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平成23年度 青函対抗 試合結果

【連絡】
①青函対抗直前に函館男子で出場辞退、青森女子選手団で２名増加の連絡がありました。事務局秋葉は、

旭川遠征の出張中でしたので、ラサール高(田渕真)と函館西高(三浦・笹森)の各選手で急遽対応させて
もらいました。

②天候に恵まれず、一部体育館での試合となり、２－２から開始の試合も多数ありました。

【男子；シングルス】

順位 名 前 学年 所 属(学校) スコア 名 前(所 属)

１ 秋葉 颯樹 １ 函館ラサール高校 ６－２ 澤目 直規(青森東高校)
６－１ 野呂 佳央(青森東高校)
６－１ 澤目 直規(青森東高校)

２ 高野 巧馬 中２ アクテイブＴＡ ６－２ 野呂 佳央(青森東高校)
６－１ 澤目 直規(青森東高校)
６－１ 高杉 両平(青森高校)

３ 高野 雄暉 １ 函館ラサール高校 ６－２ 高杉 両平(青森高校)
６－２ 杉田 琢郎(青森高校)
６－１ 野呂 佳央(青森東高校)

４ 長谷川皓毅 １ 函館ラサール高校 ６－４ 杉田 琢郎(青森高校)
６－３ 高杉 両平(青森高校)
３－６ 大谷 舜(青森東高校)

５ 柴田 幹樹 １ 函館有斗高校 ６－２ 大谷 舜(青森東高校)
６－０ 福山 雅大(青森東高校)
６－２ 杉田 琢郎(青森高校)

６ 高岡 翔 中１ アクテイブＴＡ ６－４ 福山 雅大(青森東高校)
６－１ 大谷 舜(青森東高校)

７ 皿井 侑希哉 中２ 函館テニス倶楽部 ６－３ 今 進太郎(青森高校)
６－３ 工藤 開成(青森高校)
６－１ 福山 雅大(青森東高校)

８ 成田 海斗 小５ アクテイブＴＡ ６－２ 工藤 開成(青森高校)
６－０ 今 進太郎(青森高校)
６－２ 徳差 靖仁(青森東高校)

９ 下沖 祐太 ２ 函館西高校 ６－２ 福士 健太郎(青森東高校)
６－３ 徳差 靖仁(青森東高校)

10 久保田 悠生 中２ ドリームJr ６－４ 徳差 靖仁(青森東高校)
６－１ 福士 健太郎(青森東高校)

11 田淵 亜門 １ 函館ラサール高校 ７－５ 石岡 勇剛(青森高校)
６－０ 佐久間 雅史(青森高校)

12 田淵 真大 ２ 函館ラサール高校 ６－０ 佐久間 雅史(青森高校)
６－０ 石岡 勇剛(青森高校)



【男子；ダブルス】

順位 名 前 学年 所 属(学校) スコア 名 前(所 属)

１ 秋葉 颯樹 １ 函館ラサール高校 ６－３ 澤目・野呂(青森東高校)
２ 高野 巧馬 中２ アクテイブＴＡ ６－３ 大谷・福山(青森東高校)

６－１ 大谷・福山(青森東高校)
６－０ 今・工藤(青森高校)
６－１ 高杉・杉田(青森高校)

３ 高野 雄暉 １ 函館ラサール高校 ６－２ 高杉・杉田(青森高校)
４ 長谷川皓毅 １ 函館ラサール高校 ６－３ 石岡・佐久間(青森高校)

６－３ 福士・徳差(青森東高校)
６－２ 澤目・野呂(青森東高校)

５ 柴田 幹樹 １ 函館有斗高校 ６－４ 澤目・野呂(青森東高校)
６ 田渕 真大 ２ 函館ラサール高校 ６－１ 石岡・佐久間(青森高校)

６－１ 福士・徳差(青森東高校)

７ 高岡 翔 中１ アクテイブＴＡ ６－２ 今・工藤(青森高校)
８ 皿井 侑希哉 中２ 函館テニス倶楽部 ７－５ 澤目・野呂(青森東高校)

６－１ 高杉・杉田(青森高校)
６－１ 大谷・福山(青森東高校)

９ 成田 海斗 小５ アクテイブＴＡ ５－７ 福士・徳差(青森東高校)
10 下沖 祐太 ２ 函館西高校 ０－６ 大谷・福山(青森東高校)

７－６(3) 今・工藤(青森高校)
４－６ 澤目・野呂(青森東高校)

11 久保田 悠生 １ ドリームJr ６－０ 石岡・佐久間(青森高校)
12 田淵 亜門 １ 函館ラサール高校 (6)６－７ 福士・徳差(青森東高校)

６－３ 石岡・佐久間(青森高校)

13 柴田 幹樹 １ 函館有斗高校 ６－１ 今・工藤(青森高校)
14 下沖 祐太 ２ 函館西高校

15 久保田 悠生 中２ ドリームJr (5)６－７ 高杉・杉田(青森高校)
16 成田 海斗 小５ アクテイブＴＡ



【女子；シングルス】

順位 名 前 学年 所 属(学校) スコア 名 前(所 属)

１ 富田 祐衣 １ 函館白百合高校 ６－２ 柳瀬 結日(青森東高校)
６－２ 川浪 沙紀子(青森東高校)

２ 赤坂 羅那 １ 函館白百合高校 ６－３ 川浪 沙紀子(青森東高校)
６－２ 柳瀬 結日(青森東高校)

３ 森 寛乃 中2 函館白百合中学校 ６－３ 竹本 亜由(青森東高校)

４ 菅原 睦世 ２ 函館白百合高校〃 ６－２ 三浦 杏奈(青森高校)
６－２ 竹本 亜由(青森東高校)

５ 千田 愛実 ２ 函館西高校 ６－２ 三浦 杏奈(青森高校)
６－４ 田中 まり(青森中央高校)
６－４ 松岡 侑依(青森高校)

６ 新井田 千春 ２ 函館白百合高校 ５－７ 三浦 杏奈(青森高校)

７ 紅粉 遥 ２ 函館工業高校 ４－６ 青木 花観(青森中央高校)

８ 上小倉りりか 中1 函館テニス倶楽部 ３－６ 高瀬 日菜子(青森東高校)

９ 石田 有理 ２ 函館西高校 ６－４ 田中 まり(青森中央高校)

10 本間 碧 ２ 函館西高校 (6)６－７ 佐藤 満里奈(青森高校)

11 桜庭 萌 １ 函館西高校 ３－６ 松岡 侑依(青森高校)
７－６(6) 大場 裕香子(青森高校)

12 松橋 奏絵 １ 函館西高校 ２－６ 青木 花観(青森中央高校)
(4)６－７ 蝦名 扇衣(青森東高校)

13 三浦 万由子 １ 函館西高校 ４－６ 根井 紗也加(青森東高校)

【女子；ダブルス】

順位 名 前 学年 所 属(学校) スコア 名 前(所 属)

１ 富田 祐衣 １ 函館白百合高校 ６－２ 柳瀬・高瀬(青森東高校)
２ 赤坂 羅那 １ 函館白百合高校 ６－２ 川浪・竹本(青森東高校)

６－４ 柳瀬・高瀬(青森東高校)

３ 三浦・笹森 ２ 函館西高校 ６－３ 川浪・竹本(青森東高校)
４ 菅原 睦世 ２ 函館白百合高校 ７－６(3) 三浦・松岡(青森高校)

５ 千田 愛実 ２ 函館西高校 (1)６－７ 三浦・松岡(青森高校)
６ 新井田 千春 ２ 函館白百合高校 ２－６ 柳瀬・高瀬(青森東高校)

７ 紅粉 遥 ２ 函館工業高校 ６－３ 青木・田中(青森中央高校)
８ 上小倉りりか 中1 函館テニス倶楽部 ４－６ 柳瀬・高瀬(青森東高校)

７－６(3) 佐藤・大場(青森高校)
６－３ 蝦名・根井(青森東高校)

９ 石田 有理 ２ 函館西高校 ７－６(0) 佐藤・大場(青森高校)
10 本間 碧 ２ 函館西高校 １－６ 川浪・竹本(青森東高校)

３－６ 青木・田中(青森中央高校)
３－６ 相馬・中村(青森東高校)

11 桜庭 萌 １ 函館西高校 (6)６－７ 相馬・中村(青森東高校)
12 松橋 奏絵 １ 函館西高校 ６－３ 蝦名・根井(青森東高校)

３－６ 青木・田中(青森中央高校)

13 三浦 万由子 １ 函館西高校 ４－６ 相馬・中村(青森東高校)
14 笹森 絢香 １ 函館西高校 ２－６ 佐藤・大場(青森高校)

(1)６－７ 蝦名・根井(青森東高校)




