大会　ソフトテニスの部

平成26年7月19日

高知市東部総合運動場テニスコート

男子団体

1

1 東中筋 高岡 9

2 南海 土佐 10

3 片島 横浜 11

4 愛宕 小筑紫 12

5 城北 中村西 13

6 大用 青柳 14

8 清水ケ丘 附属

決勝リーグ 試合順　１－２，３－４，１－３，２－４，２－３，１－４

1 2 差 順位

2

3

4

16

7 宿毛 三原 15

3 4 勝・負



高知県中学校総合体育大会　ソフトテニスの部

平成26年7月19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 戸波 11

2 青柳 片島 12

3 窪川 西部 13

4 大川筋 土佐女子 14

5 春野 三原 15

6 野市 中村西 16

7 大用 朝倉 17

8 附属 高岡 18

9 中村 県立中村 19

10 県立安芸 横浜 20

決勝リーグ 試合順　１－２，３－４，１－３，２－４，２－３，１－４

1 2 3 4 勝・負 差 順位

1

2

3

4



高知県中学校総合体育大会　ソフトテニスの部

平成26年7月20日

高知市東部総合運動場テニスコート

男子個人

1 下村勇・中島大 (東中筋) 吉本・森田 (高岡) 23

2 片岡・和田拓 (附属) 田内・田原 (城北) 24

3 国則・川村 (高岡) 髙橋・中山 (小筑紫) 25

4 川口・萩野 (土佐) 長尾・宮本翔 (宿毛) 26

5 段松・松本 (片島) 野村・山口 (土佐) 27

6 石元・小松冴 (南海) 奥田・角田 (附属) 28

7 小橋・桐田 (大方) 前田・川脇 (中村西) 29

8 山本大・宮本 (西部) 西村・大野 (城西) 30

9 川谷・小松 (清水ヶ丘) 山田・樋口 (清水ヶ丘) 31

10 西田・三橋 (城北) 中居・川内 (朝倉) 32

11 野村・竹澤 (大川筋) 松岡・中島海 (東中筋) 33

12 松原透・宮本海 (宿毛) 山本・岡本 (東中筋) 34

13 榮枝・門田 (横浜) 市原・西内 (城北) 35

14 奥村・岡田 (池川) 東岡・森 (県立安芸) 36

15 坂本・吉川 (春野) 鵜島・海野 (小筑紫) 37

16 下村竜・坂本 (東中筋) 荒井・藤本 (土佐) 38

17 中平・五十嵐 (愛宕) 菅野・河添 (愛宕) 39

18 片岡・岩﨑 (土佐) 松原侑・新谷 (宿毛) 40

42

19 西村・濵﨑 (清水) 山本旭・門脇

森島・竹内

(西部) 41

20 浦田・東 (中村西) 野口・岡山 (高岡)

22 曽我・上段 (清水ヶ丘)

21 谷村・水町 (城東)

3位決定戦

５・６位決定戦

７・８位決定戦

(大川筋) 43

小松正・小松大 (附属) 44



高知県中学校総合体育大会　ソフトテニスの部
平成26年7月20日

高知市東部総合運動場テニスコート

女子個人

1 井上・谷山 (東中筋) 野老山・上地 (野市) 27

2 谷岡・﨑山 (朝倉) 川崎・中井 (春野) 28

3 西村・山﨑 (野市) 小川・竹松 (宿毛) 29

4 髙坂・畑中 (三原) 片岡・山本 (窪川) 30

5 中城・菅野 (愛宕) 香川・大野 (土佐女子) 31

6 西村・長山 (戸波) 市川・平松 (附属) 32

7 井口・眞鍋 (西部) 宮田・山木 (片島) 33

8 山中・大久保 (横浜) 竹松・大久保 (東中筋) 34

9 山下・宮地 (県立中村) 岩本・山﨑 (愛宕) 35

10 小松・高橋 (清水ヶ丘) 岩郷・上岡 (高岡) 36

11 式地・高谷 (高岡) 松田・桑原 (西部) 37

12 小林・浦田 (土佐) 有友・谷本 (中村) 38

13 國本・伊与田 (大川筋) 小原・松村茜 (県立安芸) 39

14 佐竹民・長者 (大用) 北尾・池本 (県立中村) 40

15 尾崎・島田 (学芸) 橋村・前田伊 (附属) 41

16 有澤・松村菖 (県立安芸) 中川・由比 (県立安芸) 42

17 森光・宮崎 (戸波) 武市・竹内 (窪川) 43

18 川﨑・市原 (三原) 福島・木村 (土佐) 44

19 吉田・山本 (附属) 松岡・細川 (宿毛) 45

20 福永・山本 (鏡野) 熊谷・安光 (東中筋) 46

21 野村・髙橋 (横浜) 中村・重田 (野市) 47

22 高田・江口 (片島) 井上・尾崎 (須崎) 48

23 岡本・矢野 (春野) 橋本・前田

24 美濃部・岩村 (宿毛) 川原・佐田

(青柳) 鎌野・影山

(学芸) 49

(中村) 50

51

岡田・小野 (横浜) 5226 宮本・森田 (高岡)

25 荒井・西田

７・８位決定戦

3位決定戦

５・６位決定戦

７・８位決定戦

(愛宕)


