
平成 年度 富山県高等学校秋季テニス選手権大会個人戦 岩瀬スポーツ公園テニスコート21男子シングルスの部 月 日(月)～ 日(水)8 24 26瀬川俊輔 (富中) 杉森遥 (富中)1 85矢富貴之 (大門) 本堂遼 (上市)2 86宮垣憲道 (魚工) 古木竜太 (雄山)3 87岩村拓海 (富東) 稲谷薦 (新川)4 88大場慶士 (水橋) 石垣貴大 (桜井)5 89寺生優人 (富商) 広羽健太 (大門)6 90江幡勇介 (富西) 吉田久幹 (片山)7 91西島寿留 (桜井) 山田峰之 (富商)8 92奥村魁志 (高龍) 能登雄平 (魚工)9 93萩中悠太 (富一) 大澤正浩 (富一)10 94狐塚建哉 (新川) 田村昂平 (二上)11 95吉村尚輝 (国際) 釣宗一郎 (高南)12 96蜷川竣也 (片山) 古畑龍生 (富東)13 97杉守貴樹 (高一) 藤林祐貴 (龍富)14 98長岡亮輔 (富南) 佐渡竜司 (水橋)15 99前田拳太 (龍富) 髙祥也 (呉羽)16 100伊藤翼 (富い) 中村亮介 (富一)17 101平瀬僚 (呉羽) 中田澪二 (富西)18 102松浦圭吾 (雄山) 佐野英樹 (高龍)19 103小林賢治 (八尾) 吉竹大志 (高岡)20 104藤田玄弥 (富一) 橘春樹 (国際)21 105高橋弘太 (水橋) 松井翔太郎 (富一)22 106酒井純平 (富東) 杉本燎介 (国際)23 107野口竜矢 (富南) 中林佑太 (水橋)24 108桑原勇二 (雄山) 向谷内譲 (有磯)25 109山田拓 (呉羽) 中嶋陵 (龍富)26 110江戸真澄 (八尾) 中川佳祐 (富北)27 111石原友貴 (新川) 芝田祥平 (富中)28 112金山良樹 (高一) 朝倉皓二郎 (富南)29 113横山一貴 (二上) 宮田隆之 (高岡)30 114番場厚晴 (富一) 中田創 (雄山)31 115片山拓哉 (有磯) 水戸雅之 (富商)32 116島津 拓未 (富商) 岡部洸平 (上市)33 117滝井康司 (高岡) 岡本貴充 (富西)34 118船見尚樹 (上市) 武隈大嗣 (魚工)35 119大西晴樹 (大門) 滑川裕也 (新川)36 120寺田俊一 (富中) 牧野貴樹 (国際)37 121德市昇 (富北) 大下晋作 (八尾)38 122竹腰拓矢 (国際) 木村風雅 (片山)39 123中田匠 (桜井) 馬郡隆之 (富東)40 124関野伸也 (片山) 平野孝 (呉羽)41 125森冬馬 (富一) 真井知紀 (高一)42 126谷﨑俊允 (高岡) 野中一輝 (富一)43 127髙嶋智哉 (富南) 春名皓太 (富中)44 128副島僚 (国際) 氷見貴顕 (高岡)45 129久世智貴 (魚工) 赤井進之佑 (富商)46 130吉田悠一郎 (高龍) 中居卓也 (有磯)47 131京角暢平 (大門) 武部秀仁 (富東)48 132倉田翔 (雄山) 福島一晃 (大門)49 133山崎周 (龍富) 河井純平 (富北)50 134和田一裕 (富商) 渋谷恒佑 (高一)51 135久保直人 (富北) 上林新 (桜井)52 136向敦史 (富一) 黒田二郎 (国際)53 137林誠也 (国際) 吉田悠馬 (魚工)54 138阪本賢彦 (水橋) 奥村侑平 (二上)55 139小林健太 (有磯) 中田将 (富南)56 140若林俊介 (八尾) 鈴木克弥 (富一)57 141八田洋一朗 (高一) 大越翔 (富中)58 142奥村光貴 (富中) 山崎拓郎 (高龍)59 143北川恭太 (片山) 東弘輝 (水橋)60 144串田啓吾 (富西) 坪田祥希 (国際)61 145正和良 (二上) 室田慎治 (八尾)62 146斉勝壮志朗 (富一) 森田遼平 (片山)63 147中村託麻 (富一) 今井亮太 (富東)64 148神川弥月 (龍富) 長瀬幹生 (八尾)65 149村山直紀 (富中) 宮林諒 (呉羽)66 150朝倉駿太 (富東) 中井雄太 (大門)67 151磯部和真 (高岡) 石井貴之 (二上)68 152杉本晃一 (上市) 大澤一平 (桜井)69 153堀誠祥 (富北) 二塚優樹 (国際)70 154澤越悠希 (二上) 平井翔之 (富北)71 155臼田諭史 (桜井) 長島大樹 (富い)72 156蔵田賢 (高南) 高松将也 (富一)73 157髙栁遼 (富中) 飯野祥平 (雄山)74 158塩原幸汰 (水橋) 宮林優至 (高岡)75 159千代築 (魚工) 講神慎太郎 (龍富)76 160河合謙太朗 (片山) 関佑允 (富西)77 161橋北駿 (呉羽) 浜田雄太 (新川)78 162岩井拓哉 (富い) 大野俊輔 (高一)79 163蓬沢直樹 (富西) 米道公臣 (富南)80 164米田圭佑 (国際) 宇野将太 (上市)81 165長谷川諒 (新川) 松井啓泰 (水橋)82 166舟木克仁 (高一) 越村颯 (富一)83 167毛利史泰 (富一) 松田拓也 (富中)84 168



平成 年度 富山県高等学校秋季テニス選手権大会個人戦 岩瀬スポーツ公園テニスコート21男子ダブルスの部 月 日(月)～ 日(水)8 24 26瀬川・松田 (富中) 谷﨑・宮林 (高岡)1 54山中・平野 (桜井) 河合・蜷川 (片山)2 55長谷・松岡 (富東) 舟橋・出口 (雄山)3 56宇野・船見 (上市) 杉守・八田 (高一)4 57武隈・吉本 (魚工) 廣島・西村 (富西)5 58石井・藤元 (富北) 宮林・平野 (呉羽)6 59髙・山田 (呉羽) 副島・林 (国際)7 60水戸 ・赤井(富商) 酒井・朝倉 (富東)8 61舟木・渋谷 (高一) 大西・矢富 (大門)9 62向・松井 (富一) 江戸・小林 (八尾)10 63関・串田 (富西) 和田・寺生 (富商)11 64小林・倉田 (雄山) 寺田・芝田 (富中)12 65吉村・竹腰 (国際) 森・毛利 (富一)13 66久世・吉田 (魚工) 奥村・大越 (富中)14 67若林・岩倉 (八尾) 浜田・長谷川(新川)15 68向谷内・小林(有磯) 長岡・野口 (富南)16 69狐塚・稲谷 (新川) 中村・番場 (富一)17 70石井・澤越 (二上) 久保・山口 (富北)18 71中田・谷本 (富南) 藤林・神川 (龍富)19 72沖村・黒田 (国際) 吉竹・磯部 (高岡)20 73山崎・講神 (龍富) 千代・宮垣 (魚工)21 74大場・松井 (水橋) 東・佐渡 (水橋)22 75馬郡・阿部 (富東) 大澤・臼田 (桜井)23 76京角・中井 (大門) 澤橋・正和 (二上)24 77森田・坂 (富中) 菅原・南保 (富商)25 78伏喜・前 (高岡) 杉本・二塚 (国際)26 79中村・萩中 (富一) 坪田・米田 (国際)27 80真井・大野 (高一) 村田・江沼 (呉羽)28 81塩原・桃井 (水橋) 徳本・能登 (魚工)29 82耳浦・卯松 (大門) 広羽・福島 (大門)30 83古畑・武部 (富東) 植野・高木 (富商)31 84森田・木村 (片山) 飯野・桑原 (雄山)32 85室田・松木 (八尾) 片山・中居 (有磯)33 86石垣・石﨑 (桜井) 蓬沢・江幡 (富西)34 87田村・奥村 (二上) 滝井・宮田 (高岡)35 88氷見・土合 (高岡) 堀・平井 (富北)36 89金岡・高嶋 (富西) 杉本・水上 (上市)37 90平瀬・橋北 (呉羽) 鈴木・斉勝 (富一)38 91筒井・春名 (富中) 杉森・手操 (富中)39 92橘・牧野 (国際) 今井・岩村 (富東)40 93髙栁・村山 (富中) 眞岩・西島 (桜井)41 94山田・島津 (富商) 石原・滑川 (新川)42 95杉木・恒石 (国際) 北川・吉田 (片山)43 96河村・金山 (高一) 松永・横山 (二上)44 97岡部・本堂 (上市) 高橋・阪本 (水橋)45 98中川・德市 (富北) 大下・長瀬 (八尾)46 99米道・朝倉 (富南) 河西・野村 (富南)47 100新・田中 (魚工) 髙橋・内田 (富中)48 101中林・酒井 (水橋) 中嶋・前田 (龍富)49 102中田・松浦 (雄山) 橋本・ジェン(国際)50 103南保・伊東 (新川) 島野・高井 (高一)51 104大澤・高松 (富一) 野中・藤田 (富一)52 105蔵田・釣 (高南)53



平成 １年度 富山県高等学校秋季テニス選手権大会個人戦 岩瀬スポーツ公園テニスコート2 月 日(月)～ 日（水）女子シングルスの部 8 24 26奥田真里 (砺波) 長谷川麻衣 (砺波)1 74淤見示依 (高岡) 杉本桃香 (高一)2 75中土愛梨 (富南) 伊藤文 (新川)3 76高井涼 (高一) 福田真優 (高岡)4 77大井栄里香 (雄山) 富樫愛那 (富い)5 78舟川侑花 (新川) 松井あかね (雄山)6 79藤木望由 (水橋) 本郷由香理 (呉羽)7 80前里梨花 (富い) 岡本悠里 (国際)8 81中島有稀 (高龍) 青木沙織 (龍富)9 82宮田真那子 (二上) 轡田安紀 (富一)10 83千田華奈 (富北) 東彩乃 (桜井)11 84上田恭子 (富中) 折田有香 (新川)12 85宮内仁美 (富一) 竹田真理 (富東)13 86田上恵梨 (国際) 山崎あゆみ (富西)14 87中本朋美 (富西) 藤原有沙 (水橋)15 88葛野結香 (富東) 大下雅子 (富中)16 89宮田瞳 (呉羽) 俣本明日加 (富商)17 90向井詩織 (龍富) 野口志織 (富南)18 91荒木希 (上市) 中川沙矢佳 (水橋)19 92川腰亜実 (富中) 一柳怜菜 (富一)20 93田村曜 (富い) 入江直緒 (高岡)21 94山口夏苗 (八尾) 高瀬志萌 (八尾)22 95竹内晴奈 (大門) 三浦英美 (桜井)23 96森祐里香 (富南) 小竹萌子 (片山)24 97見田恭子 (富商) 野寺悠希 (龍富)25 98堀地里沙 (片山) 天羽麻奈惠 (富東)26 99永守春奈 (富一) 穴田瑞歩 (富中)27 100神永美穂 (呉羽) 池田あかり (上市)28 101堀井恭子 (高岡) 穴田優衣 (国際)29 102金澤玲奈 (新川) 西尾耶瑛 (高一)30 103阿原玲央奈 (桜井) 吉田貴恵 (富西)31 104杉谷歩美 (高一) 堂口愛実 (富北)32 105安田美優 (高龍) 山崎恵利佳 (富南)33 106木下優美 (富東) 福田 聡美 (富商)34 107森香純 (富北) 吉田祐紀子 (大門)35 108古栃有実 (水橋) 兵野加奈 (呉羽)36 109武部祐加 (国際) 八十島彩 (富中)37 110菅谷綾 (国際) 牧田桜 (富一)38 111小川莉緒 (八尾) 畠山亜里紗 (富東)39 112志甫玲実 (龍富) 新庄梨沙 (片山)40 113高井千明 (富西) 志摩彩女 (新川)41 114山林礼佳 (富南) 草野琴美 (富い)42 115畑菜都希 (片山) 島田光 (富南)43 116北條雅 (桜井) 柳川紗彩 (水橋)44 117野口カオリ (雄山) 宮田杏月 (国際)45 118井口裕貴 (富北) 本江愛美 (高龍)46 119江尻真希 (大門) 作田郁 (高岡)47 120花井千裕 (呉羽) 野村絵里 (八尾)48 121阪口 智美 (富商) 工せいら (富一)49 122山口菜々香 (水橋) 老田舞子 (雄山)50 123渡辺望 (富中) 大林美華 (大門)51 124荻野真菜美 (富一) 寺西真美 (富北)52 125宮本紗希 (国際) 坂野環子 (呉羽)53 126茗原優衣 (富い) 木倉聡香 (国際)54 127的場友望 (高岡) 酒井絵梨 (富一)55 128梅沢静香 (富東) 竹沢美奈代 (高一)56 129住久舞 (新川) 山本楓 (八尾)57 130吉原仁美 (龍富) 秋島優理奈 (富西)58 131松下栞奈 (富南) 吉田美樹 (大門)59 132平野遥 (富商) 見谷千咲 (水橋)60 133五艘沙紀 (呉羽) 宮崎菜美 (高岡)61 134栗田真伊 (水橋) 青島理菜 (桜井)62 135廣濱佳奈 (上市) 高田園子 (龍富)63 136白江文香 (富一) 水野綾 (国際)64 137古川愛梨 (水橋) 伊藤志穂美 (富東)65 138鎌田真実 (富中) 澤田靖世 (上市)66 139藤井杏吏 (大門) 山崎聖実 (富北)67 140坂東見香 (八尾) 江尻紗子 (富商)68 141松本華奈 (高一) 髙藤杏里 (富中)69 142小島早織 (高岡) 横山加奈 (呉羽)70 143松谷紗希 (富西) 野村萌子 (片山)71 144倉本美樹 (桜井) 後藤わかな (富い)72 145新出愛実 (国際) 大島志穂 (国際)73 146



平成2１年度 富山県高等学校秋季テニス選手権大会個人戦 岩瀬スポーツ公園テニスコート女子ダブルスの部 8月24日(月)～26日(水)奥田・長谷川(砺波) 菅谷・水野 (国際)1 43杉本・松沢 (高一) 澤村・大久保(富西)2 44福田・淤見 (高岡) 倉本・徳道 (桜井)3 45井口・堂口 (富北) 草野 ・前里 (富い)4 46宮本・岡本 (国際) 轡田・白江 (富一)5 47竹田・葛野 (富東) 江尻・吉田 (大門)6 48工・永守 (富一) 弓野・椎名 (富北)7 49坂東・高瀬 (八尾) 池田・澤田 (上市)8 50渡辺・鎌田 (富中) 奥野・松長 (富南)9 51花井・本郷 (呉羽) 新庄・堀地 (片山)10 52山林・松岡 (富南) 伊藤・梅沢 (富東)11 53森・島田 (富南) 野口・松下 (富南)12 54黒川・寺田 (富中) 金澤・住久 (新川)13 55松谷・廣田 (富西) 俣本・福田 (富商)14 56大林・藤井 (大門) 堀井・入江 (高岡)15 57神永・青見 (呉羽) 吉田・山崎 (富西)16 58見田 ・江尻(富商) 杉谷・高井 (高一)17 59青島・北條 (桜井) 横山・坂野 (呉羽)18 60蟹谷 ・茗原・富い) 古栃・朝井 (水橋)19 61折田・浜川 (新川) 岩井・山口 (八尾)20 62中川・藤原 (水橋) 武部・木倉 (国際)21 63見谷・山口 (水橋) 八十島・川腰(富中)22 64松岡・飯田 (富一) 竹内・吉田 (大門)23 65宮田・吉田 (呉羽) 檜谷・吉田 (富南)24 66松本・西尾 (高一) 阪口 ・平野(富商)25 67舟川・志摩 (新川) 古川・柳川 (水橋)26 68荒木・廣濱 (上市) 松井・大井 (雄山)27 69後藤 ・田村・富い) 青木・野寺 (龍富)28 70老田・野口 (雄山) 作田・宮崎 (高岡)29 71山本・野村 (八尾) 酒井・宮内 (富一)30 72田上・宮田 (国際) 兵野・五艘 (呉羽)31 73山崎・中土 (富南) 高井・村中 (富西)32 74東・山本 (桜井) 竹沢・三谷 (高一)33 75木下・天羽 (富東) 一柳・荻野 (富一)34 76藤木・栗田 (水橋) 小原・片山 (富南)35 77上田・大下 (富中) 志田・富樫 (富い)36 78高田・平野 (富北) 阿原・三浦 (桜井)37 79畑・小竹 (片山) 髙藤・穴田 (富中)38 80秋島・中本 (富西) 市山・廣野 (八尾)39 81中川・土田 (龍富) 畠山・沼田 (富東)40 82小比賀・大橋(富商) 加藤 ・池田(富北)41 83的場・小島 (高岡) 大島・新出 (国際)42 84


