
島根県高等学校体育連盟テニス部　学年別テニス大会　歴代上位入賞者
　　※年度によっては順位決定が行われていない場合がある。

男子 浜山公園 女子 真幸ヶ丘、平成公園、湖陵町営

1年生
第１位 竹下　渉 松江北 第１位 久保田　智子 松江北  
第２位 中田　大貴 大田 第２位 森脇　智子 松江北  
第３位 川井　貴史 安来 第３位 吉村　恵理子 出雲
第３位 清井　和紀 松江南 第３位 上谷　菜摘 松江南  

2年生            
第１位 鳴川　雄飛 松江東 第１位 奈良　井友美 松江北  
第２位 春木　貴司 松江南 第２位 小笹　奈津子 松徳女 
第３位 梶谷　正樹 大田 第３位 青山　優穂 松江北  
第３位 細貝　圭太 松江北 第４位 山口　茜 出雲  

男子 浜山、湖陵町営 女子 真幸ヶ丘、平成公園
1年生
決勝戦進出 奥田　聡 松江南 第１位 井上　仁恵 松江南
決勝戦進出 生越　公二 大田 第２位 近藤　未来 松江北

ベスト４ 寺本　清登 松江南 第３位 細田　有香 安来
ベスト４ 荒木　宏介 開星 第３位 小林　千夏 浜田水

2年生
準決勝進出 清井　和紀 松江南 決勝戦進出 堀　恭子 松江女 

ベスト８ 中田　大貴 大田 決勝戦進出 北脇　知実 松江東 
ベスト８ 竹山　琢真 松江高専 第３位 売豆紀　舞 松江東 
ベスト８ 祝原　正輝 松江東 第３位 佐藤　温子 出雲 
ベスト８ 増田　悠 松江東
ベスト８ 矢内　穂高 松江北
ベスト８ 大山　泰平 松江南
ベスト８ 綾木　祥 松江南

男子 浜山、真幸ヶ丘公園 女子 松江市営庭球場
1年生

第１位 吉岡　宏樹 松江東 第１位 吉岡　真里奈 松江東
第２位 近藤　真 松江東 第２位 中井　綾子 松江北
第３位 永田　芳基 松江北 第３位 勝本　瞳 松江東
第３位 石川　卓磨 松江東 第３位 廣江　綾 安来

2年生
第１位 川上　大輔 開星 第１位 西川　桃子 開星
第２位 柏井　孝太郎 松江南 第２位 雑賀　耶衣 開星
第３位 渡部　和也 大田 第３位 大谷　望美 大田
第３位 大木戸　亮介 大田 第３位 仁宮　章恵 松江女

男子 浜山、真幸ヶ丘公園 女子 松江市営庭球場
1年生

第１位 安部　拓弥 安来 第１位 赤木　宏美 松江東
第２位 竹下　光 開星 第２位 山本　千春 益田
第３位 三木　拓也 出雲 第３位 糸原　陽子 松江東
第４位 原　彰 出雲北陵 第４位 糸賀　美智留 益田

2年生
第１位 多々納　優人 出雲 第１位 大野　華鈴 松江北
第２位 安達　勇太 松江北 第１位 勝本　瞳 松江東
第３位 高尾　康太 松江南 第３位 宮本　真由子 開星
第４位 淵上　雅博 浜田 第３位 須山　祐実 安来

平成15年度 第2回(12/13,14開催)　　　上位入賞者

平成14年度 第1回(12/14,16開催)　　　上位入賞者

平成17年度 第4回(12/10,11開催)　　　上位入賞者

平成16年度 第3回(12/11,12開催)　　　上位入賞者



男子 松江市営庭球場 女子 浜山公園
1年生

第１位 井上　幸弘 松江南 第１位 佐野　絵里奈 松江南
第２位 古賀　瞭 松江南 第２位 大国　香織 出雲
第３位 松本　翼 松江南 第３位 長谷川　侑香 安来
第４位 松本　祐穂 松江北 第４位 江角　千尋 出雲

2年生
第１位 勝部　修平 出雲北陵 第１位 春日　那緒 大社
第２位 阿部　拓弥 安来 第２位 福井　若菜 大田
第３位 三木　拓也 出雲 第３位 大上　祥子 飯南
第４位 原　彰 出雲北陵 第４位 安田　恵 飯南

男子 松江市営庭球場 女子 浜山公園
1年生

第１位 竹下　志 開星 第１位 曽田　歩 大社
第２位 錦織　伊吹 松江東 第１位 高下　万里奈 出雲
第３位 石川　大貴 松江東 第３位 古曳　亜衣 松徳
第４位 門脇　偉生 松江高専 第３位 大島　麻希子 浜田

  ※時間切れのため打ち切り

2年生
第１位 櫻井　基晴 松江東 第１位 江角　千尋 出雲
第２位 梅林　健大 安来 第２位 佐々木　絵莉 大社
第３位 森岡　峻志 松江北 第３位 佐野　絵里奈 松江南
第４位 中村　圭佑 平田 第４位 中倉　彩 開星

男子 松江市営庭球場 女子 浜山公園
1年生

第１位 板倉　幸太朗 出雲 第１位 安食　みのり 松江東
第２位 瀬島　一樹 出雲 第２位 萬代　早織 開星
第３位 三代　大樹 開星 第３位 黒田　早穂 出雲西
第４位 伊藤　勇太 安来 第４位 川島　絵梨香 大田

2年生
第１位 錦織　伊吹 松江東 第１位 小林　恵理奈 大田
第２位 石川　大貴 松江東 第２位 伊藤　彩乃 開星
第３位 大庭　諒平 益田 第３位 山口　紗由 松江南
第４位 知野見　勘太 出雲 第４位 岡田　友里恵 浜田

男子 松江市営庭球場 女子 浜山公園
1年生

第１位 安部　聡 開星 第１位 福井　志穂子 松江北
第２位 髙木　直哉 開星 第２位 井上　侑子 北陵
第３位 椋木　慎也 翔陽 第３位 植田　香織 開星
第４位 舟木　慎之介 松江北 第４位 田村　美奈 飯南

2年生
第１位 福谷　悠 大社 第１位 萬代　早織 開星
第２位 三代　大樹 開星 第２位 小笠原　瑞華 大田
第３位 山根　祐輝 大社 第３位 今村　美穂 松江北
第４位 江角　拓志朗 出雲 第４位 藤本　佳奈子 松江南

平成21年度 第8回(12/5，6開催)　　　  上位入賞者

平成20年度 第7回(12/6,7開催)　　　  上位入賞者

平成19年度 第6回(12/8,9開催)　　　  上位入賞者

平成18年度 第5回(12/9,10開催)　　　 上位入賞者



男子 松江市営庭球場 女子 浜山公園
1年生

第１位 山根  馨太 松江北 第１位 永島  悠希 開星
第２位 和﨑  大輝 益田翔陽 第２位 生垣  沙耶香 松江東
第３位 今岡  拓真 出雲北陵 第３位 安食  いづみ 松江東
第４位 壷倉  優太郞 松江東 第４位 黒崎  夏希 出雲西

2年生
第１位 植田  崇紘 情報科学 第１位 伊藤  恵里子 安来
第２位 舟木  慎之介 松江北 第２位 門脇  知美 松南
第３位 小野  一樹 大社 第３位 岩﨑  友里 松江北
第４位 山﨑  直道 出雲西 第４位 永瀬  彩香 松江北

平成22年度 第9回(12/4，5開催)　　　  上位入賞者


