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大 会 名 平成16年度全日本ジュニアテニス選手権U18石川県大会

主 催 石川県テニス協会
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男子１８歳以下シングルス

1 .能村 仁 (金 沢) 60 61 38 .堀口 恭太 (小 松)

2 .山口 友貴 (金沢東) 60 64 39 .河村 和樹 (石高専)

3 .山田 康弘 (小 松) 62 76 40 .末政 洸卓 (錦 丘)

4 .矢坂 有裕 (明 倫) 41 .南 貴司 (明 峰)

5 .丹羽 佑介 (寺 井) 61 60 62 63 42 .勝田 悠介 (泉 丘)

6 .俵 伸夫 (星 稜) 60 62 43 .山本 健朗 (小松工) *

7 .小栗 有揮 (石高専) 44 .吉田 怜矢 (松 任)

* 8 .池田 直人 (桜 丘) 63 60 45 .奥村 光 (鶴 来)

9 .高倉 孝太 (金市工) 61 60 75 61 46 .吉島 元気 (翠 星)

10 .加巳野 一八 (遊学館) 61 62 47 .小林 直樹 (明 倫)

11 .西田 浩之 (加 賀) 76 48 .吉田 光 (尾山台)

* 12 .窪田 翔二 (小 松) 62 62 60 49 .森 啓徳 (金沢東)

13 .向川 達広 (尾山台) 50 .矢葺 勝 (金 沢)

14 .隈部 敬介 (二 水) 75 75 51 .神宮司 康全 (星 稜) *

15 .増田 吉孝 (金沢西) 62 61 52 .豊原 加寿成 (北 陵)

16 .油田 充代 (松 任) 53 .金澤 拡 (金大付)

17 .久保 圭介 (翠 星) 61 60 54 .吉田 哲也 (県立工)

18 .北村 誠浩 (伏 見) 60 75 55 .堀 嵩大 (金高専)

19 .伴 従応 (明 峰) 60 62 63 56 .西納 吉彦 (二 水)

20 .高西 清隆 (金市工) 61 62 60 61 57 .大杉 亮介 (金 沢)

21 .安宅 礼 (辰巳丘) 63 61 58 .多田 真士 (小松工)

* 22 .蔵 祐次 (明 峰) 64 64 59 .向井 貴誉志 (伏 見)

23 .竹村 裕介 (金大付) 60 .須貝 暢夫 (遊学館)

24 .米田 拓馬 (小 松) 61 61 64 63 61 .藤川 敬之 (金沢商)

25 .大村 正輝 (内 灘) 63 60 62 .金子 大佑 (金沢西) *

26 .稗島 利明 (泉 丘) 63 .板岡 雅也 (県立工)

27 .澤口 光義 (鶴 来) 64 64 64 .示野 雅士 (錦 丘)

28 .西口 正剛 (小松工) 60 64 65 .村上 孝有 (金大付)

29 .平 陽一郎 (二 水) 62 63 60 63 66 .石原 暢 (小 松) *

30 .西岡 和之 (大聖寺) 62 62 67 .高田 幹也 (辰巳丘)

* 31 .新城 俊 (金 沢) 68 .二宮 智 (金市工)

32 .寺下 裕哉 (北 陵) 63 60 69 .大高 尚也 (内 灘)

33 .山下 博幸 (金沢商) 61 61 60 63 70 .樹下 恭兵 (寺 井)

34 .大西 裕貴 (明 倫) 71 .小川 隆二 (明 峰)

35 .山内 友博 (遊学館) 64 64 72 .山口 伸明 (桜 丘)

36 .北井 達也 (錦 丘) 61 60 73 .前野 祐輝 (大聖寺)

37 .小嶋 崇之 (県立工) 61 60 74 .頃末 真一 (明 倫)

代表決定戦 19 .伴 従応 (明 峰) ０-６ 57 .大杉 亮介 (金 沢)

28 .西口 正剛 (小松工) ６-２ 38 .堀口 恭太 (小 松)

19 .伴 従応 (明 峰) ４-６ 38 .堀口 恭太 (小 松)



男子１８歳以下ダブルス

1 .大西 ・頃末 (明 倫) 60 75 46 .金子 ・増田 (金沢西)
2 .加巳野・林 (遊学館) 47 .杉本 ・中田 (寺 井)
3 .臼井 ・佐野 (二 水) 76 60 63 63 48 .角田 ・新田 (桜 丘)
4 .高岸 ・高橋 (伏 見) 49 .朝田 ・神宮司(星 稜)
5 .角 ・白藤 (寺 井) 75 62 64 61 50 .小林 ・中村 (明 倫) *
6 .竹内 ・山田 (辰巳丘) 62 76 51 .油田 ・森 (松 任)
7 .石橋 ・志牟田(金沢商) 52 .谷川 ・林 (尾山台)
8 .向川 ・吉田 (尾山台) 60 63 53 .藤川 ・山下 (金沢商)
9 .生水 ・問谷 (泉 丘) 63 62 62 64 54 .笹崎 ・山本 (泉 丘)
10 .岡田 ・二宮 (金市工) 55 .松岡 ・矢葺 (金 沢)
11 .木田 ・吉田 (県立工) 60 60 61 60 56 .久保 ・吉島 (翠 星)
12 .小田 ・俵 (星 稜) 64 60 57 .金澤 ・小嶋 ( *2 )
13 .石原 ・前吉 (小 松) 58 .中村 ・若林 (二 水)
14 .村上 ・山崎 (金大付) 63 63 63 64 59 .安宅 ・高田 (辰巳丘)
15 .宇田 ・向出 (明 峰) 62 76 60 .加納 ・川畑 (大聖寺)
16 .川手 ・西田 ( *1 ) 61 .串岡 ・山本 (県立工)
17 .塩田 ・松本 (金 沢) 60 64 62 .多田 ・西口 (小松工)
18 .奥村 ・澤口 (鶴 来) 75 64 62 60 63 .末野 ・米村 (金沢東)

* 19 .示野 ・末政 (錦 丘) 64 .蔵 ・南 (明 峰)
20 .麻尾 ・吉田 (石高専) 61 64 61 65 .金山 ・川代 (伏 見)
21 .赤池 ・中村 (金沢西) 61 63 66 .倉 ・福井 (鶴 来)
22 .岡田 ・寺下 (北 陵) 61 67 .高西 ・寺田 (金市工)
23 .中島 ・西出 (大聖寺) 76 62 61 68 .北井 ・西田 (錦 丘)

* 24 .北 ・米田 (小 松) 64 60 63 69 .窪田 ・堀口 (小 松) *
25 .小栗 ・河村 (石高専) 62 60 60 70 .松田 ・山下 (桜 丘)
26 .中村 ・向井 (伏 見) 60 71 .酒井 ・南 (明 峰)
27 .中嶋 ・吉野 (鶴 来) 64 60 72 .清水 ・瀧上 (金沢西)
28 .粟野 ・吉田 (遊学館) 62 64 64 73 .大島 ・須貝 (遊学館)
29 .板岡 ・末田 (県立工) 63 74 .西岡 ・前野 (大聖寺)
30 .中元 ・山口 (金沢東) 64 75 .勝田 ・稗島 (泉 丘)
31 .高畠 ・山守 (金沢西) 61 62 76 76 .西村 ・山本 (小松工)
32 .宮崎 ・山森 (錦 丘) 64 63 77 .樹下 ・丹羽 (寺 井)
33 .池田 ・山口 (桜 丘) 60 78 .松村 ・森 (金沢東)
34 .小川 ・伴 (明 峰) 62 63 62 79 .杉俣 ・中田 (松 任)
35 .北風 ・中村 (小松工) 75 62 80 .高倉 ・樽部 (金市工)
36 .新城 ・串山 (金 沢) 64 62 81 .紙谷 ・本多 (星 稜)
37 .英 ・上野 (向 陽) 60 64 61 82 .金谷 ・川端 (金高専)
38 .中原 ・宮崎 (松 任) 61 83 .大高 ・堂下 (内 灘)
39 .斉藤 ・白井 (明 倫) 61 84 .中嶋 ・矢坂 (明 倫)
40 .大村 ・竹田 (内 灘) 61 63 wo 85 .奥村 ・作田 (辰巳丘)
41 .下浜 ・豊原 (北 陵) 61 61 86 .秋野 ・山本 (石高専)
42 .下出 ・中野 (大聖寺) 61 63 87 .柴田 ・宮一 (北 陵)
43 .池田 ・伊藤 (金沢商) 63 62 88 .平 ・山根 (二 水)
44 .竹村 ・山岸 (金大付) 62 89 .木村 ・野村 (尾山台)
45 .隈部 ・西納 (二 水) 62 wo 90 .大杉 ・能村 (金 沢)

代表決定戦 45 .隈部 ・西納 (二 水) ６－３ 57.金澤・小嶋(金大附・県工)

（*1）16.川手・西田(小松工・加賀)

（*2）57.金澤・小嶋(金大附・県工)



男子１６歳以下シングルス

1 .谷 卓郎 (協 会) 63 60 32 .渡辺 貴斗 (協 会)

2 .寺谷 龍太 (加 賀) 76 33 .宮崎 公平 (大聖寺)

3 .熊本 圭吾 (金市工) 60 63 34 .田村 賢一 (小松工)

4 .野村 拓也 (金 沢) 61 60 61 35 .越川 貴博 (北 陵)

5 .森田 研一朗 (桜 丘) 75 36 .丹尾 拓馬 (金沢西)

6 .越川 達也 (錦 丘) 63 37 .舘 正裕樹 (錦 丘)

7 .中村 充利 (金沢東) 62 61 63 38 .尾崎 泰士 (星 稜)

8 .石坂 和大 (石高専) 60 61 60 39 .宮野前 旨弘 (伏 見)

9 .清水 謙治郎 (小 松) 63 60 40 .林 大樹 (協 会)

10 .北川 雅 (金大付) 60 41 .岩本 拓也 (金高専)

11 .宮下 雄介 (大聖寺) 64 42 .岩崎 優希 (辰巳丘)

12 .扇子 直人 (北 陵) 62 62 61 43 .村井 竜太 (加 賀)

13 .竹内 修 (伏 見) 62 64 44 .荒木 拓 (小 松)

14 .割出 貴士 (協 会) 76 45 .山若 英司 (明 峰)

15 .谷口 勇輔 (二 水) 63 64 60 46 .妹尾 淳一 (金沢東)

16 .吉本 俊之 (明 倫) 62 61 64 64 47 .平村 孝祐 (桜 丘)

17 .新田 恭平 (尾山台) 64 61 48 .久野 貴広 (金大付)

18 .松原 祥一 (辰巳丘) 62 49 .下口 裕輔 (金 沢)

19 .蚊戸 貴浩 (県立工) 60 61 50 .道下 洋平 (泉 丘)

20 .今井 昌行 (泉 丘) 64 60 61 51 .綾村 恭平 (金市工)

21 .若山 大樹 (明 峰) 60 52 .南 達也 (県立工)

22 .玉川 傑洋 (協 会) 64 53 .隣 和幸 (遊学館)

23 .上田 起也 (寺 井) 60 62 54 .西崎 誠 (二 水)

24 .石黒 竜平 (金沢商) wo 63 62 55 .橘 悠平 (協 会)

25 .横山 敬祐 (金高専) 61 63 64 56 .藤田 圭伍 (石高専)

26 .市村 太一 (星 稜) 62 57 .岡田 陽助 (明 倫)

27 .堂下 政明 (内 灘) wo 58 .川端 浩之 (寺 井)

28 .北川 修平 (金沢西) 75 62 60 59 .村中 俊哉 (翠 星)

29 .東原 有佑 (遊学館) 60 wo 60 .宮竹 宏次郎 (金沢商)

30 .浅井 健吾 (小松工) 62 61 .池野 将弘 (尾山台)

31 .浜口 国明 (協 会) 64 60 62 .西田 圭佑 (協 会)

代表決定戦 14 .割出 貴士 (協 会) ３-６ 21 .若山 大樹 (明 峰)

34 .田村 賢一 (小松工) １-６ 55 .橘 悠平 (協 会)



男子１６歳以下ダブルス

1 .谷 ・玉川 (協 会) 61 76 28 .上田 ・川端 (寺 井)

2 .南 ・森 (県立工) 29 .西川 ・袋 (金高専)

3 .佐々木・佐藤 (寺 井) 62 76 60 61 30 .宮崎 ・宮下 (大聖寺)

4 .佐々木・橋本 (大聖寺) 60 60 31 .岩崎 ・松原 (辰巳丘)

5 .尾崎 ・北 (星 稜) 32 .浅井 ・田村 (小松工)

6 .石田 ・平本 (小 松) 63 63 33 .隣 ・米田 (遊学館)

7 .金谷 ・西村 (金高専) 60 63 61 60 34 .浜口 ・林 (協 会)

8 .山若 ・若山 (明 峰) 61 62 35 .猪谷 ・今井 (泉 丘)

9 .寺西 ・山田 (錦 丘) 36 .竹内 ・宮野前(伏 見)

10 .石黒 ・藤井 (北 陵) 61 61 37 .中村 ・松岡 (明 倫)

11 .下口 ・野村 (金 沢) 61 64 76 63 38 .寺谷 ・村井 (加 賀)

12 .高木 ・蓮井 (小松工) 39 .綾村 ・熊本 (金市工)

13 .秋野 ・花本 (加 賀) 60 63 62 64 40 .越川 ・舘 (錦 丘)

14 .新田 ・吉田 (尾山台) wo 2-6 64 41 .荒木 ・清水 (小 松)

15 .寺田 ・東原 (遊学館) 42 .浅野 ・市村 (星 稜)

16 .松扉 ・平村 (桜 丘) 60 75 60 64 43 .田嶋 ・道下 (県立工)

17 .中村 ・西 (金沢東) 61 63 44 .秋本 ・池田 (金沢東)

18 .市村 ・福村 (金市工) 45 .越川 ・扇子 (北 陵)

19 .村中 ・米田 ( *3 ) 62 61 46 .中村 ・長山 (金大付)

20 .谷口 ・西崎 (二 水) 75 60 64 47 .武田 ・津田 (金沢西)

21 .道下 ・望月 (泉 丘) 61 61 64 48 .大洞 ・藤元 (石高専)

22 .北川 ・丹尾 (金沢西) 63 49 .道場 ・山口 (明 峰)

23 .中元 ・割出 (協 会) 61 50 .明翫 ・山下 (金 沢)

24 .山東 ・柴田 (伏 見) 62 61 75 51 .中村 ・矢島 (二 水)

25 .池島 ・隈部 (石高専) 75 61 52 .石黒 ・宮竹 (金沢商)

26 .田辺 ・宮本 (金大付) 61 53 .西田 ・渡辺 (協 会)

27 .岡田 ・吉本 (明 倫) 62

代表決定戦 22 .北川 ・丹尾 (金沢西) ２－６ 53 .西田 ・渡辺 (協 会)

（*3）19 .村中・米田(翠星・明倫)



女子１８歳以下シングルス

1 .割出 晶子 (星 稜) 60 75 32 .橋本 真季 (泉 丘) *

2 .東 冴子 (明 峰) 75 33 .田中 美沙 (桜 丘)

3 .仲島 愛美 (金 沢) 62 61 34 .上野 美紀 (明 倫)

* 4 .前川 梓 (桜 丘) 60 63 61 35 .酒井 麻奈美 (遊学館)

5 .本田 真美 (県立工) 61 36 .桶 友里恵 (県立工)

6 .平野 友香里 (金沢商) 64 37 .井上 千英子 (星 稜)

7 .荒川 愛 (二 水) 62 61 62 38 .中本 絵理 (鶴 来)

8 .今村 奈都子 (錦 丘) 76 62 60 39 .宮川 真衣 (錦 丘)

* 9 .西村 まなみ (大聖寺) 62 62 40 .半田 真佑美 (大聖寺)

10 .中垣 江里可 (明 倫) 75 41 .齊藤 安那 (金市工)

11 .古田 彩乃 (鶴 来) 60 42 .山川 文香 (石高専) *

12 .田代 奈々子 (石高専) 61 62 64 43 .東 理加 (尾山台)

13 .中川 恵 (尾山台) 61 60 44 .山本 いず美 (星 稜)

14 .新村 美保 (星 稜) 62 45 .普赤 紗代 (金 沢)

15 .八田 明菜 (泉 丘) 60 62 46 .木沢 真由美 (辰巳丘)

16 .松村 恵美 (明 倫) 61 63 62 47 .森田 千瑛 (明 峰)

17 .上田 千紗 (松 任) 61 6-0 64 61 48 .市野 成美 (星 稜)

18 .佐藤 直子 (泉 丘) 75 49 .本川 倫子 (金沢西)

19 .山田 美沙 (尾山台) 62 75 50 .樋口 真衣子 (二 水)

20 .冬爪 奈緒美 (星 稜) 64 62 61 51 .道端 かおり (金沢東)

21 .斉藤 希望 (北 陵) 60 52 .塚越 佑美 (松 任)

* 22 .角谷 美幸 (小 松) 76 53 .紺井 聖子 (北 陵) *

23 .木村 由希 (金沢東) 62 63 54 .山岸 史佳 (大聖寺)

24 .亀井 美菜 (伏 見) 61 61 62 55 .金田 実怜 (明 峰)

25 .坂田 和 (辰巳丘) 64 64 60 56 .大島 紗衣子 (伏 見)

26 .西田 祥子 (二 水) 62 57 .柄田 直子 (錦 丘) *

* 27 .新木 優実 (大聖寺) 62 58 .東川 知世 (金沢商)

28 .安田 玲奈 (遊学館) 75 62 75 59 .嵯峨 てるこ (北陸学)

29 .池端 春佳 (金沢西) 62 63 60 .鹿島 千聖 (小 松)

30 .野村 佳世 (北陸学) 60 61 .谷口 莉奈 (泉 丘)

31 .宮田 由貴 (星 稜) 60 61 62 .川崎 由紀 (桜 丘)

61 63 .種本 美穂 (大聖寺)

代表決定戦 19 .山田 美沙 (尾山台) １-６ 48 .市野 成美 (星 稜)

15 .八田 明菜 (泉 丘) ６-４ 37 .井上 千英子 (星 稜)



女子１８歳以下ダブルス

1 .宮田 ・割出 (星 稜) 60 76 36 .松村 ・山田 (明 倫)

2 .川北 ・松村 (遊学館) 60 62 37 .北川 ・宮永 (北陸学)

3 .河崎 ・林 (泉 丘) 64 61 38 .大島 ・森田 (伏 見) *

4 .田賀 ・野村 (北陸学) 39 .藤本 ・皆川 (金 沢)

5 .畳野 ・安田 (大聖寺) 61 60 63 62 40 .内田 ・山口 (金沢西)

6 .林 ・本田 (県立工) 62 75 41 .今村 ・宮川 (錦 丘)

7 .田中 ・前川 (桜 丘) 42 .但馬 ・柳瀬 (泉 丘)

8 .北川 ・中宮 (二 水) 61 60 43 .木村 ・道端 (金沢東)

9 .中本 ・古田 (鶴 来) 63 60 61 62 44 .真田 ・吉村 (尾山台)

10 .皆戸 ・面屋 (金沢西) 63 62 45 .東川 ・平野 (金沢商)

11 .木沢 ・坂田 (辰巳丘) 62 75 46 .山本 ・山本 (辰巳丘)

12 .小林 ・新村 (星 稜) 47 .鹿島 ・角谷 (小 松)

13 .亀井 ・中嶋 (伏 見) 63 63 48 .水上 ・安田 (遊学館)

* 14 .紺井 ・斉藤 (北 陵) 63 75 60 64 49 .西村 ・山岸 (大聖寺)

15 .上野 ・中垣 (明 倫) 50 .荒川 ・西田 (二 水)

16 .佐々木・森田 (明 峰) 64 63 51 .市野 ・山本 (星 稜)

17 .土本 ・山崎 (小 松) 63 63 63 52 .桶 ・松島 (県立工)

* 18 .東 ・山田 (尾山台) 62 6-4 64 64 53 .浅谷 ・早川 (桜 丘)

19 .荒井 ・津田 (北 陵) 63 62 54 .束田 ・三宅 (伏 見)

20 .近藤 ・嵯峨 (北陸学) 60 55 .能田 ・松村 (金沢商)

21 .齊藤 ・毛利 ( *4 ) 62 61 56 .飛坂 ・野林 (明 倫)

22 .越村 ・長田 (小 松) 64 62 60 57 .仲島 ・普赤 (金 沢)

23 .佐藤 ・村上 (泉 丘) 63 58 .岡崎 ・福浦 (松 任)

24 .井村 ・古田 (県立工) 64 59 .河本 ・東 (明 峰)

25 .嶋崎 ・番匠 (金沢商) 64 63 60 .空閑 ・谷口 (泉 丘) *

26 .辰巳 ・樋口 (二 水) 61 60 64 61 .梶 ・村上 (辰巳丘)

27 .谷本 ・中根 (金 沢) 61 64 61 62 .茨木 ・中川 (尾山台)

28 .佐藤 ・宮本 (錦 丘) 61 63 .北崎 ・田代 (石高専)

29 .越 ・洲崎 (明 倫) 61 64 .井上 ・冬爪 (星 稜)

30 .金田 ・埴生 (明 峰) 63 60 62 65 .土屋 ・出口 (金沢西)

31 .土定 ・山岸 (大聖寺) 61 63 66 .加藤 ・柄田 (錦 丘)

32 .太田 ・川崎 (桜 丘) 60 61 67 .鐘ヶ江・酒井 (遊学館)

33 .工藤 ・森 (松 任) 60 68 .西川 ・橋場 (北 陵)

34 .大田 ・得田 (星 稜) 61 60 69 .種本 ・半田 (大聖寺)

35 .橋本 ・八田 (泉 丘) 61

代表決定戦 35 .橋本 ・八田 (泉 丘) ０-６ 51 .市野 ・山本 (星 稜)

（*4）21 .齊藤・毛利(金市工・金沢西)



女子１６歳以下シングルス

1 .金平 絵美 (協 会) 60 60 22 .奥山 まどか (協 会)

2 .田中 美帆 (伏 見) 23 .福岡 麻子 (金沢東)

3 .幸山 美里 (尾山台) 63 61 61 62 24 .梶岡 由佳 (金沢西)

4 .元吉 彩子 (星 稜) 25 .柴田 さゆり (遊学館)

5 .毛登 真里絵 (明 倫) 76 61 60 61 26 .谷口 桃 (大聖寺)

6 .久内 麻彩美 (金 沢) 61 62 27 .斉藤 由紀 (金大付)

7 .佐藤 可奈子 (大聖寺) 28 .金井 桃子 (桜 丘)

8 .中嶋 百合菜 (協 会) 76 62 61 29 .高井 世梨奈 (星 稜)

9 .吉田 恵理 (錦 丘) 61 62 30 .中嶋 智佳 (協 会)

10 .高柳 美沙 (二 水) 62 31 .山川 美奈 (伏 見)

11 .河内 玲奈 (金沢西) 64 64 60 61 32 .津田 有佳子 (北陸学)

12 .長村 明日香 (辰巳丘) 76 75 33 .森下 愛 (協 会)

13 .笠原 恵理 (協 会) 62 60 34 .堺 有希 (明 倫)

14 .中元 咲 (泉 丘) 75 61 61 35 .金子 沙央梨 (明 峰)

15 .宮島 有紗 (桜 丘) 36 .川畑 綾野 (二 水)

16 .西田 有香 (加 賀) 61 64 37 .大東 由紀子 (錦 丘)

17 .金谷 桃弓子 (金沢商) 76 61 61 wo 38 .山下 知美 (泉 丘)

18 .山下 千沙希 (北陸学) 39 .羽山 美由紀 (辰巳丘)

19 .福本 志穂 (遊学館) 62 61 60 40 .西山 真未 (加 賀)

20 .西沢 絵理 (小 松) 61 41 .酒野 香織 (小 松)

21 .淀川 裕美 (協 会) 61 75 42 .粟倉 志歩 (協 会)

代表決定戦 11 .河内 玲奈 (金沢西) ４－６ 29 .高井 世梨奈 (星 稜)

7 .佐藤 可奈子 (大聖寺) ６－１ 41 .酒野 香織 (小 松)



女子１６歳以下ダブルス

1 .粟倉 ・金平 (協 会) 60 62 17 .竹田 ・津田 (北陸学)

2 .谷口 ・西野 (大聖寺) 61 63 18 .中元 ・山下 (泉 丘)

3 .梅木 ・橋本 (錦 丘) 19 .小林 ・島崎 (星 稜)

4 .荒井 ・中町 (加 賀) 60 60 63 60 20 .河内 ・山崎 (金沢西)

5 .木田 ・藤内 (北陸学) 63 60 21 .松川 ・南 (明 峰)

6 .井森 ・坂下 (遊学館) 22 .北 ・高井 (協 会)

7 .北川 ・酒井 (金沢西) 63 75 23 .大江 ・佐藤 (大聖寺)

8 .阿慈地・上林 (明 峰) 64 75 61 24 .柴田 ・福本 (遊学館)

9 .加戸 ・幸山 (尾山台) 75 06 60 76 25 .高柳 ・端名 (二 水)

10 .石川 ・川畑 (二 水) 61 63 26 .金井 ・宮島 (桜 丘)

11 .堺 ・毛登 (明 倫) 27 .百成 ・西井 (錦 丘)

12 .酒野 ・西沢 (小 松) 61 64 28 .土岐 ・西田 (加 賀)

13 .広瀬 ・元吉 (星 稜) wo 62 60 64 29 .木田 ・塚本 (小 松)

14 .長村 ・羽山 (辰巳丘) 30 .此内 ・田中 (伏 見)

15 .藤島 ・山川 (伏 見) 63 64 31 .小袋 ・富田 (辰巳丘)

16 .笠原 ・森下 (協 会) 61 60 32 .立岩 ・藤田 (明 倫)

61 33 .奥山 ・淀川 (協 会)

代表決定戦 11 .堺 ・毛登 (明 倫) ７-６ 22 .北 ・高井 (協 会)



大 会 名 平成16年度石川県高等学校総合体育大会テニス競技

主 催 石川県高等学校体育連盟，石川県教育委員会，石川県テニス協会

主 管 石川県高等学校体育連盟テニス部

開 催 日 平成16年6月3日(木)-6月6日(日)

会 場 辰口丘陵公園テニスコート



平成１６年度平成１６年度平成１６年度平成１６年度
石川県高等学校総合体育大会テニス競技石川県高等学校総合体育大会テニス競技石川県高等学校総合体育大会テニス競技石川県高等学校総合体育大会テニス競技
石川県高等学校テニス選手権大会石川県高等学校テニス選手権大会石川県高等学校テニス選手権大会石川県高等学校テニス選手権大会

団体の部 第４７回 個人の部 第４２回団体の部 第４７回 個人の部 第４２回団体の部 第４７回 個人の部 第４２回団体の部 第４７回 個人の部 第４２回

兼第５３回全国高等学校総合体育大会テニス競技石川県予選兼第５３回全国高等学校総合体育大会テニス競技石川県予選兼第５３回全国高等学校総合体育大会テニス競技石川県予選兼第５３回全国高等学校総合体育大会テニス競技石川県予選

兼第３４回北信越高等学校総合体育大会テニス競技石川県予選兼第３４回北信越高等学校総合体育大会テニス競技石川県予選兼第３４回北信越高等学校総合体育大会テニス競技石川県予選兼第３４回北信越高等学校総合体育大会テニス競技石川県予選

会 場 辰 口 丘 陵 公 園 テ ニ ス コ ー ト

期 日 ６月３日(木) ～ ６月６日(日)

主 催 石 川 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

石 川 県 教 育 委 員 会

石 川 県 テ ニ ス 協 会

主 管 石川県高等学校体育連盟テニス専門部

-----各種目入賞者-----

男子団体 優 勝 金沢高等学校 女子団体 優 勝 星稜高等学校

準優勝 野々市明倫高等学校 準優勝 大聖寺高等学校

三 位 小松高等学校 三 位 金沢泉丘高等学校

星稜高等学校 金沢辰巳丘高等学校

男 子 単 優 勝 能村 仁(金 沢) 女 子 単 優 勝 (星 稜)割出 晶子

準優勝 西田 圭佑(星 稜) 準優勝 金平 絵美(金 沢)

三 位 西納 吉彦(二 水) 三 位 宮田 由貴(星 稜)

渡辺 貴斗(金 沢) 種本 美穂(大聖寺)

男 子 複 優 勝 大杉・能村(金 沢) 女 子 複 優 勝 宮田・割出(星 稜)

準優勝 窪田・堀口(小 松) 準優勝 奥山・高井(星 稜)

三 位 樹下・丹羽(寺 井) 三 位 佐藤・宮本(錦 丘)

安宅・山田(辰巳丘) 金平・久内(金 沢)



- 1 -

男子団体

１．金 沢 2-0 2-0 １６．小 松
２．金沢東 2-1 １７．加 賀
３．北 陵 2-0 １８．金市工

2-1 2-0 2-1 １９．県立工

４．向 陽 2-1 2-1 ２０．鶴 来
５．内 灘 ２１．尾山台
６．遊学館 2-0 2-1 ２２．桜 丘
７．伏 見 2-1 2-1 ２３．寺 井

2-0 2-1
８．星 稜 2-1 2-0 2-0 ２４．辰巳丘
９．二 水 2-1 2-0 ２５．金高専

１０． 西 ２６．大聖寺
１１．小松工 2-1 2-0 ２７．金沢商

１２．泉 丘 2-1 2-0 2-0 2-1 ２８．翠 星
１３．金大附 ２９．松 任
１４．石高専 2-0 2-1 ３０．錦 丘
１５．明 峰 2-0 2-1 ３１．明 倫

北信越大会代表決定戦

小松 ２－１ 星稜

女子団体

１．星 稜 2-0 2-1 １２．大聖寺
１３．北 陵

２．伏 見 2-0 2-0 2-1 １４．金 沢

３．桜 丘 2-0 2-1 １５．明 峰
４．錦 丘 １６． 西
５．二 水 2-0 2-0 １７．金沢商

2-0 2-0
６．辰巳丘 2-0 3-0 2-1 １８．金大附
７．北陸学 １９．遊学館
８．松 任 2-0 2-0 ２０．小 松

９．県立工 2-0 2-1 2-1 2-0 ２１．加 賀
１０．金沢東 ２２．尾山台
１１．明 倫 2-1 2-0 ２３．泉 丘

北信越大会代表決定戦

金沢泉丘 ２－１ 金沢辰巳丘



- 2 -

男子シングルス
1 .能村 仁 (金 沢) 60 76 44 .小嶋 崇之 (県立工)

2 .杉俣 光 (松 任) 60 61 45 .米田 拓馬 (小 松)

3 .久保 圭介 (翠 星) 63 62 46 .朝田 哲朗 (星 稜)

4 .平 陽一郎 (二 水) 47 .瀧上 翔平 (金沢西)

5 .高倉 孝太 (金市工) 64 61 62 60 48 .村井 竜太 (加 賀)

6 .西田 浩之 (加 賀) 62 64 49 .向川 達広 (尾山台)

7 .山森 健 (錦 丘) 50 .西岡 和之 (大聖寺)

8 .森 啓徳 (金沢東) 75 76 51 .示野 雅士 (錦 丘)

9 .板越 信 (金高専) 63 64 64 62 52 .堂下 政明 (内 灘)

10 .吉田 光 (尾山台) 53 .須貝 暢夫 (遊学館)

11 .中村 大輔 (明 倫) 62 61 64 61 54 .隈部 敬介 (二 水)

12 .川代 聡 (伏 見) 63 64 55 .勝田 悠介 (泉 丘)

13 .大島 一洋 (遊学館) 64 56 .石原 暢 (小 松)

14 .川手 友博 (小松工) 63 76 61 57 .藤川 敬之 (金沢商)

15 .前野 祐輝 (大聖寺) 63 58 .山崎 良輔 (金大付)

16 .松岡 大樹 (金 沢) 62 59 .豊原 加寿成 (北 陵)

17 .村上 孝有 (金大付) 63 63 64 60 .大西 裕貴 (明 倫)

18 .窪田 翔二 (小 松) 64 64 61 .若山 大樹 (明 峰)

19 .安宅 礼 (辰巳丘) 61 64 62 .澤口 光義 (鶴 来)

20 .奥村 光 (鶴 来) 63 63 63 .山口 伸明 (桜 丘)

21 .伴 従応 (明 峰) 61 63 64 64 .渡辺 貴斗 (金 沢)

22 .大杉 亮介 (金 沢) 75 62 60 75 65 .西口 正剛 (小松工)

23 .神宮司 康全 (星 稜) 62 75 61 66 .堀口 恭太 (小 松)

24 .南 貴司 (明 峰) 75 61 67 .板岡 雅也 (県立工)

25 .宮倉 敬弘 (遊学館) 63 68 .村田 正人 (辰巳丘)

26 .山下 達也 (桜 丘) 62 63 69 .新城 俊 (金 沢)

27 .小栗 有揮 (石高専) 64 64 63 70 .中村 達朗 (伏 見)

28 .大村 正輝 (内 灘) 60 71 .森 大明 (松 任)

29 .山田 康弘 (小 松) 61 72 .上野 仁 (向 陽)

30 .吉川 英孝 (向 陽) 63 64 63 73 .金子 大佑 (金沢西)

31 .宮崎 裕基 (錦 丘) 60 74 .村中 俊哉 (翠 星)

32 .山下 博幸 (金沢商) 61 75 75 .池田 直人 (桜 丘)

33 .堀 智之 (小 松) 61 75 63 60 76 .金澤 拡 (金大付)

34 .稗島 利明 (泉 丘) 77 .松村 誠志 (金沢東)

35 .吉田 哲也 (県立工) 62 62 62 64 78 .河村 和樹 (石高専)

36 .浜口 国明 (金大付) 62 61 79 .丹羽 佑介 (寺 井)

37 .高西 清隆 (金市工) 80 .北川 雅人 (小 松)

38 .山本 健朗 (小松工) 63 60 81 .作野 広和 (金高専)

39 .小林 直樹 (明 倫) 63 76 75 62 82 .田村 賢一 (小松工)

40 .寺下 裕哉 (北 陵) 83 .西田 圭佑 (星 稜)

41 .樹下 恭兵 (寺 井) 64 75 62 84 .二宮 智 (金市工)

42 .増田 吉孝 (金沢西) 63 85 .蔵 祐次 (明 峰)

43 .西納 吉彦 (二 水) 62 wo 86 .頃末 真一 (明 倫)



- 3 -

男子ダブルス（１）
1 .大西 ・頃末 (明 倫) 60 63 40 .奥村 ・澤口 (鶴 来)

2 .田辺 ・宮本 (金大付) wo 63 41 .多田 ・中村 (小松工)

3 .上出 ・森 (小 松) 61 63 42 .小田 ・俵 (星 稜)

4 .蚊戸 ・宮本 (県立工) 43 .池田 ・山口 (桜 丘)

5 .小西 ・室岡 (石高専) 60 60 63 75 44 .勝田 ・稗島 (泉 丘)

6 .大島 ・林 (遊学館) 62 60 45 .金子 ・増田 (金沢西)

7 .南 ・村田 (辰巳丘) 46 .岩本 ・辰巳 (金高専)

8 .中野 ・宮下 (大聖寺) 61 64 47 .樫田 ・谷口 (二 水)

9 .細道 ・本多 (星 稜) 64 64 75 48 .下出 ・中野 (大聖寺)

10 .高出 ・新田 (二 水) 64 76 61 49 .柴田 ・宮一 (北 陵)

11 .宮崎 ・山森 (錦 丘) 62 75 50 .藤川 ・山下 (金沢商)

12 .西田 ・本村 (鶴 来) 62 51 .田上 ・山崎 (寺 井)

13 .出口 ・諸谷 (金沢商) 64 62 52 .西田 ・村井 (加 賀)

14 .板越 ・高野 (金高専) 63 53 .油田 ・森 (松 任)

15 .大高 ・堂下 (内 灘) 63 61 76 54 .加巳野・山内 (遊学館)

16 .石原 ・餅田 (小松工) 60 62 55 .窪田 ・堀口 (小 松)

17 .中元 ・前川 (金沢東) 75 56 .矢葺 ・渡辺 (金 沢)

18 .中川 ・東 (明 峰) 64 63 57 .新谷 ・福平 (錦 丘)

19 .松田 ・山下 (桜 丘) 63 76 60 58 .串岡 ・山本 (県立工)

20 .竹村 ・山岸 (金大付) 63 63 57 64 59 .中嶋 ・矢坂 (明 倫)

21 .林 ・宮島 (尾山台) 63 60 60 .南 ・山本 (石高専)

22 .古保 ・下口 (金 沢) 61 62 61 .高 ・堀 (小 松)

23 .須田 ・田邊 (石高専) 64 62 .奥村 ・作田 (辰巳丘)

24 .高西 ・寺田 (金市工) 60 62 63 .池田 ・上村 (明 倫)

25 .生水 ・問谷 (泉 丘) 62 63 62 64 .田端 ・福田 (尾山台)

26 .川代 ・北村 (伏 見) 75 65 .田村 ・西口 (小松工)

27 .中野 ・中野 (松 任) 60 76 66 .北井 ・西田 (錦 丘)

28 .樹下 ・丹羽 (寺 井) 61 67 .中川 ・吉島 (翠 星)

29 .斉藤 ・白井 (明 倫) 62 61 68 .本田 ・南 (明 峰)

30 .加納 ・川畑 (大聖寺) 75 63 60 69 .中村 ・向井 (伏 見)

31 .北川 ・山根 (県立工) 64 64 75 70 .尾山 ・林 (金沢西)

32 .石原 ・前吉 (小 松) 61 71 .角田 ・新田 (桜 丘)

33 .清水 ・瀧上 (金沢西) 60 61 72 .倉 ・福井 (鶴 来)

34 .蔵 ・伴 (明 峰) 60 73 .末野 ・米村 (金沢東)

35 .平 ・山根 (二 水) 61 64 64 74 .中林 ・藤井 (北 陵)

36 .扇子 ・越川 (北 陵) 61 60 75 .桶 ・高橋 (向 陽)

37 .金谷 ・酒井 (金高専) 62 76 .綾村 ・伊藤 (金市工)

38 .大萩 ・宮口 (翠 星) 63 60 77 .串山 ・塩田 (金 沢)

39 .石黒 ・伊藤 (金沢商) 60 63 78 .上田 ・田中 (寺 井)

62 79 .金澤 ・浜口 (金大付)

決勝 大杉・能村(金沢) ６－０ 窪田・堀口(小松)

４－６

６－１
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男子ダブルス（２）
80 .隈部 ・西納 (二 水) 64 62 119 .麻尾 ・吉田 (石高専)

81 .紙谷 ・草山 (星 稜) 75 62 120 .竹内 ・宮野前(伏 見)

82 .上野 ・北川 (金市工) 64 62 121 .下浜 ・豊原 (北 陵)

83 .岡島 ・金山 (伏 見) 122 .中嶋 ・吉野 (鶴 来)

84 .片山 ・山森 (明 倫) 64 64 61 61 123 .粟野 ・吉田 (遊学館)

85 .西川 ・袋 (金高専) 60 64 124 .向川 ・吉田 (尾山台)

86 .魚屋 ・中島 (泉 丘) 125 .西岡 ・前野 (大聖寺)

87 .川手 ・干場 (小松工) 76 61 126 .岡田 ・二宮 (金市工)

88 .井ノ口・中谷 (桜 丘) 64 63 62 127 .登 ・宮崎 (松 任)

89 .高 ・山若 (明 峰) 62 63 75 128 .中村 ・若林 (二 水)

90 .新城 ・松岡 (金 沢) 61 63 129 .野村 ・山下 (金 沢)

91 .宮崎 ・宮竹 (金沢商) 61 130 .北 ・神宮司(星 稜)

92 .木下 ・住田 (小 松) 64 61 131 .西村 ・山本 (小松工)

93 .杉俣 ・中田 (松 任) 62 132 .小川 ・酒井 (明 峰)

94 .北村 ・本多 (大聖寺) 64 62 62 133 .示野 ・末政 (錦 丘)

95 .松村 ・森 (金沢東) 75 60 134 .金谷 ・堀 (金高専)

96 .川端 ・礪波 (鶴 来) 63 135 .赤池 ・丹尾 (金沢西)

97 .市村 ・松本 (金大付) 61 62 136 .高田 ・竹内 (辰巳丘)

98 .寺田 ・鳥居 (錦 丘) 60 63 137 .英 ・上野 (向 陽)

99 .中島 ・西出 (大聖寺) 62 62 57 63 64 138 .小林 ・中村 (明 倫)

100 .杉本 ・中田 (寺 井) 63 63 139 .戸田 ・中村 (金沢西)

101 .寺谷 ・松村 (加 賀) 60 63 140 .高木 ・東原 (遊学館)

102 .安宅 ・山田 (辰巳丘) 61 141 .宇田 ・向出 (明 峰)

103 .大村 ・竹田 (内 灘) 61 64 142 .池田 ・志牟田(金沢商)

104 .南 ・若山 (明 峰) 62 63 64 143 .角 ・白藤 (寺 井)

105 .岡田 ・寺下 (北 陵) 60 144 .北村 ・中川 (泉 丘)

106 .高倉 ・樽部 (金市工) 60 76 145 .北川 ・高田 (金大付)

107 .高畠 ・山守 (金沢西) 63 62 146 .松浦 ・室井 (錦 丘)

108 .中村 ・西 (金沢東) 61 147 .村田 ・森 (金沢東)

109 .村上 ・山崎 (金大付) 61 63 63 148 .高岸 ・高橋 (伏 見)

110 .北 ・米田 (小 松) 63 60 61 149 .木田 ・吉田 (県立工)

111 .中原 ・吉田 (松 任) 62 75 150 .越野 ・深田 (桜 丘)

112 .久保 ・村中 (翠 星) 151 .鈴木 ・高橋 (明 倫)

113 .板岡 ・古岡 (県立工) 75 64 152 .朝田 ・鍛冶 (星 稜)

114 .須貝 ・宮倉 (遊学館) 64 63 62 63 153 .石尾 ・笠川 (辰巳丘)

115 .笹崎 ・山本 (泉 丘) 154 .中村 ・山下 (内 灘)

116 .臼井 ・佐野 (二 水) 63 60 155 .水戸 ・灰谷 (小 松)

117 .谷川 ・野村 (尾山台) 64 62 156 .秋野 ・花本 (加 賀)

118 .小栗 ・河村 (石高専) 75 62 157 .大杉 ・能村 (金 沢)
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女子シングルス
1 .割出 晶子 (星 稜) 60 62 40 .金平 絵美 (金 沢)

2 .古田 彩乃 (鶴 来) 60 61 41 .東 理加 (尾山台)

3 .岸野 佳代子 (寺 井) 61 63 42 .平野 友香里 (金沢商)

4 .田代 奈々子 (石高専) 43 .北 朋未 (星 稜)

5 .中川 恵 (尾山台) 60 60 61 63 44 .山岸 史佳 (大聖寺)

6 .樋口 真衣子 (二 水) 63 45 .齊藤 安那 (金市工)

7 .東川 知世 (金沢商) 46 .前川 梓 (桜 丘)

8 .城 由里子 (錦 丘) 61 62 47 .山川 文香 (石高専)

9 .上野 美紀 (明 倫) 62 60 62 48 .鹿島 千聖 (小 松)

10 .紺井 聖子 (北 陵) 60 61 60 49 .木村 由希 (金沢東)

11 .西田 有香 (加 賀) 62 62 50 .松村 恵美 (明 倫)

12 .桶 友里恵 (県立工) 62 51 .橋本 真季 (泉 丘)

13 .河内 玲奈 (金沢西) 61 61 52 .木沢 真由美 (辰巳丘)

14 .冬爪 奈緒美 (星 稜) 53 .鐘ヶ江 彩 (遊学館)

15 .角谷 美幸 (小 松) 60 60 62 54 .田賀 志帆 (北陸学)

16 .浅谷 有香 (桜 丘) 63 61 55 .東 冴子 (明 峰)

17 .半田 真佑美 (大聖寺) 61 56 .柄田 直子 (錦 丘)

18 .森田 千瑛 (明 峰) 60 62 63 63 57 .谷口 美歩 (伏 見)

19 .八田 明菜 (泉 丘) 63 61 61 62 58 .松島 朋未 (県立工)

20 .奥山 まどか (星 稜) 60 61 63 59 .山本 いず美 (星 稜)

21 .坂田 和 (辰巳丘) 60 64 60 .市野 成美 (星 稜)

22 .木戸 遥 (小松工) 60 75 61 .谷口 莉奈 (泉 丘)

23 .仲島 愛美 (金 沢) 61 62 .山田 美沙 (尾山台)

24 .金田 実怜 (明 峰) 60 61 63 .早川 由香梨 (桜 丘)

25 .佐藤 直子 (泉 丘) 61 62 60 64 .佐藤 可奈子 (大聖寺)

26 .亀井 美菜 (伏 見) 60 65 .浅田 知亜紀 (寺 井)

27 .山森 里紗 (金大付) 63 75 66 .斉藤 希望 (北 陵)

28 .新木 優実 (大聖寺) 63 67 .粟倉 志歩 (金大付)

29 .嵯峨 てるこ (北陸学) 61 64 68 .岡田 詩織 (小松工)

30 .今村 奈都子 (錦 丘) 63 64 63 69 .普赤 紗代 (金 沢)

31 .荒川 愛 (二 水) 60 63 61 70 .酒野 香織 (小 松)

32 .高井 世梨奈 (星 稜) 63 71 .土岐 美菜子 (加 賀)

33 .田中 美沙 (桜 丘) 62 61 72 .井上 千英子 (星 稜)

34 .塚越 佑美 (松 任) 60 73 .堺 有希 (明 倫)

35 .安田 玲奈 (遊学館) 62 62 60 74 .堀 翔子 (松 任)

36 .西村 まなみ (大聖寺) 62 60 75 .中本 絵理 (鶴 来)

37 .道端 かおり (金沢東) 62 76 .宮川 真衣 (錦 丘)

38 .橋場 幸代 (北 陵) 61 62 77 .西田 祥子 (二 水)

39 .宮田 由貴 (星 稜) 60 62 78 .池端 春佳 (金沢西)

62 79 .種本 美穂 (大聖寺)
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女子ダブルス（１）

1 .宮田 ・割出 (星 稜) 60 60 30 .井村 ・古田 (県立工)

2 .阿慈地・南 (明 峰) 31 .面屋 ・毛利 (金沢西)

3 .荒井 ・津田 (北 陵) 62 60 63 62 32 .但馬 ・柳瀬 (泉 丘)

4 .山川 ・脇濱 (伏 見) 62 60 33 .鹿島 ・角谷 (小 松)

5 .土肥 ・藤本 (金 沢) 34 .喜田 ・福岡 (金沢東)

6 .八鍬 ・矢澤 (北陸学) 62 75 35 .岡田 ・木戸 (小松工)

7 .内田 ・本川 (金沢西) 60 60 64 62 36 .西村 ・山岸 (大聖寺)

8 .岡田 ・中元 (泉 丘) 62 64 37 .太田 ・川崎 (桜 丘)

9 .鐘ヶ江・安田 (遊学館) 75 38 .川北 ・福本 (遊学館)

10 .笠原 ・森下 (金大付) 39 .近藤 ・嵯峨 (北陸学)

11 .堺 ・毛登 (明 倫) 63 62 40 .仲島 ・普赤 (金 沢)

12 .加藤 ・寺岸 (錦 丘) 60 64 63 60 41 .坂本 ・長村 (辰巳丘)

13 .工藤 ・森 (松 任) 42 .佐藤 ・宮本 (錦 丘)

14 .荒川 ・西田 (二 水) 63 61 62 64 43 .東川 ・平野 (金沢商)

15 .北川 ・中宮 (二 水) 75 60 63 44 .井上 ・北 (星 稜)

16 .梶 ・山本 (辰巳丘) 64 64 45 .束田 ・三宅 (伏 見)

17 .西田 ・西山 (加 賀) 46 .柿本 ・宮島 (桜 丘)

18 .浅谷 ・早川 (桜 丘) 76 62 61 61 47 .岡田 ・堀 (松 任)

19 .広瀬 ・元吉 (星 稜) 62 63 48 .島崎 ・得田 (星 稜)

20 .佐々木・森田 (明 峰) 49 .浦崎 ・野村 (北陸学)

21 .中本 ・古田 (鶴 来) 62 63 50 .濱田 ・山森 (金大付)

22 .土定 ・山岸 (大聖寺) 61 60 51 .辰巳 ・樋口 (二 水)

23 .土本 ・山崎 (小 松) 60 62 60 64 52 .畳野 ・谷口 (大聖寺)

24 .観田 ・谷口 (伏 見) 76 60 53 .柿島 ・小坂 (明 倫)

25 .茨木 ・中川 (尾山台) 54 .河本 ・埴生 (明 峰)

26 .柴田 ・水上 (遊学館) 64 62 55 .加戸 ・幸山 (尾山台)

27 .嶋崎 ・番匠 (金沢商) 63 61 62 62 56 .北川 ・松本 (北 陵)

28 .林 ・本田 (県立工) 57 .不破 ・山道 (錦 丘)

29 .西川 ・橋場 (北 陵) 63 62 58 .橋本 ・八田 (泉 丘)

決勝 宮田・割出(星稜) ６－０ 奥山・高井(星稜)

６－２
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女子ダブルス（２）

59 .市野 ・山本 (星 稜) 61 60 88 .荒井 ・中町 (加 賀)

60 .高井 ・野口 (金沢西) 89 .奥山 ・高井 (星 稜)

61 .川原 ・松村 (金沢商) 75 62 60 62 90 .新木 ・佐藤 (大聖寺)

62 .真田 ・吉村 (尾山台) 60 61 91 .下 ・竹田 (明 峰)

63 .榊原 ・藤井 (二 水) 92 .東 ・山田 (尾山台)

64 .大東 ・松村 (明 倫) 61 64 93 .粟倉 ・斉藤 (金大付)

65 .津田 ・宮永 (北陸学) 62 62 63 61 94 .木村 ・道端 (金沢東)

66 .大江 ・小谷 (大聖寺) 61 62 95 .佐藤 ・村上 (泉 丘)

67 .坂井 ・酒井 (遊学館) 64 75 96 .大島 ・森田 (伏 見)

68 .亀井 ・中嶋 (伏 見) 97 .重吉 ・牧 (小 松)

69 .河崎 ・林 (泉 丘) 75 60 98 .河内 ・皆戸 (金沢西)

70 .桶 ・松島 (県立工) 60 62 76 61 99 .村上 ・山本 (辰巳丘)

71 .五十野・皆川 (金 沢) 100 .倉田 ・天白 (県立工)

72 .金田 ・東 (明 峰) 61 62 61 101 .飯向 ・山本 (北 陵)

73 .此内 ・田中 (伏 見) 60 60 46 60 102 .谷本 ・中根 (金 沢)

74 .越村 ・長田 (小 松) 63 61 103 .古川 ・安田 (錦 丘)

75 .上田 ・塚越 (松 任) 104 .北川 ・田賀 (北陸学)

76 .新村 ・冬爪 (星 稜) 60 75 62 62 105 .金谷 ・能田 (金沢商)

77 .今村 ・宮川 (錦 丘) 62 61 106 .伊藤 ・金井 (桜 丘)

78 .北崎 ・田代 (石高専) 107 .木村 ・佐渡 (泉 丘)

79 .田中 ・前川 (桜 丘) 62 75 108 .飛坂 ・野林 (明 倫)

80 .寺崎 ・平元 (金大付) 60 64 109 .岡田 ・山口 (金沢西)

81 .金平 ・久内 (金 沢) 62 62 60 61 110 .太田 ・多々見(星 稜)

82 .板岡 ・廣崎 (県立工) 63 63 111 .岡崎 ・福浦 (松 任)

83 .空閑 ・谷口 (泉 丘) 112 .柴田 ・松村 (遊学館)

84 .上野 ・中垣 (明 倫) 62 61 113 .小袋 ・富田 (辰巳丘)

85 .木沢 ・坂田 (辰巳丘) 60 62 62 76 114 .菅田 ・道下 (二 水)

86 .浅田 ・岸野 (寺 井) 115 .辻井 ・中谷 (小 松)

87 .紺井 ・斉藤 (北 陵) 60 116 .種本 ・半田 (大聖寺)



大 会 名 平成16年度金沢地区高等学校テニス大会

主 催 金沢市テニス協会

主 管 石川県高等学校体育連盟テニス部

開 催 日 平成16年8月21日(土)-23日(月)

会 場 城北市民テニスコート，西部緑地公園テニスコート



平成１６年度 金沢地区高校テニス大会平成１６年度 金沢地区高校テニス大会平成１６年度 金沢地区高校テニス大会平成１６年度 金沢地区高校テニス大会
平成16年８月21日～23日

(男子)城北市民テニスコート

男子シングルス

1. 能村 仁(金 沢) 60 60 36. 渡辺 貴斗(金 沢)

2. 戸田 勇志(金沢西) 61 75 37. 山岸 雄太(金大付)

3. 竹村 裕介(金大付) 38. 谷 卓郎(錦 丘)

4. 吉田 圭佑(泉 丘) 63 61 61 64 39. 仙田 暢芳(金市工)

5. 新谷 侑大(星 稜) 63 64 40. 松田 祐樹(桜 丘)

6. 志浦 啓之(二 水) 41. 神林 繁(北 陵)

7. 深田 友康(桜 丘) 63 75 42. 浅野 俊平(星 稜)

8. 岡村 浩平(北 陵) 61 61 62 43. 高出 健志郎(二 水)

9. 新田 永世(二 水) 62 62 63 44. 魚屋 雄飛(泉 丘)

10. 髙木 翔司(県立工) 60 61 45. 出口 和矢(金沢商)

11. 山田 正悟(辰巳丘) 63 62 46. 若林 竜介(二 水)

12. 問谷 恭平(泉 丘) 63 47. 伊藤 俊次(金市工)

13. 中村 達朗(伏 見) 64 48. 北川 修平(金沢西)

14. 大兼政 天平(錦 丘) 64 76 76 49. 下口 裕輔(金 沢)

15. 齊藤 悠太(星 稜) 76 60 50. 生水 貫人(泉 丘)

16. 野村 拓也(金 沢) 61 51. 北村 誠浩(伏 見)

17. 岡崎 龍一(金市工) 62 60 61 63 52. 板岡 雅也(県立工)

18. 神宮司 康全(星 稜) 63 7-5 60 53. 俵 伸夫(星 稜)

19. 紙谷 俊平(泉 丘) 61 64 54. 山崎 良輔(金大付)

20. 川上 勇志(金市工) 61 55. 川代 聡(伏 見)

21. 越川 貴博(北 陵) 62 64 56. 谷川 貴英(尾山台)

22. 舘 正裕樹(錦 丘) 76 76 62 57. 中村 隆志(二 水)

23. 竹内 修(伏 見) 61 58. 古保 恵一(金 沢)

24. 宮竹 宏次郎(金沢商) 75 59. 扇子 直人(北 陵)

25. 大野 裕貴(星 稜) 60 61 60. 尾崎 泰士(星 稜)

26. 山下 岳(金 沢) 60 62 61. 玉川 傑洋(泉 丘)

27. 大洞 七星(石高専) 76 63 61 62. 竹澤 航(桜 丘)

28. 向井 貴誉志(伏 見) 76 60 60 63. 赤池 貴充(金沢西)

29. 中島 裕輔(泉 丘) 63 63 64. 河西 紀明(金 沢)

30. 古岡 孝仁(県立工) 64 65. 横川 陽太郎(二 水)

31. 市村 太一(星 稜) 63 66. 堂ヶ端 裕太(星 稜)

32. 矢島 翔(二 水) 64 60 64 67. 藤田 圭伍(石高専)

33. 横山 献(桜 丘) 63 60 68. 小林 勇毅(錦 丘)

34. 中村 陽一(金沢西) 63 69. 綾村 恭平(金市工)

35. 浜口 国明(金大付) 61 60 70. 宮野前 旨弘(伏 見)

62 71. 西田 圭佑(星 稜)



平成１６年度 金沢地区高校テニス大会平成１６年度 金沢地区高校テニス大会平成１６年度 金沢地区高校テニス大会平成１６年度 金沢地区高校テニス大会
平成16年８月21日～23日

(女子)西部緑地テニスコート

女子シングルス

1.割 出(星稜) 60 60 29.奥 山(星稜)

2.高 井( 西 ) 30.中 川(泉丘)

3.川 畑(二水) 75 61 60 60 31.皆 戸( 西 )

4.紺 井(北陵) 61 62 32.早 川(桜丘)

5.大 東(錦丘) 33.太 田(星稜)

6.久 内(金沢) 62 64 34.百 成(錦丘)

7.中 元(泉丘) 62 61 60 61 35.笠 井(県工)

8.広 瀬(星稜) 62 60 36.坂 井(遊学)

9.松 島(県工) 62 61 37. 北 (星稜)

10.空 閑(泉丘) 38.藤 元(北陸)

11.宮 島(桜丘) 60 64 39.山 本(錦丘)

12.坂 野(伏見) 62 64 62 60 40.新 矢(二水)

13.吉 田(錦丘) 41.谷 口(泉丘)

14.山 田(尾山) 61 60 62 62 42.山 川(高専)

15.井 上(星稜) 61 6-0 63 43.粟 倉(金附)

16.今 越(泉丘) 44.高 井(星稜)

17.西 井(錦丘) 60 60 60 63 45.中 川(尾山)

18.水 上(遊学) 61 64 46.長 村(辰巳)

19.番 匠(金商) 47.萩 原(錦丘)

20.小 袋(辰巳) 61 60 48. 源 (桜丘)

21.笠 原(金附) 62 62 49.岡 田(泉丘)

22.寺 岸(錦丘) 62 63 61 63 50. 桶 (県工)

23.川 崎(桜丘) 64 61 51.元 吉(星稜)

24.多々見(星稜) 52.河 内( 西 )

25.村 上(泉丘) 64 64 53.但 馬(泉丘)

26.茨 木(尾山) wo 61 62 64 54.橋 本(錦丘)

27.高 柳(二水) 55.荒 木(北陵)

28.冬 爪(星稜) 61 60 56.金 平(金沢)



大 会 名 平成16年度加賀地区高等学校テニス大会

主 催 小松市テニス協会

主 管 石川県高等学校体育連盟テニス部

開 催 日 平成16年8月21日(土)-23日(月)

会 場 辰口丘陵公園テニスコート



平成16年度加賀地区高等学校テニス大会

平成16年８月21日～23日
辰口丘陵公園テニスコート

男子シングルス

1.頃 末(明倫) 60 61 16.山 本(小工)

2.田 村(小工) 63 17.加 納(聖高)

3.山 本(小松) 75 60 18.吉 本(明倫)

4.数 左(小工) 62 62 61 19.荒 木(小松)

5.中 野(松任) 75 20.浅 井(小工)

6.川 端(小工) 62 21.今 枝(松任)

7.杉 本(寺井) 61 60 61 22.越 田(小工)

8.中 田(寺井) 61 6-3 61 62 23.嘉 野(小松)

9.村 中(翠星) 61 63 24.西 村(小工)

10.長 尾(小工) 60 25.白 井(明倫)

11.若 山(明峰) 63 26.菅 沼(小工)

12.綿 谷(小工) 64 62 63 27.小 林(明峰)

13.川 畑(聖高) 63 62 28.高 木(小工)

14.蓮 井(小工) 62 29.丹 羽(寺井)

15.前 吉(小松) 61 76 30.石 原(小松)

男子ダブルス

1.頃末・白井(明倫) 62 60 26.若山・小林(明峰)

4.村中・中川(翠星) 63 64 32. ・吉本(寺井)佐々木

8.嘉野・水戸(小松) 34.石原・前吉(小松)

13.川端・綿谷(小松) 64 62 62 63 38.田村・澤田(小工)

15.中田・杉本(寺井) 76 6-2 63 41.菅沼・長尾(小工)

18.浅井・越田(小工) 43.佐藤・吉本(明倫)

21.山口・藤井(明峰) 62 64 48.中西・数左(小工)

25.山本・西村(小工) 63 60 51.丹羽・山崎(寺井)



女子シングルス

1.森 田(明峰) 62 61 12.上 野(明倫)

2.中 田(聖高) 13.畳 野(聖高)

3.藤 田(明倫) 63 62 76 64 14.岡 田(小工)

4.大 江(聖高) 60 15.小 谷(聖高)

5.西 沢(小松) 63 16.毛 登(明倫)

6.酒 野(小松) 75 60 6-0 62 60 17.中 江(明峰)

7. 堺 (明倫) 63 18.安 田(聖高)

8.谷 口(聖高) 63 19.中 垣(明倫)

9.小 坂(明倫) 61 63 64 20.柿 島(明倫)

10.橋 本(聖高) 75 21.山 崎(小松)

11.佐 藤(聖高) 60 75 22.新 木(聖高)

女子ダブルス

2.新木・佐藤(聖高) 61 60 12.小谷・安田(聖高)

5.小坂・藤田(明倫) 64 62 16.富田・松林(明倫)

6-2

6.上野・中垣(明倫) 18.酒野・西沢(小松)

64 61
11.大江・畳野(聖高) 23. 堺 ・毛登(明倫)

男子団体 女子団体

１.小松工業 31 50 ６.野々市明倫 １.大 聖 寺 40

２.松 任 ７.翠 星 ２.松 任

３.加 賀 50 32 32 50 ８.鶴 来 ３.小松明峰 41 32
3-2

４.小松明峰 ９.大 聖 寺 ４.小 松

５.寺 井 32 41 １０.小 松 ５.野々市明倫 30



大 会 名 平成16年度（第42回）石川県高等学校テニス新人大会

主 催 石川県高等学校体育連盟

共 催 石川県テニス協会

後 援 石川県教育委員会

主 管 石川県高等学校体育連盟テニス部

開 催 日 平成16年9月16日(木)-19日(日)

会 場 辰口丘陵公園テニスコート



平成１６年度

石川県高等学校新人体育大会テニス競技
兼

全国高校選抜テニス大会石川県大会

(団体の部：第２６回、個人の部：第４２回)

期日 平成１６年９月１６日(木)～１９日(日)

会場 辰口丘陵公園テニスコート

主催 石川県高等学校体育連盟

石川県教育委員会

石川県テニス協会

主管 石川県高等学校体育連盟テニス部

【上位成績】

男 子 団 体 優 勝 小松工業高校(１３年ぶり８回目)

準優勝 金沢泉丘高校

３ 位 金沢高校・金沢市立工業高校

男子シングルス 優 勝 頃末 真一(野々市明倫)

準優勝 能村 仁(金 沢)

３ 位 前吉 雄太(小 松)

渡辺 貴斗(金 沢)

男子ダブルス 優 勝 俵 ・西田(星 稜)

準優勝 頃末・白井(野々市明倫)

３ 位 伊藤・岡崎(金沢市工)

能村・渡辺(金 沢)

女 子 団 体 優 勝 星稜高校(２年連続２０回目)

準優勝 大聖寺高校

３ 位 金沢泉丘高校・野々市明倫高校

女子シングルス 優 勝 割出 晶子(星 稜)

準優勝 奥山まどか(星 稜)

３ 位 森田 千瑛(小松明峰)

金平 絵美(金 沢)

女子ダブルス 優 勝 奥山・割出(星 稜)

準優勝 北 ・冬爪(星 稜)

３ 位 井上・高井(星 稜)

皆戸・河内(金 沢 西)



男子団体男子団体男子団体男子団体

1.金 沢 31 32 16.星 稜

2.内 灘 小 30 17.金市工

（

3. 西 30 30 13松 18.桜 丘

年

4.北 陵 31 ぶ工 30 30 19.鶴 来

り

5.小 松 ８業 30 20.錦 丘

回

6.遊学館 32 目高 21.翠 星

）

7.明 倫 31 校 31 22.松 任

8.大聖寺 30 31 23.尾山台

31 32

9.寺 井 30 3-1 30 24.泉 丘

10. 東 31 25.金高専

11.辰巳丘 30 26.伏 見

12.石高専 32 32 30 27.向 陽

13.明 峰 30 30 28.県立工

14.加 賀 30 29.金沢商

代表決定戦

15.小松工 30 金沢 ３－１ 泉丘 32 30.金大附

32 31.二 水

（女子団体女子団体女子団体女子団体
２星

1.星 稜 30 年 31 12.明 倫

連稜

2.金大附 続 13.金沢商

30 20高

3.北陸学 30 回 30 30 14.県立工

目校

4.明 峰 30 15.桜 丘

）

5.二 水 32 16.松 任

30 32

6. 東 30 3-0 32 17.小 松

7.尾山台 31 18.金 沢

8.泉 丘 31 19.伏 見

9.辰巳丘 31 31 31 20.北 陵

41

10. 西 21.遊学館

代表決定戦

11.錦 丘 31 泉丘 １－４ 大聖寺 30 22.大聖寺



スコアの詳細スコアの詳細スコアの詳細スコアの詳細

男 子 準 決 勝男 子 準 決 勝男 子 準 決 勝男 子 準 決 勝

金沢高校 １－３ 小松工業高校 金沢市立工業高校 ２－３ 金沢泉丘高校

Ｓ１ 能村 仁 ６－０ 川端勇一郎 Ｓ１ 岡崎 龍一 ６－４ 生水 貫人

Ｄ１ 今津大二郎・野村 拓也 ３－６ 山本 健朗・西村 和輝 Ｄ１ 川上 勇志・仙田 暢芳 ５－７ 魚屋 雄飛・中島 裕輔

Ｓ２ 渡辺 貴斗 ４－６ 田村 賢一 Ｓ２ 伊藤 俊次 ３－６ 問谷 恭平

Ｄ２ 古保 恵一・下口 裕輔 ４－６ 澤田 翔太・越田 篤司 Ｄ２ 綾村 恭平・裏谷 大地 ６－３ 清水 紘平・吉田 圭佑

Ｓ３ 山下 岳 ４－１ 綿谷 則宏 Ｓ３ 岡本 拓也 ４－６ 玉川 傑洋

男 子 決 勝 男 子 代 表 決 定男 子 決 勝 男 子 代 表 決 定男 子 決 勝 男 子 代 表 決 定男 子 決 勝 男 子 代 表 決 定

小松工業高校 ３－１ 金沢泉丘高校 金沢高校 ３－１ 金沢泉丘高校

Ｓ１ 山本 健朗 ６－４ 生水 貫人 Ｓ１ 能村 仁 ６－３ 生水 貫人

Ｄ１ 川端勇一郎・綿谷 則宏 ２－６ 魚屋 雄飛・中島 裕輔 Ｄ１ 今津大二郎・野村 拓也 １－６ 魚屋 雄飛・中島 裕輔

Ｓ２ 長尾 潤 ６－３ 問谷 恭平 Ｓ２ 渡辺 貴斗 ６－１ 問谷 恭平

Ｄ２ 西村 和輝・澤田 翔太 ６－１ 清水 紘平・吉田 圭佑 Ｄ２ 古保 恵一・下口 裕輔 ６－１ 清水 紘平・吉田 圭佑

Ｓ３ 田村 賢一 ０－１ 玉川 傑洋 Ｓ３ 山下 岳 ２－０ 玉川 傑洋

女 子 準 決 勝女 子 準 決 勝女 子 準 決 勝女 子 準 決 勝

星稜高校 ３－０ 金沢泉丘高校 野々市明倫高校 ２－３ 大聖寺高校

Ｓ１ 割出 晶子 ６－０ 谷口 莉奈 Ｓ１ 藤田 千尋 １－６ 佐藤可奈子

Ｄ１ 井上千英子・高井世梨奈 ６－１ 中元 咲・空閑 翠 Ｄ１ 上野 美紀・柿島 唯 ４－６ 谷口 桃・畳野 杏奈

Ｓ２ 奥山 円 ６－０ 村上友里恵 Ｓ２ 毛登真里絵 ６－４ 新木 優実

Ｄ２ 冬爪奈緒美・北 朋未 ４－１ 岡田真由美・木村 聖 Ｄ２ 中垣江里可・堺 有希 ５－７ 大江奈緒子・安田 佳奈

Ｓ３ 広瀬 亜耶 － 但馬 美保 Ｓ３ 小坂 彩子 ７－５ 小谷友梨恵

女 子 決 勝 女 子 代 表 決 定女 子 決 勝 女 子 代 表 決 定女 子 決 勝 女 子 代 表 決 定女 子 決 勝 女 子 代 表 決 定

星稜高校 ３－０ 大聖寺高校 金沢泉丘高校 １－４ 大聖寺高校

Ｓ１ 割出 晶子 ６－１ 谷口 桃 Ｓ１ 谷口 莉奈 ６－３ 佐藤可奈子

Ｄ１ 井上千英子・高井世梨奈 ４－３ 新木 優実・佐藤可奈子 Ｄ１ 但馬 美保・村上友里恵 ６－７ 谷口 桃・畳野 杏奈

Ｓ２ 奥山 円 ６－０ 畳野 杏奈 Ｓ２ 空閑 翠 ４－６ 新木 優実

Ｄ２ 冬爪奈緒美・北 朋未 ６－０ 小谷友梨恵・安田 佳奈 Ｄ２ 岡田真由美・木村 聖 １－６ 大江奈緒子・安田 佳奈

Ｓ３ 広瀬 亜耶 １－１ 大江奈緒子 Ｓ３ 中元 咲 ３－６ 小谷友梨恵



男子シングルス男子シングルス男子シングルス男子シングルス

1. 能村 仁 (金 沢) 61 62 52. 渡辺 貴斗 (金 沢)
2. 山岸 雄太 (金大付) 53. 矢島 翔 (二 水)
3. 大野 裕貴 (星 稜) 60 61 62 63 54. 吉田 圭佑 (泉 丘)
4. 川畑 大地 (大聖寺) 64 64 55. 竹内 修 (伏 見)
5. 綾村 恭平 (金市工) 56. 竹村 裕介 (金大付)
6. 数左 光洋 (小松工) 64 62 62 62 57. 高木 将史 (小松工)
7. 深田 友康 (桜 丘) 61 62 58. 石原 暢 (小 松)*
8. 山田 正悟 (辰巳丘) 59. 神林 繁 (北 陵)
9. 中村 達朗 (伏 見) 63 64 60. 市村 太一 (星 稜)
10. 古岡 孝仁 (県立工) 62 64 63 76 61. 浅井 健吾 (小松工)
11. 問谷 恭平 (泉 丘) 62 62. 竹澤 航 (桜 丘)

* 12. 嘉野 敦史 (小 松) 61 63 63. 谷 卓郎 (錦 丘)
13. 山本 健朗 (小松工) 64 76 61 64. 西村 知輝 (小松工)
14. 生水 貫人 (泉 丘) 65. 北村 誠浩 (伏 見)
15. 大兼政 天平 (錦 丘) 75 63 64 75 66. 岡崎 龍一 (金市工)
16. 村中 俊哉 (翠 星) 62 62 67. 若林 竜介 (二 水)*
17. 中村 陽一 (金沢西) 68. 谷川 貴英 (尾山台)頃
18. 下口 裕輔 (金 沢) 63 62 69. 大洞 七星 (石高専)
19. 扇子 直人 (北 陵) 61 60 64 70. 吉本 俊之 (明 倫)末
20. 川代 聡 (伏 見) 75 62 61 71. 赤池 貴充 (金沢西)

* 21. 浅野 俊平 (星 稜) 72. 野村 拓也 (金 沢)真
22. 綿谷 則宏 (小松工) 62 64 73. 俵 伸夫 (星 稜)
23. 杉本 裕輔 (寺 井) 64 64 61 76 74. 玉川 傑洋 (泉 丘)一
24. 志浦 啓之 (二 水) 75. 加納 雅明 (大聖寺)
25. 藤田 圭伍 (石高専) 62 75 76. 丹羽 佑介 (寺 井)
26. 中村 隆志 (二 水) 75 62 60 77. 西田 圭佑 (星 稜)
27. 中島 裕輔 (泉 丘) 4-6 61 78. 河西 紀明 (金 沢)
28. 山本 泰生 (小 松) 62 61 64 64 79. 蓮井 大介 (小松工)
29. 板岡 雅也 (県立工) 64 62 80. 荒木 拓 (小 松)

* 30. 中田 有軌 (寺 井) 81. 横山 献 (桜 丘)
31. 越川 貴博 (北 陵) 63 61 76 62 82. 魚屋 雄飛 (泉 丘)
32. 今枝 正成 (松 任) 61 75 83. 尾崎 泰士 (星 稜)
33. 神宮司 康全 (星 稜) 84. 宮野前 旨弘 (伏 見)
34. 長尾 潤 (小松工) 63 63 85. 舘 正裕樹 (錦 丘)
35. 山下 岳 (金 沢) 75 63 62 62 86. 新田 永世 (二 水)*
36. 北川 修平 (金沢西) 87. 髙木 翔司 (県立工)
37. 向井 貴誉志 (伏 見) 60 63 88. 川上 勇志 (金市工)
38. 伊藤 俊次 (金市工) 64 63 64 89. 川端 勇一郎 (小松工)
39. 白井 大介 (明 倫) 63 60 76 90. 戸田 勇志 (金沢西)
40. 前吉 雄太 (小 松) 91. 宮竹 宏次郎 (金沢商)
41. 越田 篤司 (小松工) 64 61 60 62 92. 高出 健志郎 (二 水)
42. 出口 和矢 (金沢商) 62 63 93. 田村 賢一 (小松工)*
43. 古保 恵一 (金 沢) 94. 山崎 良輔 (金大付)
44. 松田 祐樹 (桜 丘) 63 62 95. 仙田 暢芳 (金市工)
45. 齊藤 悠太 (星 稜) 76 64 63 96. 新谷 侑大 (星 稜)
46. 小林 勇毅 (錦 丘) 62 61 97. 岡村 浩平 (北 陵)
47. 菅沼 秀弥 (小松工) 63 98. 小林 陽祐 (明 峰)
48. 横川 陽太郎 (二 水) 63 60 63 99. 中野 慎也 (松 任)
49. 堂ヶ端 裕太 (星 稜) 60 62 100. 紙谷 俊平 (泉 丘)
50. 若山 大樹 (明 峰) 61 101. 頃末 真一 (明 倫)

* 51. 浜口 国明 (金大付) 64



男子ダブルス（１）男子ダブルス（１）男子ダブルス（１）男子ダブルス（１）
1. 能村 ・渡辺 (金 沢) 60 60 50. 西村 ・山本 (小松工)
2. 梅崎 ・中川 (明 倫) 51. 岩田 ・坂本 (明 倫)
3. 新谷 ・番作 (二 水) 60 60 61 wo 52. 木下 ・中川 (寺 井)
4. 出井 ・大高 (内 灘) 64 64 53. 宮竹 ・諸谷 (金沢商)
5. 石崎 ・高山 (明 峰) 62 54. 木谷 ・谷 (県立工)
6. 市川 ・中西 (北 陵) 64 60 64 55. 柴田 ・竹内 (伏 見)
7. 佐々木・吉本 (寺 井) 75 61 56. 猪谷 ・金谷 (泉 丘)
8. 今井 ・西川 (泉 丘) 57. 齊藤 ・仲川 (星 稜)
9. 絹川 ・高橋 (錦 丘) 75 64 58. 今津 ・中村 (金 沢)
10. 金山 ・宮坂 (伏 見) 64 75 63 61 59. 中村 ・森田 (二 水)
11. 鈴木 ・吉野 (星 稜) 60. 扇子 ・越川 (北 陵)
12. 小西 ・室岡 (石高専) 75 60 64 64 61. 高 ・余野木 (明 峰)
13. 秋本 ・宮本 (金沢東) 61 76 62. 谷川 ・野村 (尾山台)
14. 風間 ・東 (星 稜) 63. 髙木 ・本 (県立工)
15. 佐藤 ・吉本 (明 倫) 60 60 64 62 64. 玉川 ・長谷川 (泉 丘)
16. 坂本 ・宮本 (県立工) 60 61 65. 北 ・神宮司 (星 稜)
17. 寺田 ・隣 (遊学館) 頃 66. 川上 ・仙田 (金市工)
18. 道下 ・望月 (泉 丘) 62 末 60 67. 岩本 ・岡田 (金高専)
19. 今江 ・鈴木 (金市工) 63 61 ・ 63 62 68. 西 ・矢部 (桜 丘)
* 20. 荒木 ・山本 (小 松) 白 69. 笠川 ・須加 (辰巳丘)
21. 永田 ・志浦 (二 水) 62 井 61 70. 石原 ・前吉 (小 松)*
22. 本多 ・宮崎 (大聖寺) 60 64 61 63 71. 坂田 ・中野 (二 水)
23. 澤田 ・田村 (小松工) 72. 北川 ・清瀬 (金沢西)
24. 尾山 ・横山 (金沢西) 62 64 61 73. 大兼政・谷 (錦 丘)
* 25. 生水 ・問谷 (泉 丘) 62 36 61 61 74. 山岸 ・山崎 (金大付)*
26. 川代 ・北村 (伏 見) 75. 中野 ・宮下 (大聖寺)
27. 麦谷 ・山崎 (明 峰) 61 60 62 61 76. 大野 ・橋本 (星 稜)
28. 数左 ・菅沼 (小松工) 75 63 77. 英 ・吉川 (向 陽)
29. 車 ・濱本 (遊学館) 78. 柴田 ・宮一 (北 陵)
30. 荒木 ・岩崎 (辰巳丘) 62 63 76 79. 越川 ・冨田 (錦 丘)
31. 松田 ・横山 (桜 丘) 64 76 63 80. 川岸 ・山岸 (泉 丘)
32. 浅野 ・市村 (星 稜) 76 81. 上田 ・川端 (寺 井)
33. 小林 ・横川 (二 水) 64 82. 恒田 ・西崎 (二 水)
34. 上坂 ・福田 (尾山台) 60 64 63 83. 浅井 ・越田 (小松工)
35. 小林 ・竹内 (錦 丘) 61 75 84. 卯野 ・廣岡 (明 峰)
36. 加納 ・川畑 (大聖寺) 75 85. 河西 ・小泉 (金 沢)
37. 下畠 ・松下 (金 沢) 61 62 75 86. 清水 ・松田 (星 稜)
38. 宮崎 ・柳原 (金 沢) 61 63 87. 松村 ・村井 (加 賀)
39. 先川 ・本屋 (県立工) 60 63 88. 石橋 ・中田 (鶴 来)
40. 中川 ・山 (明 倫) 62 75 62 89. 西済 ・山鍬 (桜 丘)
41. 佐々木・西上 (星 稜) 64 90. 石田 ・平本 (小 松)
42. 大石 ・篠原 (二 水) 63 91. 津川 ・中村 (二 水)
43. 岡本 ・熊本 (金市工) 62 63 63 92. 酒向 ・波佐谷 (遊学館)
44. 中川 ・村中 (翠 星) 62 60 93. 相福 ・宮浦 (小松工)
45. 川端 ・立花 (小松工) 64 94. 森 ・諸野 (金市工)
46. 安達 ・桶川 (金沢西) 61 60 75 95. 緒方 ・田近 (金沢西)
47. 木村 ・中野 (松 任) 63 60 96. 岩崎 ・谷崎 (県立工)
48. 杉本 ・田中 (小 松) 60 97. 頃末 ・白井 (明 倫)
49. 竹村 ・浜口 (金大付) 62



男子ダブルス（２）男子ダブルス（２）男子ダブルス（２）男子ダブルス（２）
98. 中村 ・若林 (二 水) 60 60 146. 中田 ・丹羽 (寺 井)*
99. 工保 ・桜井 (星 稜) 147. 荒井 ・岡田 (泉 丘)
100. 川上 ・北出 (大聖寺) 64 63 61 62 148. 東藤 ・野村 (松 任)
101. 供田 ・森口 (遊学館) 61 wo 149. 畠山 ・堀田 (星 稜)
102. 神林 ・道下 (北 陵) 63 150. 矢田郷・吉田 (小 松)
103. 北林 ・佐々木 (伏 見) 60 62 63 151. 島田 ・永田 (小松工)
104. 川合 ・染川 (辰巳丘) 63 61 152. 竹田 ・中村 (明 倫)
105. 河村 ・道 (松 任) 153. 堂下 ・山下 (内 灘)
106. 鈴木 ・道端 (小 松) 61 61 154. 戸田 ・中村 (金沢西)
107. 作野 ・西川 (金高専) 76 63 64 60 155. 伊藤 ・小泉 (辰巳丘)
108. 田中 ・山田 (錦 丘) 156. 野村 ・山下 (金 沢)
109. 岡田 ・山本 (泉 丘) 75 60 76 60 157. 島野 ・前田 (二 水)
*110. 安藤 ・本 (金 沢) 75 61 158. 板岡 ・古岡 (県立工)
111. 長尾 ・中西 (小松工) 159. 石田 ・高木 (小松工)
112. 裏谷 ・酢谷 (金市工) 64 75 64 61 160. 綾村 ・花外 (金市工)
113. 高田 ・田辺 (金大付) 64 62 161. 岡島 ・宮野前 (伏 見)
114. 坂本 ・佐藤 (明 倫) 162. 大洞 ・藤元 (石高専)
115. 藤井 ・山口 (明 峰) 63 俵 63 163. 橘 ・徳田 (錦 丘)
116. 赤池 ・丹尾 (金沢西) 62 60 ・ 60 60 164. 樫田 ・谷口 (二 水)
117. 山根 ・渡辺 (県立工) 西 165. 東原 ・米田 (遊学館)
118. 中川 ・西高 (泉 丘) 62 田 62 166. 福田 ・道場 (明 峰)
119. 清原 ・寺西 (錦 丘) 61 63 63 62 167. 大萩 ・宮口 (翠 星)
120. 坂田 ・松浦 (二 水) 168. 小浦 ・越野 (桜 丘)
121. 堂ヶ端・細川 (星 稜) 62 60 169. 俵 ・西田 (星 稜)
122. 伊藤 ・岡崎 (金市工) 64 64 46 64 170. 磯部 ・宮田 (明 倫)
123. 竹川 ・鶴見 (二 水) 171. 小林 ・若林 (金市工)
124. 清水 ・吉田 (泉 丘) 62 60 64 61 172. 江畑 ・細川 (泉 丘)
125. 表野 ・北河 (明 倫) 60 60 173. 川端 ・綿谷 (小松工)
126. 羽場 ・水野 (桜 丘) 174. 新谷 ・武田 (金沢西)
127. 隈部 ・藤田 (石高専) 63 75 63 61 175. 森 ・矢島 (二 水)
128. 角間 ・斎藤 (遊学館) 63 61 176. 泉 ・若林 (金 沢)
129. 舘 ・山川 (錦 丘) 177. 新谷 ・番匠 (星 稜)
130. 蚊戸 ・田中 (県立工) 76 63 178. 石尾 ・山田 (辰巳丘)*
131. 古保 ・下口 (金 沢) 61 63 62 64 179. 南 ・森 (県立工)
132. 尾崎 ・割出 (星 稜) 180. 竹澤 ・平村 (桜 丘)
133. 杉本 ・山崎 (寺 井) 76 60 181. 木村 ・林 (尾山台)
134. 石黒 ・藤川 (金沢商) 62 63 62 61 182. 岡田 ・岡村 (北 陵)
135. 中本 ・蓮井 (小松工) 183. 徳田 ・西田 (小 松)
136. 嘉野 ・水戸 (小 松) 60 62 63 76 184. 谷口 ・細川 (遊学館)
137. 新田 ・宮島 (尾山台) 64 63 185. 北川 ・久野 (金大付)
138. 中島 ・服部 (金 沢) 186. 水上 ・山田 (二 水)
139. 久内 ・松下 (星 稜) 61 62 187. 西 ・山若 (明 峰)
140. 小林 ・若山 (明 峰) 75 63 62 61 188. 秋野 ・花本 (加 賀)
141. 上野 ・落合 (向 陽) 189. 金田 ・野村 (錦 丘)
*142. 中村 ・向井 (伏 見) 61 61 190. 田上 ・田中 (寺 井)
143. 紙谷 ・谷口 (泉 丘) 62 62 60 63 191. 上出 ・清水 (大聖寺)
144. 田中 ・鶴見 (鶴 来) 192. 前川 ・和田 (金沢東)
145. 高出 ・新田 (二 水) 61 61 193. 魚屋 ・中島 (泉 丘)

【決 勝】 頃 末 ・ 白 井 ４－６ 俵 ・ 西 田



女子シングルス女子シングルス女子シングルス女子シングルス

1. 割出 晶子 (星 稜) 60 60 40. 金平 絵美 (金 沢)

2. 中田 麻奈美 (大聖寺) 60 60 41. 毛登 真里絵 (明 倫)

3. 水上 美穂 (遊学館) 63 60 42. 今越 絵里 (泉 丘)

4. 茨木 麻佑 (尾山台) 43. 桶 友里恵 (県立工)

5. 高井 由佳 (金沢西) 63 60 63 62 44. 萩原 由利恵 (錦 丘)

* 6. 但馬 美保 (泉 丘) 76 76 45. 多々見 友貴 (星 稜)

7. 寺岸 茉衣子 (錦 丘) 46. 川畑 綾野 (二 水)

8. 紺井 聖子 (北 陵) 64 75 47. 谷口 桃 (大聖寺)

9. 松島 朋未 (県立工) 64 60 62 76 48. 皆戸 智絵 (金沢西) *

10. 大江 奈緒子 (大聖寺) 61 60 49. 岡田 真由美 (泉 丘)

* 11. 上野 美紀 (明 倫) 62 62 50. 長村 明日香 (辰巳丘)割
12. 大東 由紀子 (錦 丘) 75 64 51. 山田 美沙 (尾山台) *

13. 村上 友里恵 (泉 丘) 62 52. 百成 知美 (錦 丘)出
14. 西沢 絵理 (小 松) 61 53. 源 かさね (桜 丘)

15. 太田 翔子 (星 稜) 63 61 76 54. 高井 世梨奈 (星 稜)晶
16. 安田 佳奈 (大聖寺) 64 60 55. 坂井 智美 (遊学館)

17. 川崎 由紀 (桜 丘) 61 56. 中垣 江里可 (明 倫)子
18. 笠原 恵理 (金大付) 62 63 57. 岡田 詩織 (小松工)

19. 久内 麻彩美 (金 沢) 62 63 58. 佐藤 可奈子 (大聖寺)

20. 山川 文香 (石高専) 63 60 61 59. 新木 優実 (大聖寺)

* 21. 井上 千英子 (星 稜) 64 6-2 61 63 60. 山崎 詩織 (小 松)

22. 小袋 さやか (辰巳丘) 60 60 61. 坂野 舞 (伏 見)

23. 高柳 美沙 (二 水) 64 62. 元吉 彩子 (星 稜)

24. 中川 侑香 (泉 丘) 60 75 63. 吉田 恵理 (錦 丘)

25. 畳野 杏奈 (大聖寺) 76 60 63 64. 広瀬 亜耶 (星 稜)

26. 小坂 彩子 (明 倫) 61 65. 粟倉 志歩 (金大付)

27. 森田 千瑛 (明 峰) 61 66. 堺 有希 (明 倫) *

28. 笠井 真未 (県立工) 63 64 67. 中元 咲 (泉 丘)

29. 北 朋未 (星 稜) 63 75 68. 新矢 友里香 (二 水)

30. 山本 紘生 (錦 丘) 60 60 62 69. 中江 玲 (明 峰)

31. 中川 恵 (尾山台) 64 62 63 70. 空閑 翠 (泉 丘)

32. 酒野 香織 (小 松) 61 71. 河内 玲奈 (金沢西) *

33. 番匠 香菜 (金沢商) 62 72. 小谷 友梨恵 (大聖寺)

* 34. 谷口 莉奈 (泉 丘) 60 60 64 73. 柿島 唯 (明 倫)

35. 早川 由香梨 (桜 丘) 62 61 74. 西井 香菜美 (錦 丘)

36. 橋本 千夏 (錦 丘) 63 75. 宮島 有紗 (桜 丘)

37. 藤田 千尋 (明 倫) 60 60 76. 荒木 由紀 (北 陵)

38. 橋本 絵里香 (大聖寺) 61 60 77. 奥山 まどか (星 稜)

39. 冬爪 奈緒美 (星 稜) 62



女子ダブルス女子ダブルス女子ダブルス女子ダブルス
1. 奥山 ・割出 (星 稜) 60 61 46. 井上 ・高井 (星 稜)
2. 北村 ・中山 (大聖寺) 60 62 47. 神田 ・橋本 (小 松)
3. 矢澤 ・山下 (北陸学) 61 61 48. 井村 ・古田 (県立工)
4. 竹本 ・源 (桜 丘) 49. 津田 ・西川 (北 陵)
5. 太村 ・吉田 (金沢西) 75 61 63 62 50. 高出 ・李 (泉 丘)

* 6. 岡田 ・木村 (泉 丘) 61 63 51. 谷口 ・横江 (金 沢)
7. 金山 ・松川 (松 任) 52. 酒井 ・田矢 (金沢西)
8. 土岐 ・西山 (加 賀) 62 75 53. 越 ・立岩 (明 倫)
9. 嶋崎 ・番匠 (金沢商) 63 63 63 75 54. 茨木 ・幸山 (尾山台)
10. 柿島 ・地原 (明 倫) 55. 笠原 ・森下 (金大付)*
11. 石浦 ・中出 (小 松) 63 61 62 61 56. 川北 ・松村 (遊学館)
* 12. 中川 ・山田 (尾山台) 64 61 57. 空閑 ・中元 (泉 丘)*
13. 徳丸 ・藤本 (金 沢) 58. 大東 ・山本 (錦 丘)
14. 紺谷 ・高柳 (二 水) 64 76 64 62 59. 井森 ・坂下 (遊学館)
15. 上野 ・中垣 (明 倫) 61 60 60. 宋 ・長谷川 (二 水)
16. 太田 ・得田 (星 稜) 61. 酒野 ・西沢 (小 松)
17. 但馬 ・柳瀬 (泉 丘) 63 割 60 62. 坂本 ・長村 (辰巳丘)
18. 岩井 ・高井 (金沢西) 62 63 出 62 75 63. 小谷 ・安田 (大聖寺)
19. 寺岸 ・萩原 (錦 丘) ・ 64. 柿本 ・金井 (桜 丘)
20. 坂井 ・水上 (遊学館) 64 奥 63 65. 北崎 ・田代 (石高専)
21. 松本 ・山本 (北 陵) 75 62 山 62 60 66. 森 ・山先 (松 任)
22. 永井 ・槙野 (県立工) 67. 北川 ・出口 (金沢西)
23. 土本 ・山崎 (小 松) 75 61 62 68. 堺 ・毛登 (明 倫)
24. 新木 ・佐藤 (大聖寺) 60 61 62 60 69. 谷口 ・村上 (泉 丘)
25. 今越 ・中川 (泉 丘) 62 70. 江川 ・巽 (小 松)
26. 長山 ・新田 (明 倫) 61 61 60 71. 北 ・冬爪 (星 稜)
27. 油野 ・三木 (金 沢) 75 72. 喜田 ・福岡 (金沢東)
28. 桶 ・松島 (県立工) 62 61 73. 中田 ・橋本 (大聖寺)
29. 此内 ・田中 (伏 見) 63 62 63 74. 岡田 ・木戸 (小松工)
30. 百成 ・吉田 (錦 丘) 61 75. 小坂 ・藤田 (明 倫)
* 31. 佐々木・森田 (明 峰) 64 76. 川畑 ・古賀 (二 水)
32. 堂道 ・三澤 (小 松) 61 64 63 77. 山川 ・脇濱 (伏 見)
33. 上田 ・新矢 (二 水) 63 62 78. 板岡 ・笠井 (県立工)*
34. 浅田 ・岸野 (寺 井) 60 79. 又 ・山梨 (金 沢)
35. 梶 ・小袋 (辰巳丘) 63 63 61 80. 岡田 ・土屋 (金沢西)
36. 大西 ・羽根田 (金 沢) 62 81. 木田 ・牧 (小 松)
37. 畳野 ・水上 (大聖寺) 62 61 62 82. 荒井 ・紺井 (北 陵)
* 38. 広瀬 ・元吉 (星 稜) 62 62 61 83. 川崎 ・早川 (桜 丘)
39. 粟倉 ・斉藤 (金大付) 62 84. 富田 ・松林 (明 倫)
40. 太田 ・宮島 (桜 丘) 62 85. 大江 ・谷口 (大聖寺)*
41. 石宮 ・堀 (小 松) 60 61 61 86. 池原 ・柴田 (遊学館)
42. 柴田 ・福本 (遊学館) 61 75 87. 藤田 ・藪田 (二 水)
43. 新保 ・山辺 (金沢東) 60 88. 浦崎 ・木田 (北陸学)
44. 片山 ・長田 (二 水) 61 63 89. 金谷 ・能田 (金沢商)
45. 河内 ・皆戸 (金沢西) 60 60 90. 金子 ・下 (明 峰)

60 91. 金平 ・久内 (金 沢)



大 会 名 平成16年度(第18回)金沢地区高等学校テニスダブルス選手権大会

主 催 金沢市テニス協会

主 管 石川県高等学校体育連盟テニス部，石川県テニス協会

開 催 日 平成16年11月3日(水)，7日(日)

会 場 城北市民テニスコート，西部緑地公園テニスコート



大 会 名 平成16年度加賀地区高等学校テニスダブルス選手権大会

主 催 小松市テニス協会

主 管 石川県高等学校体育連盟テニス部，石川県テニス協会

開 催 日 平成16年11月3日(水)，7日(日)

会 場 辰口丘陵公園テニスコート



大 会 名 平成16年度(第17回)石川県高校テニスダブルス選手権大会

主 催 石川県テニス協会

主 管 小松市テニス協会，石川県高等学校体育連盟テニス部

開 催 日 平成17年1月4日(火)

会 場 こまつドーム



第１７回石川県高校テニスダブルス選手権大会第１７回石川県高校テニスダブルス選手権大会第１７回石川県高校テニスダブルス選手権大会第１７回石川県高校テニスダブルス選手権大会

平成17年１月４日(火) 小松ドーム
☆男子の部

１．俵 ・西田（星稜） 61
２．石尾・山田（辰巳丘） 62
３．古保・本 （金沢）
４．生水・問谷（泉丘） 60 (1)
５．樫田・谷口（二水） 76
６．中田・丹羽（寺井） 63
７．石原・前吉（小松） 62
８．西村・山本（小松工） 62 63
９．竹村・浜口（金大附） 62
10．水戸・山本（小松） 62
11．小林・横川（二水）
12．川端・綿谷（小松工） 64
13．佐藤・吉本（明倫） 64
14．今津・下口（金沢） 75 63
15．小林・若山（明峰）
16．伊藤・岡崎（金市工） 64
17．能村・渡辺（金沢） 60 61
18．山岸・山崎（金大附） 61
19．岡本・熊本（金市工） 64
20．中村・向井（伏見） 63
21．浅井・越田（小松工）
22．浅野・神宮司（星稜） 62 62
23．石田・平本（小松） 76
24．魚屋・中島（泉丘） (6) 76
25．中村・若林（二水） 75 (4)
26．荒木・嘉野（小松） 63
27．東原・米田（遊学館）
28．安藤・山下（金沢） 60 (4)
29．菅沼・長尾（小松工） 64 76
30．加納・川畑（大聖寺）
31．紙谷・川岸（泉丘） 60
32．頃末・白井（明倫） 61
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第１７回石川県高校テニスダブルス選手権大会第１７回石川県高校テニスダブルス選手権大会第１７回石川県高校テニスダブルス選手権大会第１７回石川県高校テニスダブルス選手権大会

平成17年１月４日(火) 小松ドーム
☆女子の部

１．奥山・割出（星稜） 60
２．毛登・藤田（明倫） 60
３．畳野・谷口（大聖寺） 63
４．岡田・土屋（金沢西） 60
５．笠原・森下（金大附）
６．中川・山田（尾山台） 64
７．岡田・木村（泉丘） 63
８．坂井・水上（遊学館） 62 63
９．井上・元吉（星稜） 61
10．小谷・水上（大聖寺） 62
11．酒井・又 （金沢）
12．桶 ・松島（県工） 62 75
13．大東・百成（錦丘）
14．上田・新矢（二水） 64
15．上野・中垣（明倫） 60
16．冬爪・広瀬（星稜） 61 64
17．河内・皆戸（金沢西） 63
18．紺井・西川（北陵）
19．大江・安田（大聖寺） 62 64
20．萩原・吉田（錦丘）
21．徳丸・羽根田（金沢） 60
22．柿島・堺 （明倫） 75
23．板岡・笠井（県工） 62
24．新木・佐藤（大聖寺） 75
25．金平・久内（金沢） 64 62
26．佐々木・森田（明峰） 62
27．空閑・中元（泉丘）
28．粟倉・斎藤（金大附） 62
29．紺谷・高柳（二水） 60
30．酒野・西沢（小松） 61
31．中田・西野（大聖寺） 62
32．北 ・高井（星稜） 61
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