
 

 

テテニニスス部部    男男子子  ３３００名名、、  女女子子  １１８８名名    

目目指指せせ！！    団団体体全全国国大大会会出出場場！！！！  

練練習習時時間間  

月月曜曜日日～～木木曜曜日日：：１１６６：：００００～～１１９９：：００００  

金金曜曜日日：：ラランンニニンンググ（（男男子子約約７７キキロロ、、女女子子約約５５キキロロ））  

土土曜曜日日：：各各週週でで男男女女午午前前・・午午後後のの入入れれ替替わわりり  

（（午午前前：：９９：：００００～～１１３３：：００００、、午午後後：：１１３３：：００００～～１１８８：：００００））  

日日曜曜日日：：９９：：００００～～１１３３：：００００  （（土土日日祝祝でで練練習習試試合合がが入入るるここととももよよくくあありりまますす。。））  

テテニニススココーートトははオオムムニニココーートトででナナイイタターー設設備備もも完完備備！！  

２２面面ししかかあありりまませせんんがが男男女女でで効効率率良良くく練練習習ししてていいまますす。。  

  

                

                                              



 

 

試試    合合    結結    果果  
平成２２年度 

 ６月 平成２２年度和歌山県高等学校総合体育大会テニス競技の部 

男子団体 準優勝 

男子シングルス 第３位  

男子ダブルス  準優勝  

 

 ８月 平成２２年度和歌山県高等学校新人テニス大会 

男子シングルス 第３位  

男子ダブルス  第３位 

 

 １０月 千葉国民体育大会 

男子シングルス１名出場 

 

 １０月 平成２２年度全国高等学校選抜テニス大会和歌山県大会  

男子団体 優勝 

 

 １月 第８回近畿公立高等学校テニス大会団体の部  

男子団体 優勝 

 

 １月 平成２２年度和歌山県高等学校室内テニス大会 

男子シングルス 第３位  

男子ダブルス  第３位  

 

平成２３年度 

 ６月 平成２３年度和歌山県高等学校総合体育大会テニス競技の部 

男子団体 準優勝 

男子シングルス 準優勝 １名（インターハイ出場決定） 

男子ダブルス  第３位 １組 

 

 ８月 平成２３年度全国高等学校総合体育大会テニス競技の部（インターハイ） 

男子シングルス１名出場 

 

 ８月 平成２３年度和歌山県高等学校新人テニス大会  

女子シングルス 第３位 



 

 

９月 平成２３年度近畿高等学校テニス大会 

男子シングルス１名 

女子シングルス１名  出場 

  

１月 第９回近畿公立高等学校テニス大会団体の部  

男子団体出場 

 

 ２月 近畿公立高等学校シングルス大阪招待テニストーナメント 

男子シングルス１名 

女子シングルス１名  出場 

 

平成２４年度 

 ９月 平成２４年度近畿高等学校テニス大会 

男子シングルス１名出場 

 

 ２月 第１回近畿公立高等学校テニス大会個人の部 

男子シングルス１名出場 

 

平成２５年度 

 ８月 平成２５年度和歌山県高等学校新人テニス大会 

男子ダブルス 第３位 １組 

 

 ８月 和歌山県高等学校サマーテニストーナメント 

男子ダブルス 優勝 

 

 ９月 平成２５年度近畿高等学校テニス大会 

男子ダブルス１組出場 

 

 ９月 平成２５年度和歌山県公立高等学校テニス大会団体の部 

男子団体 準優勝 

 

１２月 第１０回フレッシュカップジュニア大会 

男子ダブルス 第３位 

 

 １月 第１１回近畿公立高等学校テニス大会団体の部  

男子団体出場 



 

 

 ２月 第１８回紀三井寺公園杯ジュニアテニス大会 

男子シングルス 優勝 

 

平成２６年度 

 ８月 和歌山県高等学校新人テニス大会 

男子シングルス 第３位、ベスト８ 

男子ダブルス  第３位 

女子シングルス ベスト８ 

 

 ８月 和歌山県ジュニアテニスチャンピオンシップ 2014サマーステージ 

男子シングルス ベスト８ ２名 

 

 ９月 平成２６年度近畿高等学校テニス大会 

男子シングルス ２名 

男子ダブルス  １組 

女子シングルス １名  出場 

 

 ９月 平成２６年度和歌山県公立高等学校テニス大会団体の部 

男子団体 準優勝 

女子団体 第３位 

 

１０月 平成２６年度全国高等学校選抜テニス大会和歌山県大会 

男子団体 第３位 

 

 １月 第１２回近畿公立高等学校テニス大会団体の部 

男子団体出場 

 

 １月 和歌山県高等学校室内テニス大会 

男子シングルス 第３位 １名 

男子ダブルス ベスト８ １組 

 

 ２月 第３回近畿公立高等学校テニス大会個人の部 

男子シングルス １名 

女子シングルス １名  出場 

 

 



 

 

平成２７年度 

 ５月 平成２７年度和歌山県高等学校総合体育大会テニス競技の部 

男子団体 ベスト８ 

女子団体 ベスト８ 

男子ダブルス 第３位 １組 

男子シングルス ベスト８ ２名 

 

 ６月 平成２７年度近畿高等学校選抜テニス大会新人の部 

男子シングルス １名出場 

 

８月 平成２７年度和歌山県高等学校新人テニス大会 

男子ダブルス 第３位 １組 

男子シングルス ベスト８ １名 

 

 ８月 和歌山県ジュニアテニスチャンピオンシップ 2015サマーステージ 

男子シングルス 第３位  １名 

        ベスト８ １名 

 

 ９月 平成２７年度和歌山県公立高等学校テニス大会団体の部 

男子団体 優勝 

 

 ９月 平成２７年度近畿高等学校テニス大会 

男子シングルス ２名 

男子ダブルス  １名 出場 

 

 ９月 第２４回海南市 Y－cupジュニアテニス大会 

男子シングルス 準優勝 １名 

        第３位 １名 

 

 １２月 第１２回フレッシュカップジュニアテニス大会 

男子ダブルス 第３位 １組 

女子ダブルス 第３位 １組 

 

 １月 第１３回近畿公立高等学校テニス大会団体の部 

男子団体 第３位 

 



 

 

 ２月 第４回近畿公立高等学校テニス大会個人の部 

男子シングルス ２名出場 

 

 ２月 第２０回紀三井寺公園杯ジュニアテニス大会 

男子シングルス 第３位 ２名 

 

 ３月 和歌山県ジュニアテニスチャンピオンシップ 2016スプリングステージ 

男子シングルス ベスト８ ２名 

 

平成２8 年度 

 ６月 平成２８年度和歌山県高等学校総合体育大会テニス競技の部 

男子団体 第３位 

男子シングルス ベスト８ １名 

        ベスト１６ １名 

男子ダブルス ベスト１６ ２組 

女子シングルス ベスト１６ １名 

 

 ６月 平成２８年度近畿高等学校選抜テニス大会新人の部 

男子シングルス １名出場 

 

８月 平成２８年度和歌山県高等学校新人テニス大会 

男子シングルス 優勝 １名 

男子ダブルス  第３位 １組 

女子シングルス ベスト８ １名 

女子ダブルス  ベスト８ １組 

 

 ８月 和歌山県ジュニアテニスチャンピオンシップ 2016サマーステージ 

女子シングルス 第３位  １名 

男子シングルス ベスト８ １名 

 

 ９月 平成２８年度和歌山県公立高等学校テニス大会団体の部 

男子団体 優勝 

女子団体 第３位 

 

  

 



 

 

９月 平成２８年度近畿高等学校テニス大会 

男子シングルス ２名 

女子シングルス １名 

男子ダブルス  １組  出場 

 

１０月 第２５回海南市 Y－Cup(柳川杯)ジュニア大会 

男子シングルス 準優勝 １名 

女子シングルス 第３位 １名 

 

１０月 和歌山ジュニアチャンピオンシップ 2016オータムステージ 

男子ダブルス 第３位 １組 

 

１２月 フレッシュカップジュニアテニス大会 

女子ダブルス 準優勝 １組 

 

１月 平成２８年度和歌山県高等学校室内テニス大会 

男子シングルス ベスト８ ２名 

女子シングルス 第３位  １名 

男子ダブルス  第３位  １組 

 

１月 第１４回近畿公立高等学校テニス大会団体の部 

男子団体出場 

 

２月 平成２８年度第５回近畿公立高等学校テニス大会個人の部 

男子シングルス ２名 

女子シングルス １名 出場 

 

３月 和歌山ジュニアチャンピオンシップ 2016スプリングステージ 

男子シングルス ベスト８ １名 

女子シングルス ベスト８ １名 

 

 

 

 

 

 



 

 

平成２９年度 

５月 2017和歌山県知事杯テニス選手権大会 

女子シングルス 準優勝 １名 

男子ダブルス 第３位  １組 

 


