
全能登中学校ソフトテニス大会
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第３４回石川県中学校ソフトテニス選手権大会

平成２９年８月２６日（土）

能都健民テニスコート

男子個人戦 (1)

奥原・塩谷 （七尾東部） 22

2 大窪・尾角 （志賀中） 瀬島・乗岡

1 服部・此下 （中能登中）

（七尾中） 23

3 織田・西川 （山代中） 横田・高川 （松波中） 24

4 桜井・今井 （富来中） 南出・作見 （山代中） 25

大間・小西 （東陽中） 26

6 金谷・坂本 （穴水中） 村木・平

5 作本・吉岡 （羽咋中）

（志賀中） 27

7 高橋・木戸 （七尾東部） 尾山・佐渡 （緑丘中） 28

8 二木・平田 （輪島中） 干場・後石原 （羽咋中） 29

岩崎・坂口 （輪島中） 30

10 森・花島 （七尾中） 続宗・森下

9 田中・加賀 （緑丘中）

（山代中） 31

11 山端・鷹 （松波中） 宮本・井元 （中能登中） 32

12 宇羅・堂ヶ平 （輪島中） 島崎・島田 （七尾中） 33

中・岡山 （山代中） 34

14 原・泉 （志賀中） 石田・森下

13 佐竹・竹田 （能登香島中）

（富来中） 35

15 高森・小林 （七尾中） 朝川・藤田 （東陽中） 36

16 木下・西出 （山代中） 山科・辻口 （志賀中） 37

築山・加藤 （中能登中） 38

18 野口・清水 （宝立中） 桑原・北橋

17 柏原・山 （緑丘中）

（七尾東部） 39

19 干場・永野 （羽咋中） 江下・佐渡 （志賀中） 40

20 川上・田中 （七尾東部） 浜野・木挽 （緑丘中） 41

反保・( ) （中能登中） 42

林・辻 （能登香島中） 43

21 瀬野・秋月 （東陽中）



第３４回石川県中学校ソフトテニス選手権大会

平成２９年８月２６日（土）

能都健民テニスコート

男子個人戦 (2)

牧・炭谷 (能都中) 66

45 岡倉・高田 （山代中） 木戸・広瀬

44 菊谷・山辺 （中能登中）

（東陽中） 67

46 白山・青木 （七尾東部） 橘・森下 （輪島中） 68

47 坂本・林 （松波中） 出雲・片山 （中能登中） 69

長澤・長谷川 （七尾中） 70

49 近江・田端 （宝立中） 留木・二俣

48 石田・山寺 （富来中）

（七尾東部） 71

50 寺崎・酒井 （羽咋中） 村井・田口 （志賀中） 72

51 木村・三原 （志賀中） 隅谷・野尻 （山代中） 73

女田・山王 （緑丘中） 74

53 森田・中野 （七尾中） 道井・河崎

52 鳴海・岩崎 （輪島中）

（羽咋中） 75

54 松井・田中 （山代中） 友廣・女田 （緑丘中） 76

55 麦谷・小林 （志賀中） 高木・平山 （能登香島中） 77

法貴・畦地 （山代中） 78

57 藤林・中山 （輪島中） 小室・大西

56 高田・谷口 （能登香島中）

（志賀中） 79

58 中村・中村 （七尾中） 鳴瀬・出口 （松波中） 80

59 松田・谷口 （山代中） 岡本・高橋 （富来中） 81

竹中・團子石 （松波中） 82

61 川口・小川 （七尾東部） 大宮・脇本

60 友延・岡田 （東陽中）

（東陽中） 83

62 井上・中田 （七尾中） 玉木・高橋 （七尾中） 84

63 源・濱野 （緑丘中） 近藤・辻 （志賀中） 85

鋪村・松村 （中能登中） 86

65 伊藤・長瀬 （多治見中）

64 開・高橋 (松波・能都)



第３４回石川県中学校ソフトテニス選手権大会

平成２９年８月２６日（土）

能都健民テニスコート

女子個人戦 (1)

布施・二口 （河北台中） 36

2 細口・中村 （輪島中） 田中・浦本

1 浜坂・西村 （宝達中）

（魚津東部中） 37

3 吉原・白山 （七尾東部中） 道端・沖崎 （輪島中） 38

4 西・山本 （南部中） 中野・大鷲 （松波中） 39

高井・高木 （七尾中） 40

6 石津・西出 （芦城中） 岡本・宮内

5 渡辺・松永 （羽咋中）

（七尾東部中） 41

7 瀧音・橡 （七尾中） 横山・市田 （山代中） 42

8 安栗・川坂 （緑丘中） 松本・濱上 （羽咋中） 43

高野・泉 （三崎中） 44

10 松原・川江 （内灘中） 則貞・鴨谷

9 水野・加藤 （志賀中）

（緑丘中） 45

11 深堀・深堀 （芦城中） 谷内・高本 （津幡南中） 46

12 稲葉・中 （魚津東部中） 金森・上村 （富来中） 47

井上・西口 （中能登中） 48

14 石本・池端 （山代中） 大門・福山

13 出村・濱田 （東陽中）

（志賀中） 49

15 岩井・岡島 （河北台中） 広岡・勝木 （芦城中） 50

16 南田・北島 （津幡南中） 村田・山口 （七尾東部中） 51

由本・赤井 （津幡南・内灘） 52

18 西田・細川 （能登香島中） 松浦・粟原

17 石川・森 （七尾東部中）

（宝達中） 53

19 小川・小野 （魚津東部中） 中村・川端 （穴水中） 54

20 小川・大庭 （富来中） 沢田・濱田 （七尾東部中） 55

銭田・岩本 （南部中） 56

22 江岸・鵜野 （輪島中） 谷・和田

21 高野・竹澤 （三崎中）

（松波中） 57

23 北・木下 （宝達中） 横井・本郷 （芦城中） 58

24 馬場・川原 （山代中） 蔵谷・西 （宝達中） 59

坂室・荒邦 （羽咋中） 60

26 大橋・福島 （七尾中） 萬亀・山岸

25 松村・大澤 （穴水中）

（輪島中） 61

27 川端・海道 （芦城中） 村田・石浦 （魚津東部中） 62

28 蔵谷・梶原 （宝達中） 上出・北野 （山代中） 63

背戸・宮崎 （東陽中） 64

30 山田・駒井 （羽咋中） 高橋・津田

29 田中・國木 （魚津東部中）

（七尾中） 65

31 濱田・牧野 （松波中） 竹本・仲村 （能登香島中） 66

32 比良・今江 （志賀中） 萩野・沖崎 （輪島中） 67

木谷・酒井 （富来中） 68

34 北野・宮山 （緑丘中） 村山・川村

33 多胡・表 （中能登中）

70

曽山・久保 （中能登中） 71

（志賀中） 69

35 森田・苑原 （津幡南中） 清水・本谷 （津幡南中）



第３４回石川県中学校ソフトテニス選手権大会

平成２９年８月２６日（土）

能都健民テニスコート

女子個人戦 (2)

高・新谷 （輪島中） 108

73 伊豆・大橋 （七尾東部中） 木越・辻口

72 竹山・坂本 （穴水中）

（志賀中） 109

74 柴田・加山 （芦城中） 谷・朝川 （東陽中） 110

75 北岩・田畑 （山代中） 不二井・高山 （穴水中） 111

岩崎・松澤 （七尾中） 112

77 大網・鍛冶 （松波中） 土合・川端

76 三野・南出 （七尾中）

（宝達中） 113

78 野崎・貞 （志賀中） 藤島・河合 （津幡南中） 114

79 寺井・濱田 （富来中） 樋詰・松本 （七尾東部中） 115

岩崎・福田 （富来中） 116

81 村上・米田 （津幡南中） 濱上・小原

80 坂本・中口 （東陽中）

（松波中） 117

82 黒坂・大崎 （魚津東部中） 橋場・奥田 （羽咋中） 118

83 水島・境 （内灘中） 万代呂・中村 （緑丘中） 119

川瀬・海堂 （山代中） 120

85 丹尾・松下 （輪島中）

84 山田・舛岡 （志賀中）

高岸・伊東 （魚津東部中） 121

86 岩野・田村 （羽咋中） 高橋・室井 （七尾東部中） 122

87 大乗・加藤 （宝達中） 中村・新谷 （芦城中） 123

88 島木・新蔵 （河北台中） 石田・園田 （津幡南中） 124

89 濱田・大矢 （能登香島中） 柳・木幡 （中能登中） 125

道下・大田 (能都・穴水) 126

91 中村・木下 （輪島中） 正角・細道

90 達・吉田 （南部中）

（輪島中） 127

92 村田・島田 （中能登中） 松谷・長谷川 （志賀中） 128

93 田岸・井上 （松波中） 三盃・菅野 （緑丘中） 129

丸井・油野 （河北台中） 130

95 高田・浜塚 （緑丘中） 新・福島

94 秋田・北村 （山代中）

（七尾東部中） 131

96 奥山・坪田 （芦城中） 石崎・葉勢森 （魚津東部中） 132

97 干場・向田 （志賀中） 赤坂・前田 （三崎中） 133

中村・林谷 （宝達中） 134

99 吉田・松中 （羽咋中） 入井・広瀬

98 宮本・木村 （七尾東部中）

（宝立中） 135

100 山岸・惣領 （輪島中） 笠間・八田 （内灘中） 136

101 庭田・松田 （津幡南中） 川端・宮田 （羽咋中） 137

木戸・長坂 （津幡南中） 138

103 前田・水野 （七尾中） 平野・鴫島

102 中山・廣田 （魚津東部中）

（七尾中） 139

104 井田・鍛治谷 （三崎中） 表・才門 （三崎・緑丘） 140

105 金森・福田 （富来中） 澤田・古川 （宝達中） 141

（能登香島中） 143

牧田・今出 （芦城中） 142

107 山本・藤井 （宝達中） 堀田・船木

106 吉田・作川 （芦城中）



第３４回石川県中学校ソフトテニス選手権

平成２９年８月２７日（日）

能都健民テニスコート

女子団体戦

穴水Ａ （鳳珠） 26

2 輪島Ｃ （輪島） 北鳴Ｃ

1 宝達Ａ （羽咋）

（金沢） 27

3 東部Ｃ （魚津） 羽咋Ｂ （羽咋） 28

4 犀星Ａ （金沢） 宝達Ｂ （羽咋） 29

七尾東部C （七尾） 30

6 津幡南Ｂ （河北） 三崎Ａ

5 緑丘Ｂ （珠洲）

（珠洲） 31

7 東陽Ａ （羽咋） 松波Ａ （鳳珠） 32

8 七尾東部Ａ （七尾） 中能登Ｂ （鹿島） 33

兼六Ａ （金沢） 34

10 富来Ａ （輪島） 輪島Ｂ

9 兼六Ｂ （金沢）

（輪島） 35

11 志賀Ａ （羽咋） 志賀Ｂ （羽咋） 36

12 松波Ｂ （鳳珠） 津幡南Ａ （河北） 37

南部Ａ （小松） 38

14 中能登Ａ （鹿島） 七尾東部B

13 北鳴Ａ （金沢）

（七尾） 39

15 七尾Ｂ （七尾） 富来Ｂ （羽咋） 40

16 高松Ｂ （河北） 高松Ａ （河北） 41

北鳴Ｂ （金沢） 42

18 穴水Ｂ （鳳珠） 緑丘Ａ

17 輪島Ａ （輪島）

（珠洲） 43

19 内灘Ａ （河北） 東部Ａ （魚津） 44

20 羽咋Ａ （羽咋） 額Ｂ （金沢） 45

七尾Ａ （七尾） 46

22 額Ａ （金沢） 志賀Ｃ

21 東部Ｂ （魚津）

（羽咋） 47

23 兼六Ｃ （金沢） 津幡南Ｃ （河北）

25 河北台Ａ （河北）

48

24 宝達Ｃ （羽咋） 能登香島Ａ （七尾） 49


