
相生学院 甲南

３－０ ３－０

加古川北 宝塚北

３－０ ２－１

相生学院 甲南
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鳴尾 姫路東
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鳴尾 姫路東

２－１ 相生学院 甲南 ２－１

３－０ ２－１

滝川 須磨学園

３－０ ２－１

滝川 須磨学園

３－０ ２－１

長田 柳

２－０ ２－１

長田 御影

３－０ ２－１

長田 柳

２－１ 相生学院 甲南 ２－１

３－０ ３－０

芦屋 姫路西
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神戸甲北 神港学園

２－１ ２－１

三田西陵 明石商

２－１ ２－１
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２－０ ２－０

北須磨 村野工

２－１ ３－０

市西宮 灘

３－０ ３－０

相生学院 関学
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明石城西 ３－０
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２－１ ２－１ ３－０

伊丹北

１－２

伊丹北 猪名川

３－０ WO

伊丹北 猪名川

３－０ 関学 ２－１

３－０

明石城西

須磨翔風 ３－０ 滝川第二
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六甲 滝川第二

３－０ ３－０
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明石城西 関学
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明石城西 関学
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平成25年度兵庫県高校総体テニス　団体戦 相生学院会場

   １ 回戦  １ 回戦

学校名学校名学校名学校名 西西西西 宮宮宮宮 南南南南 ０－３０－３０－３０－３ 加加加加古古古古川川川川北北北北 学校名学校名学校名学校名 東東東東 播播播播 工工工工 ０－３０－３０－３０－３ 東東東東 灘灘灘灘

冨尾 孝行 山本 優太 増 田 晃 廣谷 克己

阪田 和司 大北 拓海 中嶋 真也 須々木 良

S1 上野 正義 ０－６ 萩原 弘貴 S1 酒 井 渓 ４－６ 天谷 友幸

S2 小林 拓実 ３－６ 篠﨑 正拓 S2 長 屋 柾 ３－６ 藤村 裕太

 　 １ 回戦 １ 回戦

学校名学校名学校名学校名 鳴鳴鳴鳴 尾尾尾尾 ２－１２－１２－１２－１ 宝宝宝宝 塚塚塚塚 学校名学校名学校名学校名 舞舞舞舞 子子子子 ０－３０－３０－３０－３ 滝滝滝滝 川川川川

中嶋 佐介 福 田 将 小阪 健也 竹中 将希

富永 一希 吉田 空陽 高見 康平 水 杉 崇

S1 関 皇 紀 ６－７(2) 鳥 井 亮 S1 大塚 昂汰 ４－６ 藤田 雄詩

S2 坂元 佑弥 ６－０ 梶原 光一 S2 三神山 大 ３－６ 松本 光騎

 　 １ 回戦  ２ 回戦

学校名学校名学校名学校名 小小小小 野野野野 工工工工 ０－３０－３０－３０－３ 長長長長 田田田田 学校名学校名学校名学校名 相相相相生生生生学学学学院院院院 ３－０３－０３－０３－０ 加加加加古古古古川川川川北北北北

上之浦 佑 金治 翔太 飯島 啓斗 神田 祐輝

松浦 将司 布袋 純一 加藤 隆聖 大北 拓海

S1 足 立 亮 １－６ 藤井 淳平 S1 竹元 佑亮 ６－０ 萩原 弘貴

S2 小篠 祐貴 ０－６ 田中 郁哉 S2 藤井遼太 ６－０ 篠﨑 正拓

   ２ 回戦  ２ 回戦

学校名学校名学校名学校名 東東東東 灘灘灘灘 ０－２０－２０－２０－２ 鳴鳴鳴鳴 尾尾尾尾 学校名学校名学校名学校名 洲洲洲洲 本本本本 実実実実 ０－３０－３０－３０－３ 滝滝滝滝 川川川川

廣谷 克己 中嶋 佐介 中川 未知 竹中 将希

須々木 良 富永 一希 川崎 竜翔 水 杉 崇

S1 天谷 友幸 １－６ 関 皇 紀 S1 中尾 祐允 ０－６ 藤田 雄詩

S2 藤村 裕太 打ち切り 坂元 佑弥 S2 稲本 達哉 １－６ 松本 光騎

   ２ 回戦 　３ 回戦

学校名学校名学校名学校名 長長長長 田田田田 ２－１２－１２－１２－１ 小小小小 野野野野 学校名学校名学校名学校名 相相相相生生生生学学学学院院院院 ３－０３－０３－０３－０ 鳴鳴鳴鳴 尾尾尾尾

金治 翔太 寄神 寿明 田沼 諒太 中嶋 佐介

布袋 純一 古丸 勝太 飯島 啓斗 富永 一希

S1 藤井 淳平 ６－１ 木村 勇揮 S1 竹元 佑亮 ６－０ 関 皇 紀

S2 田中 郁哉 ６－０ 小室 駿太 S2 加藤 隆聖 ６－０ 坂元 佑弥

　３ 回戦 　４回戦

学校名学校名学校名学校名 滝滝滝滝 川川川川 ０－２０－２０－２０－２ 長長長長 田田田田 学校名 相相相相生生生生学学学学院院院院 ３－０３－０３－０３－０ 長長長長 田田田田

竹中 将希 金治 翔太 飯島 啓斗 金治 翔太

水 杉 崇 池田 紘生 加藤 隆聖 池田 紘生

S1 藤田 雄詩 ６－７(3) 藤井 淳平 S1 竹元 佑亮 ６－０ 藤井 淳平

S2 松本 光騎 打ち切り 田中 郁哉 S2 田沼 諒太 ６－０ 田中 郁哉

　４回戦

学校名 学校名

S1 S1

S2 S2

D ３－６ D ６－０

D ４－６ D ６－０

D １－６ D １－６

D ０－６ D ６－１

D １－６

１－６

D D

D D ３－６

D ６－３



平成25年度兵庫県高校総体テニス　団体戦 明石城西会場

   １ 回戦  １ 回戦

学校名学校名学校名学校名 三三三三田田田田祥祥祥祥雲雲雲雲館館館館 １－２１－２１－２１－２ 西西西西宮宮宮宮今今今今津津津津 学校名学校名学校名学校名 伊伊伊伊 丹丹丹丹 北北北北 ３－０３－０３－０３－０ 尼尼尼尼 崎崎崎崎 工工工工

吉澤 大輝 門間 友哉 長谷川 直 横川 彩人

大﨑 雄平 山本 大貴 藤原 裕大 羽原 悠貴

S1 岡留 信博 ３－６ 西野 優真 S1 原崎 春樹 ６－１ 福 嶋 萌

S2 松島 周佑 ６－１ 南 智 也 S2 山之内 賢 ６－４ 鳥羽 海成

 　 １ 回戦  　 １ 回戦

学校名学校名学校名学校名 龍龍龍龍 野野野野 北北北北 ０－３０－３０－３０－３ 須須須須磨磨磨磨翔翔翔翔風風風風 学校名学校名学校名学校名 六六六六 甲甲甲甲 ２－１２－１２－１２－１ 洲洲洲洲 本本本本

冷 水 和 貴 福島 悠斗 馬場 耀平 森 俊 也

池 奥 嵐 坂 東 知 徳田拓人 小川 俊司

S1 尾西 孝太 ２－６ 多田 直樹 S1 菊地 隆志 ６－０ 濱田 和哉

S2 堀田 登生 １－６ 倉本 一希 S2 河部 純大 ３－６ 廣瀬 光之

   １回戦

学校名学校名学校名学校名 西西西西 宮宮宮宮 東東東東 １－２１－２１－２１－２ 県県県県 伊伊伊伊 丹丹丹丹 学校名学校名学校名学校名

荻野 祐輔 矢野 颯人

中村 凌太 東郷 友風

S1 平 野 諒 ０－６ 西村 大輝 S1

S2 櫻井 遥太 ６－０ 青木 亮太 S2

   ２ 回戦    ２ 回戦

学校名学校名学校名学校名 川川川川西西西西緑緑緑緑台台台台 ２－１２－１２－１２－１ 西西西西 宮宮宮宮 今今今今 津津津津 学校名学校名学校名学校名 伊伊伊伊 丹丹丹丹 北北北北 ３－０３－０３－０３－０ 県県県県立立立立大大大大附附附附

曽根 圭一 山本 大貴 長谷川 直 瀧本 陽介

井藤 匡志 城戸 健汰 藤原 裕大 増田 祐大

S1 前田 敦司 ６－４ 西野 優真 S1 原崎 春樹 ６－１ 梶田 憲志

S2 佃 主 税 ６－３ 門間 友哉 S2 山之内 賢 ６－２ 吉識 功太

　２回戦 　２ 回戦

学校名学校名学校名学校名 須須須須磨磨磨磨翔翔翔翔風風風風 ０－３０－３０－３０－３ 六六六六 甲甲甲甲 学校名学校名学校名学校名 県県県県 伊伊伊伊 丹丹丹丹 ０－３０－３０－３０－３ 明明明明石石石石城城城城西西西西

福島 悠斗 馬場 耀平 矢野 颯人 福岡 拓弥

坂 東 知 徳田拓人 東郷 友風 玉麻徳大

S1 多田 直樹 ２－６ 藤野 聖也 S1 西村 大輝 １－６ 西藤 嘉宏

S2 倉本 一希 １－６ 菊地 隆志 S2 青木 亮太 １－６ 福永 太洋

　３回戦 　３回戦

学校名学校名学校名学校名 川川川川西西西西緑緑緑緑台台台台 １－２１－２１－２１－２ 伊伊伊伊 丹丹丹丹 北北北北 学校名 六六六六 甲甲甲甲 ０－３０－３０－３０－３ 明明明明石石石石城城城城西西西西

曽根 圭一 長谷川 直 馬場 耀平 福岡 拓弥

井藤 匡志 藤原 裕大 徳田拓人 山口 航汰

S1 前田 敦司 (4)６－７ 原崎 春樹 S1 藤野 聖也 ０－６ 西藤 嘉宏

S2 佃 主 税 ６－２ 山之内 賢 S2 菊地 隆志 ４－６ 福永 太洋

　４回戦

学校名 伊伊伊伊 丹丹丹丹 北北北北 ０－３０－３０－３０－３ 明明明明石石石石城城城城西西西西 学校名

長谷川 直 福岡 拓弥

藤原 裕大 玉麻徳大

S1 原崎 春樹 ０－６ 西藤 嘉宏 S1

S2 山之内 賢 １－６ 福永 太洋 S2

D ３－６ D

D ４－６ D

D ２－６

D ２－６ D ６－１

D １－６ D ６－４

D ４－６ D ３－６

D ０－６ D ６－２

D (2)６－７



平成25年度兵庫県高校総体テニス　団体戦 仁川会場

   １ 回戦  １ 回戦

学校名学校名学校名学校名 西西西西宮宮宮宮甲甲甲甲山山山山 ３－０３－０３－０３－０ 兵兵兵兵 庫庫庫庫 工工工工 学校名学校名学校名学校名 有有有有 馬馬馬馬 １－２１－２１－２１－２ 兵兵兵兵 庫庫庫庫

加藤 雅也 北野 亮太郎 山口 祥司 白川 勇輔

杉山 大樹 山端 一輝 中井 夏樹 菅波 成悟

S1 井上 翔太 ６－４ 寺 中 宏 S1 楢崎 裕史 ４－６ 濱野 航暉

S2 竹 内 章 ６－３ 井上 勇人 S2 泉 力 斗 ２－６ 西川 資弘

 　 １ 回戦  １ 回戦

学校名学校名学校名学校名 川川川川西西西西明明明明峰峰峰峰 ３－０３－０３－０３－０ 但但但但 馬馬馬馬 農農農農 学校名学校名学校名学校名 尼尼尼尼崎崎崎崎稲稲稲稲園園園園 １－２１－２１－２１－２ 香香香香 寺寺寺寺

杉山 友一 山 口 神 森川 裕貴 釜坂 有恭

大 崎 渉 和田 友秋 星野 修平 是常 遼太

S1 福 本 凌 ６－１ 宮口 惠多 S1 大谷 直也 ６－１ 宇治 歩夢

S2 江 口 匠 ７－５ 北村 風樹 S2 菰方 将人 ２－６ 大内 洸河

   １ 回戦    ２ 回戦

学校名学校名学校名学校名 葺葺葺葺 合合合合 ２－１２－１２－１２－１ 甲甲甲甲 陽陽陽陽 学校名学校名学校名学校名 須須須須 磨磨磨磨 友友友友 がががが １－２１－２１－２１－２ 香香香香 寺寺寺寺

近藤 慎一 中瀬 達也 木村 光隆 宇治 歩夢

小野塚 匠 岡田 拓真 山田 潤平 是常 遼太

S1 松野 正博 ５－７ 山 本 陽 S1 岩 川 学 ０－６ 大内 洸河

S2 岡 本 誠 ６－３ 安藤 淳仁 S2 峰 迅 人 ４－６ 釜坂 有恭

   ２ 回戦    ２ 回戦

学校名学校名学校名学校名 仁仁仁仁 川川川川 ３－０３－０３－０３－０ 西西西西宮宮宮宮甲甲甲甲山山山山 学校名学校名学校名学校名 兵兵兵兵 庫庫庫庫 ０－３０－３０－３０－３ 川川川川西西西西明明明明峰峰峰峰

立花 侑真 杉山 大樹 白川 勇輔 杉山 友一

才門 昂弘 竹 内 章 菅波 成悟 大 崎 渉

S1 増田 拓也 ６－０ 石 川 俊 S1 濱野 航暉 ５－７ 福 本 凌

S2 岩城 日向 ６－２ 加藤 雅也 S2 西尾 拓伸 ３－６ 江 口 匠

　２回戦 　３ 回戦

学校名学校名学校名学校名 葺葺葺葺 合合合合 １－２１－２１－２１－２ 啓啓啓啓 明明明明 学校名学校名学校名学校名 仁仁仁仁 川川川川 ３－０３－０３－０３－０ 川川川川西西西西明明明明峰峰峰峰

近藤 慎一 吉田 仁光良 立花 侑真 杉山 友一

小野塚 匠 永 田 旭 才門 昂弘 大 崎 渉

S1 松野 正博 ０－６ 木嶋 凜太 S1 増田 拓也 ６－０ 福 本 凌

S2 岡 本 誠 ７－６（１２） 中矢 貴大 S2 高 尾 慎 ６－１ 江 口 匠

　３回戦

学校名学校名学校名学校名 香香香香 寺寺寺寺 ０－３０－３０－３０－３ 啓啓啓啓 明明明明 学校名

宇治 歩夢 吉田 仁光良

是常 遼太 永 田 旭

S1 大内 洸河 ０－６ 木嶋 凜太 S1

S2 釜坂 有恭 ０－６ 中矢 貴大 S2

　４回戦

学校名 仁仁仁仁 川川川川 ２－１２－１２－１２－１ 啓啓啓啓 明明明明 学校名

立花 侑真 吉田 仁光良

才門 昂弘 永 田 旭

S1 増田 拓也 ６－４ 木嶋 凜太 S1

S2 岩城 日向 ４－６ 中矢 貴大 S2

D ６－４ D

D ６－２ D ７－６（６）

D ６－０

D ６－０ D ６－３

D ６－２ D ２－６

D １－６ D

D ６－１ D ５－７

D ２－６



平成25年度兵庫県高校総体テニス　団体戦 甲南会場

   １ 回戦  １ 回戦

学校名学校名学校名学校名 明明明明石石石石清清清清水水水水 １－２１－２１－２１－２ 宝宝宝宝 塚塚塚塚 北北北北 学校名学校名学校名学校名 三三三三田田田田松松松松聖聖聖聖 ２－１２－１２－１２－１ 飾飾飾飾 磨磨磨磨 工工工工

片 山 翔 松山 雄飛 木下 博貴 鎌松 智也

常光 裕介 長束 尚輝 梶木 佑太 山内 一輝

S1 恒本 祐樹 １－６ 星原 啓人 S1 常深 大輝 ７－５ 坂本 主紀

S2 藤田 洋志 ６－４ 小 川 魁 S2 北出 雄大 ６－１ 石田 大智

 　 １ 回戦  １ 回戦

学校名学校名学校名学校名 伊伊伊伊 川川川川 谷谷谷谷 １－２１－２１－２１－２ 姫姫姫姫 路路路路 東東東東 学校名学校名学校名学校名 須須須須磨磨磨磨学学学学園園園園 ２－１２－１２－１２－１ 伊伊伊伊川川川川谷谷谷谷北北北北

西田 悠輝 朝見 友貴 金谷 典幸 宮本 恵輔

坂田 凌雅 井筒 優亮 渡 邊 舟 藤本 誠大

S1 中村 一気 ３－６ 木下 僚太 S1 印南 亮祐 ２－６ 内田 拓人

S2 福留 悠介 ６－２ 久田 悠幹 S2 戸島 崇裕 ６－３ 脇野 大介

 １ 回戦    ２ 回戦

学校名学校名学校名学校名 豊豊豊豊 岡岡岡岡 １－２１－２１－２１－２ 御御御御 影影影影 学校名学校名学校名学校名 甲甲甲甲 南南南南 ３－０３－０３－０３－０ 宝宝宝宝 塚塚塚塚 北北北北

松本 高明 徳岡 良祐 近 藤 龍 ノ 松山 雄飛

谷 口 輝 村上 光志 原 和 尭 長束 尚輝

S1 柿坂 航平 ６－１ 吉岡 直輝 S1 吉田 有宇 ６－１ 星原 啓人

S2 岡 拓 洋 ３－６ 音無 亮太 S2 田中 聡介 ６－１ 小 川 魁

   ２ 回戦    ２ 回戦

学校名学校名学校名学校名 三三三三田田田田松松松松聖聖聖聖 １－２１－２１－２１－２ 姫姫姫姫 路路路路 東東東東 学校名学校名学校名学校名 相相相相 生生生生 産産産産 １－２１－２１－２１－２ 須須須須磨磨磨磨学学学学園園園園

木下 博貴 朝見 友貴 細田 祐輔 金谷 典幸

吉川 朋希 井筒 優亮 佐藤 博規 渡 邊 舟

S1 常深 大輝 ７－５ 木下 僚太 S1 山下 直樹 ４－６ 印南 亮祐

S2 北出 雄大 １－６ 坊垣 俊介 S2 古川 浩次 ６－３ 大石 颯太

   ２ 回戦 　３ 回戦

学校名学校名学校名学校名 御御御御 影影影影 １－２１－２１－２１－２ 柳柳柳柳 学校名学校名学校名学校名 甲甲甲甲 南南南南 ３－０３－０３－０３－０ 姫姫姫姫 路路路路 東東東東

徳岡 良祐 穂積 玲於 吉田 有宇 朝見 友貴

村上 光志 林 大 吾 田中 聡介 井筒 優亮

S1 吉岡 直輝 ０－６ 吉見 信哉 S1 永 田 光 ６－１ 木下 僚太

S2 音無 亮太 ０－３ 社家 裕一 S2 近 藤 龍 ノ ６－２ 坊垣 俊介

　３ 回戦 　４回戦

学校名学校名学校名学校名 須須須須磨磨磨磨学学学学園園園園 １－２１－２１－２１－２ 柳柳柳柳 学校名 甲甲甲甲 南南南南 ２－１２－１２－１２－１ 柳柳柳柳

金谷 典幸 穂積 玲於 近 藤 龍 ノ 穂積 玲於

渡 邊 舟 林 大 吾 原 和 尭 林 大吾

S1 印南 亮祐 ０－６ 吉見 信哉 S1 吉田 有宇 ６－１ 吉見 信哉

S2 大石 颯太 ２－６ 社家 裕一 S2 田中 聡介 ３－６ 社家 裕一郎

学校名 学校名

S1 S1

S2 S2

D D

D ５－７ D ６－０

D ６－１

D (5)６－７ D ２－６

D ４－６ D ６－３

D ６－３ D ６－０

D １－６ D ３－６

D ６－１



平成25年度兵庫県高校総体テニス　団体戦 報徳会場

   １ 回戦  １ 回戦

学校名学校名学校名学校名 県県県県 国国国国 際際際際 ０－３０－３０－３０－３ 村村村村 野野野野 工工工工 学校名学校名学校名学校名 星星星星 陵陵陵陵 １－２１－２１－２１－２ 明明明明 石石石石 商商商商

森本 吾論 芝池 世那 安達 文哉 井上 卓磨

岩永 竜樹 藤 岡 佑 中林 辰元 土井 大輔

S1 左官 遼太 ４－６ 徳久 大悟 S1 中野 康大 １－６ 福本 敦也

S2 磯山 義貴 ４－６ 多田 真二 S2 菅 良 平 １－６ 竹内 駿亮

 　 １ 回戦

学校名学校名学校名学校名 雲雲雲雲 雀雀雀雀 丘丘丘丘 ２－１２－１２－１２－１ 報報報報 徳徳徳徳 学校名学校名学校名学校名 神神神神 崎崎崎崎 ０－３０－３０－３０－３ 育育育育 英英英英

山田 拓巳 人見 純平 吉識 将大 松長 弘樹

佐々木 真 渡 部 耕 蓑島 拓真 権藤 恭平

S1 長 野 航 ７－６(6) 大上 拓巳 S1 森 本 薫 １－６ 菅野 拡崇

S2 松岡 尚吾 ７－６(2) 杉 村 瞭 S2 三岡 峻也 ３－６ 圓 賀 貴

   ２ 回戦

学校名学校名学校名学校名 村村村村 野野野野 工工工工 ０－３０－３０－３０－３ 灘灘灘灘 学校名学校名学校名学校名 神神神神港港港港学学学学園園園園 ２－１２－１２－１２－１ 明明明明 石石石石 商商商商

芝池 世那 錦見 貴大 谷 口 響 井上 卓磨

藤 岡 佑 馬 渡 旭 竹 中 淳 土井 大輔

S1 徳久 大悟 １－６ 垣淵 大河 S1 吉 田 優 ７－６(4) 福本 敦也

S2 土屋 一磨 ０－６ 堤 香士郎 S2 川野 友樹 １－６ 竹内 駿亮

   ２ 回戦

学校名学校名学校名学校名 雲雲雲雲 雀雀雀雀 丘丘丘丘 ３－０３－０３－０３－０ 尼尼尼尼 崎崎崎崎 北北北北 学校名学校名学校名学校名 姫姫姫姫 路路路路 西西西西 ３－０３－０３－０３－０ 育育育育 英英英英

廣田 光晟 松野尾 一 筒井 成輝 松長 弘樹

楢崎 由磨 田野 貴大 川 島 渉 権藤 恭平

S1 長 野 航 ６－４ 荊尾 涼太 S1 亀山 陽平 ６－０ 菅野 拡崇

S2 松岡 尚吾 ６－２ 盆子原 篤 S2 目 木 優 ６－１ 圓 賀 貴

　３回戦 　３ 回戦

学校名学校名学校名学校名 神神神神港港港港学学学学園園園園 ０－２０－２０－２０－２ 灘灘灘灘 学校名学校名学校名学校名 姫姫姫姫 路路路路 西西西西 ０－２０－２０－２０－２ 雲雲雲雲 雀雀雀雀 丘丘丘丘

谷 口 響 錦見 貴大 筒井 成輝 山田 拓巳

竹 中 淳 馬 渡 旭 川 島 渉 佐々木 真

S1 吉 田 優 ２－６ 垣淵 大河 S1 亀山 陽平 ３－６ 長 野 航

S2 川野 友樹 ３－３ 堤 香 士 S2 目 木 優 ３－４ 松岡 尚吾

　４回戦

学校名学校名学校名学校名 灘灘灘灘 １－２１－２１－２１－２ 雲雲雲雲 雀雀雀雀 丘丘丘丘 学校名

錦見 貴大 山田 拓巳

馬 渡 旭 佐々木 真

S1 垣淵 大河 ６－１ 長 野 航 S1

S2 堤 香 士 ４－６ 松岡 尚吾 S2

　４回戦

学校名 学校名

S1 S1

S2 S2

２－６

D D

D D ７－５

D １－６ D ４－６

D ０－６ D ６－４

D ６－４ D ６－１

D ２－６ D ０－６

D ５－７ D



平成25年度兵庫県高校総体テニス　団体戦 三田会場

   １ 回戦  １ 回戦

学校名学校名学校名学校名 東東東東 洋洋洋洋 大大大大 姫姫姫姫 路路路路 ２－１２－１２－１２－１ 市市市市 伊伊伊伊 丹丹丹丹 学校名学校名学校名学校名 神神神神 戸戸戸戸 鈴鈴鈴鈴 蘭蘭蘭蘭 １－２１－２１－２１－２ 福福福福 崎崎崎崎

吉阪 光矢 林 直 樹 村井 麟太 田島 佳樹

森 義 晶 尾崎 鴻志 上田 勇真 小幡 浩大

S1 横野 智紀 １－６ 西村 昂純 S1 佐潟 知也 ６－１ 岩﨑 悠太

S2 小笠原 亮 ６－１ 久保 翔汰 S2 松本 諒太 ０－６ 北 口 諒

 　 １ 回戦  １ 回戦

学校名学校名学校名学校名 龍龍龍龍 野野野野 ２－１２－１２－１２－１ 宝宝宝宝 塚塚塚塚 東東東東 学校名学校名学校名学校名 北北北北摂摂摂摂三三三三田田田田 ３－０３－０３－０３－０ 赤赤赤赤 穂穂穂穂

成定 大貴 横田 和弘 山口 功太 山本 紘輝

福田 尚悟 寺田 龍也 吉岡 亮祐 川瀬 貴哉

S1 松本 将英 １－６ 北條 幸佑 S1 堀江 昇平 ６－０ 長田 将貴

S2 清水 康太 ６－１ 坂本 一登 S2 小 林 奨 ６－２ 山口 雅貴

 　 １ 回戦

学校名学校名学校名学校名 神神神神戸戸戸戸野野野野田田田田 ０－３０－３０－３０－３ 西西西西 宮宮宮宮 北北北北 学校名学校名学校名学校名

田中 宏武 泉 友 生

太 一 誠 中易 三四

S1 中川 裕太 １－６ 友永 裕士 S1

S2 井上 善樹 １－６ 杓谷 和樹 S2

   ２ 回戦    ２ 回戦

学校名学校名学校名学校名 三三三三 田田田田 ３－０３－０３－０３－０ 東東東東 洋洋洋洋 大大大大 姫姫姫姫 路路路路 学校名学校名学校名学校名 福福福福 崎崎崎崎 ２－１２－１２－１２－１ 龍龍龍龍 野野野野

奥村 友則 吉阪 光矢 田島 佳樹 成定 大貴

山城 幸希 森 義 晶 小幡 浩大 福田 尚悟

S1 吉村 健佑 ６－１ 横野 智紀 S1 岩﨑 悠太 １－６ 松本 将英

S2 岡田直樹 ６－４ 小笠原 亮 S2 北 口 諒 ７－５ 清水 康太

   ２ 回戦    ２ 回戦

学校名学校名学校名学校名 武武武武庫庫庫庫荘荘荘荘総総総総 １－２１－２１－２１－２ 北北北北摂摂摂摂三三三三田田田田 学校名学校名学校名学校名 西西西西 宮宮宮宮 北北北北 ０－３０－３０－３０－３ 芦芦芦芦屋屋屋屋学学学学園園園園

山口 真吾 谷 直 樹 泉 友 生 村西 開斗

伊東 陽歩 吉岡 亮祐 中易 三四 近田 義裕

S1 和久 大輝 ２－６ 堀江 昇平 S1 友永 裕士 １－６ 中山 航輝

S2 森光 光雄 １－６ 小 林 奨 S2 杓谷 和樹 ０－６ 谷 祐 汰

　３ 回戦 　３ 回戦

学校名学校名学校名学校名 三三三三 田田田田 ３－０３－０３－０３－０ 福福福福 崎崎崎崎 学校名 北摂三田北摂三田北摂三田北摂三田 １－２１－２１－２１－２ 芦芦芦芦屋屋屋屋学学学学園園園園

奥村 友則 田島 佳樹 山口 功太 村西 開斗

吉村 健佑 小幡 浩大 吉岡 亮祐 重松 優太

S1 中 西 望 ６－３ 北 口 諒 S1 堀江 昇平 ３－６ 中山 航輝

S2 岡田直樹 ６－２ 大松 良輔 S2 小 林 奨 ６－１ 谷 祐 汰

　４回戦

学校名 三三三三 田田田田 １－２１－２１－２１－２ 芦芦芦芦屋屋屋屋学学学学園園園園 学校名

奥村 友則 村西 開斗

吉村 健佑 重松 優太

S1 中 西 望 １－６ 中山 航輝 S1

S2 岡田直樹 ４－６ 谷 祐 汰 S2

６－３

D ６－３ D

D D １－６

D ６－３ D ６－４

D ２－６ D

D ６－４ D ６－３

D ６－４ D １－６

D ６－３ D ０－６



平成25年度兵庫県高校総体テニス　団体戦 姫路別所会場

   １ 回戦  １ 回戦

学校名学校名学校名学校名 芦芦芦芦 屋屋屋屋 ２－１２－１２－１２－１ 神神神神戸戸戸戸科科科科技技技技 学校名学校名学校名学校名 神神神神戸戸戸戸高高高高専専専専 ２－１２－１２－１２－１ 三三三三 木木木木 東東東東

小 川 峻 中 尾 諒 鳥越 庸平 米澤 友彬

飯田 悠太 木戸 英樹 親 川 暢 道上 裕也

S1 北本 悠貴 ６－０ 仲村 健太 S1 大原 孝慶 ６－１ 中谷 知稀

S2 神内 啓倫 １－６ 吉田 圭一 S2 久保田 大 １－６ 宮松 雄介

 　 １ 回戦

学校名学校名学校名学校名 三三三三田田田田西西西西陵陵陵陵 ２－１２－１２－１２－１ 姫姫姫姫路路路路別別別別所所所所 学校名学校名学校名学校名 北北北北 須須須須 磨磨磨磨 ２－１２－１２－１２－１ 須須須須 磨磨磨磨 東東東東

松永 悟英 米澤 皆成 大槻 直輝 手島 良介

中村 雅拓 茶屋 光希 道行 拓哉 古家 拓実

S1 谷口 滉太 ６－３ 富岡 知也 S1 木村 洋章 ５－７ 松 下 瑛

S2 冨永 浩志 ７－５ 横山 慎一 S2 永井 洸気 ６－１ 岡村 望未

   ２ 回戦

学校名学校名学校名学校名 神神神神戸戸戸戸高高高高専専専専 ２－１２－１２－１２－１ 三三三三 木木木木 学校名学校名学校名学校名 神神神神戸戸戸戸甲甲甲甲北北北北 ２－１２－１２－１２－１ 三三三三田田田田西西西西陵陵陵陵

鳥越 庸平 宮永 慎也 近藤 智希 松永 悟英

親 川 暢 甲 山 巧 谷本 博基 中村 雅拓

S1 大原 孝慶 ６－３ 石塚 達也 S1 池田 嵐士 ２－６ 谷口 滉太

S2 井 出 創 ６－７（5） 冨依 佳央 S2 北脇 諒一 ６－４ 竹本 翔太

   ２ 回戦

学校名学校名学校名学校名 神神神神 戸戸戸戸 １－２１－２１－２１－２ 芦芦芦芦 屋屋屋屋 学校名学校名学校名学校名 北北北北 須須須須 磨磨磨磨 ０－３０－３０－３０－３ 市市市市 西西西西 宮宮宮宮

林 成一郎 小 川 峻 大槻 直輝 河 村 聖

河原 健太 飯田 悠太 道行 拓哉 西川 修眞

S1 原田 湧平 ４－６ 北本 悠貴 S1 木村 洋章 ２－６ 木 田 匠

S2 松田 麗央 ６－０ 神内 啓倫 S2 永井 洸気 ０－６ 千代靏 淳

　３回戦 　３ 回戦

学校名学校名学校名学校名 神神神神戸戸戸戸甲甲甲甲北北北北 ０－２０－２０－２０－２ 市市市市 西西西西 宮宮宮宮 学校名学校名学校名学校名 芦芦芦芦 屋屋屋屋 ２－０２－０２－０２－０ 神神神神戸戸戸戸高高高高専専専専

近藤 智希 河 村 聖 小 川 峻 鳥越 庸平

谷本 博基 羽渕 真也 飯田 悠太 親 川 暢

S1 池田 嵐士 １－６ 木 田 匠 S1 北本 悠貴 ６－２ 大原 孝慶

S2 北脇 諒一 打ち切り 千代靏 淳 S2 神内 啓倫 打ち切り 井 出 創

　４回戦

学校名学校名学校名学校名 芦芦芦芦 屋屋屋屋 ０－２０－２０－２０－２ 市市市市 西西西西 宮宮宮宮 学校名

小 川 峻 河 村 聖

飯田 悠太 羽渕 真也

S1 北本 悠貴 打ち切り 木 田 匠 S1

S2 神内 啓倫 ０－６ 千代靏 淳 S2

　４回戦

学校名 学校名

S1 S1

S2 S2

D D

D ６－４ D ６－３

D ２－６ D ６－３

D ６－４ D ６－４

D ５－７ D ３－６

D ０－６ D ６－０

D ３－６ D



平成25年度兵庫県高校総体テニス　団体戦 関学会場

   １ 回戦  １ 回戦

学校名学校名学校名学校名 伊伊伊伊 丹丹丹丹 西西西西 ３－０３－０３－０３－０ 川川川川西西西西北北北北陵陵陵陵 学校名学校名学校名学校名 猪猪猪猪 名名名名 川川川川 神神神神大大大大中中中中等等等等

坂本 拓也 森下 友揮

森田 啓将 丸尾 勇太

S1 田口 竜輝 ６－１ 坂 裕 也 S1

S2 景 山 駿 ６－０ 岡山 健斗 S2

 　 １ 回戦    1 回戦

学校名学校名学校名学校名 滝滝滝滝川川川川第第第第二二二二 ３－０３－０３－０３－０ 姫姫姫姫路路路路飾飾飾飾西西西西 学校名学校名学校名学校名 三三三三 木木木木 北北北北 ３－０３－０３－０３－０ 神神神神戸戸戸戸第第第第一一一一

池田 啓昭 石田 一貴 松本 和樹 大野 慎平

米田 魁人 阿部 奨太 鈴木 健斗 中島 耕平

S1 荒木 俊弥 ６－２ 喜多村 聖 S1 梶 原 翼 ６－０ 藤井 大地

S2 辻岡 唯眞 ６－２ 石見 悠企 S2 小西 康二 ６－１ 武田 直之

   1 回戦    ２ 回戦

学校名学校名学校名学校名 明明明明 石石石石 ０－３０－３０－３０－３ 加加加加古古古古川川川川南南南南 学校名学校名学校名学校名 宝宝宝宝 塚塚塚塚 西西西西 ３－０３－０３－０３－０ 伊伊伊伊 丹丹丹丹 西西西西

金高 康晃 行司 喜慶 山口 開人 坂本 拓也

平 田 寛 奥村 友哉 早川 太貴 森田 啓将

S1 藤原 健伍 ２－６ 桜庭 昂宜 S1 塩谷 祐樹 ６－２ 田口 竜輝

S2 柴原 有輔 ０－６ 宮崎 正義 S2 宮原 尚輝 ６－４ 景 山 駿

   ２ 回戦    ２ 回戦

学校名学校名学校名学校名 猪猪猪猪 名名名名 川川川川 ２－１２－１２－１２－１ 県県県県 西西西西 宮宮宮宮 学校名学校名学校名学校名 滝滝滝滝川川川川第第第第二二二二 ３－０３－０３－０３－０ 三三三三 木木木木 北北北北

迫田 純弥 近田 洋明 米田 魁人 松本 和樹

佐藤 光紀 北山 尋斗 伊藤 翔太 鈴木 健斗

S1
ブレディ アレキサンダー

２－６ 中山 裕次 S1 荒木 俊弥 ６－０ 梶 原 翼

S2 田 中 朗 ７－５ 岡本 和貴 S2 池田 啓昭 ７－６(3) 小西 康二

   ２ 回戦

学校名学校名学校名学校名 加加加加古古古古川川川川南南南南 ０－３０－３０－３０－３ 関関関関 学学学学 学校名学校名学校名学校名

行司 喜慶 玉川 貴大

奥村 友哉 小柳 泰輔

S1 桜庭 昂宜 ２－６ 高田 直幸 S1

S2 宮崎 正義 ５－７ 中田卓宏 S2

　３ 回戦 　３ 回戦

学校名学校名学校名学校名 宝宝宝宝 塚塚塚塚 西西西西 ２－１２－１２－１２－１ 猪猪猪猪 名名名名 川川川川 学校名 滝川第二滝川第二滝川第二滝川第二 ０－３０－３０－３０－３ 関関関関 学学学学

宮原 尚輝 迫田 純弥 米田 魁人 玉川 貴大

山口 開人 佐藤 光紀 伊藤 翔太 小柳 泰輔

S1 塩谷 祐樹 ６－１
ブレディ アレキサンダー

S1 荒木 俊弥 １－６ 高田 直幸

S2 市川 孟樹 ０－６ 田 中 朗 S2 辻岡 唯眞 ３－６ 射場 涼一

　４回戦

学校名 宝宝宝宝 塚塚塚塚 西西西西 ０－３０－３０－３０－３ 関関関関 学学学学 学校名

山口 開人 玉川 貴大

早川 太貴 小柳 泰輔

S1 塩谷 祐樹 ２－６ 高田 直幸 S1

S2 宮原 尚輝 ６(2)－７ 射場 涼一 S2

D ０－６ D

D D

猪名川

不戦勝

D ６－４ D ６－２

６－１

D ４－６ D ７－６(5)

D ７－５ D ６－０

D ２－６ D

D ７－６(6) D ０－６



第58回兵庫県高等学校総合体育大会競技成績の報告第58回兵庫県高等学校総合体育大会競技成績の報告第58回兵庫県高等学校総合体育大会競技成績の報告第58回兵庫県高等学校総合体育大会競技成績の報告 会場会場会場会場 神戸総合運動公園神戸総合運動公園神戸総合運動公園神戸総合運動公園

月日月日月日月日 5月25日（土）5月25日（土）5月25日（土）5月25日（土）

テニステニステニステニス （第4日目）

準々決勝 準々決勝　

学校名 仁仁仁仁 川川川川 １－２１－２１－２１－２ 明明明明 石石石石 城城城城 西西西西 学校名 甲甲甲甲 南南南南 ３－０３－０３－０３－０ 雲雲雲雲 雀雀雀雀 丘丘丘丘

立花 侑真 ② 福永 太洋 ② 近藤 龍ノ介 ② 山田 拓巳 ③

才門 昂弘 ② 玉 麻徳 大 ③ 原 和 尭 ③ 佐々木 真 ③

S1 増田 拓也 ③ １－６ 西藤 嘉宏 ③ S1 吉田 有宇哉 ② ６－０ 長野 航己 ③

S2 高 尾 慎 ② ０－６ 福岡 拓弥 ③ S2 綾 部 翼 ③ ６－１ 松岡 尚吾 ②

準々決勝 準々決勝　

学校名 芦芦芦芦 屋屋屋屋 学学学学 園園園園 ０－３０－３０－３０－３ 関関関関 学学学学 学校名 相相相相 生生生生 学学学学 院院院院 ３－０３－０３－０３－０ 市市市市 西西西西 宮宮宮宮

谷 祐 汰 ② 小柳 泰輔 ③ 飯島 啓斗 ③ 河 村 聖 ③

近田 義裕 ② 相 川遼 河 ② 星野 承賢 ③ 西川 修眞 ③

S1 中山 航輝 ② ５－７ 高田 直幸 ② S1 竹元 佑亮 ③ ６－０ 木 田 匠 ③

S2 村西 開斗 ① ５－７ 玉川 貴大 ③ S2 田沼 諒太 ③ ６－０ 千代靏 淳平 ③

準決勝 準決勝

学校名 甲甲甲甲 南南南南 ０－２０－２０－２０－２ 関関関関 学学学学 学校名 相相相相 生生生生 学学学学 院院院院 ２－０２－０２－０２－０ 明明明明 石石石石 城城城城 西西西西

近藤 龍ノ介 ② ５－７ 小柳 泰輔 ③ 飯島 啓斗 ③ ６－１ 福岡 拓弥 ③

Ｄ 原 和 尭 ③ ３－５ 相 川遼 河 ② Ｄ 加藤 隆聖 ③ ６－０ 深谷 雄大 ③

打ち切り ○ ●

(4)６－７ ６－０

Ｓ１ 吉田 有宇哉 ② ２－６ 高田 直幸 ② Ｓ１ 竹元 佑亮 ③ ３－４ 西藤 嘉宏 ③

● ○ 打ち切り

２－６ ６－０

Ｓ２ 綾 部 翼 ③ ３－６ 玉川 貴大 ③ Ｓ２ 田沼 諒太 ③ ６－１ 福永 太洋 ②

● ○ ○ ●

決勝 総合優勝基準得点

学校名 相相相相 生生生生 学学学学 院院院院 ２－０２－０２－０２－０ 関関関関 学学学学 順位 学校名 総体得点

飯島 啓斗 ③ ６－１ 小柳 泰輔 ③ 1位 相 生 学 院 １０点

Ｄ 加藤 隆聖 ③ ４－１ 相 川遼 河 ② 2位 関 学 ９点

打ち切り 3位 甲 南 ７．５点

６－０ 3位 明 石 城 西 ７．５点

Ｓ１ 竹元 佑亮 ③ ６－２ 高田 直幸 ② 5位 仁 川 ４．５点

○ ● 5位 市 西 宮 ４．５点

６－０ 5位 芦 屋 学 園 ４．５点

Ｓ２ 田沼 諒太 ③ ６－０ 玉川 貴大 ③ 5位 雲 雀 丘 ４．５点

○ ●

D D ６－１

D ２－６ D ６－０

６－３


