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１９５５（昭和３０）年 

◆社会：輸出船ブームに始まる－神武景気(1955～1957)。 

    森永粉ミルク中毒事件。 

    第１回 原水爆禁止世界大会(8/6広島)。 

◇テニス：日本初開催(5/23～6/1)デ杯東洋ｿﾞｰﾝ 日･比戦－優勝。 

 

１９５５（昭和３０）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）赤穂 
 

１９５５（昭和３０）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

     （ ５月 ６日～    甲子園TC） 
＜男子Ａ級リーグ＞ 

     × 同志社 １（複０－３ 単１－５）８ 関学大① 

 
     ○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 神 大③ 

 
     ○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 関 大④ 

 (ダブルス) 

No１○川廷・藤井6－2 6－1 5－7 6－3 松堂・播磨 
No２×黒田・鎌土6－4 5－7 3－6 5－7  藤野・宇田 
No３○和田・井上 ６－１ ６－１ ６－２ 中川・奥野 
 (シングルス) 
No１×川廷 栄一6－8 6－4 3－6 6－3 4－6 松堂  力 
No２×藤井磯二郎4－6 3－6 6－2 7－5 3－6 藤野 良治 
No３○和田 圭二3－6 6－1 6－0 6－3 播磨 欣三 
No４×黒田 正信7－5 0－6 6－4 2－6 3－6  宇田 和之 
No５○井上 利彦 ６－１ ６－４ ６－４ 関 
No６○小坂 俊世 ６－１ ６－０ ６－０ 松井  保 
 

＜男子Ａ級リーグ②位＞    同志社大学 ２勝1敗 

 
１９５５（昭和３０）年 

【定期戦】     対 法政大学戦 

           （ ７月２０日     法政大） 

     ○ 同志社 ５（複１－２ 単４－２）４ 法政大 
 

１９５５（昭和３０）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

        （ ７月２２日・２３日 立教大） 

     × 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 立教大 

 

１９５５（昭和３０）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （ ７月２５日     青学大） 

     ○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 青学大 
 

１９５５（昭和３０）年 

【定期戦】復活 第10回 対 京都大学戦 

           （１１月３０日     京大） 
○ 同志社 ６（複３－０ 単３－２）２ 京都大 

 (ダブルス)                      １引分 

Ｎo１○井上・小坂 ６－２ ４－６ 11－９ 林 (善)・貴志 
Ｎo２○鎌土・和田 ６－４ ６－４     小林・田辺 
Ｎo３○竹原・山田 ６－２ ７－５     森下・林 (泰) 
 (シングルス) 
Ｎo１×和田 圭二 ４－６ １－６     林 (善) 
Ｎo２△井上 利彦 ５－７ 10－８ cut   小林 

Ｎo３○小坂 俊世 ６－１ ６－３     貴志 
Ｎo４○鎌土 仁志 ８－６ ８－６     田辺 
Ｎo５×中村  宏 ２－６ １－６     森下 
Ｎo６○竹原  功 ６－３ 11－９     林 (泰) 
 

１９５５（昭和３０）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （１１月２９日     二条城） 

     ○ 同志社 ５（複２－１ 単３－２）３ 関西大 

（ダブルス）           １引分 

No１×井上・小坂 ２－６ ６－８     宇田・藤野 
Ｎo２○和田・鎌土 ８－６ ７－９ ６－１ 松堂・播磨 
Ｎo３○山田・竹原 ７－９ ６－０ ６－１ 松井・朝尾 
（シングルス） 
Ｎo１－和田 圭二      －      松堂  力 
Ｎo２○井上 利彦 ２－６ ７－５ ６－２ 宇田 和之 
Ｎo３×小坂 俊世 ２－６ ３－６     藤野 良治 
Ｎo４○鎌土 仁志 １－６ ８－６ ６－１ 播磨 欣三 
Ｎo５×山田 博之 ４－６ ６－４ ３－６ 松井  保 
Ｎo６○竹原  功 ３－６ ６－３ ６－３ 朝尾 浩久 
 
１９５５（昭和３０）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

           （１２月 ４日     二条城） 

     × 同志社 ３（複１－２ 単２－３）５ 大市大 

                                 １引分 

１９５５（昭和３０）年 

【関西学生春季庭球トーナメント】 

       （  月  日～    甲子園TC） 
(男子シングルス) (男子ダブルス) 

 

１９５５（昭和３０）年 

【関西学生庭球選手権】（秋） 

     （ ９月 ５日～    甲子園TC） 
(男子ダブルス) 

▽準々決勝 
井上・小坂5－7 1－6 6－3 7－-5 5－7 高石･傍土（関学大） 
 
１９５５（昭和３０）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

           （１１月７日～７日間  中モズ） 
(男子シングルス)（Ｂ－１５６） 

▽１回戦 
長岡  功   １－６ ２－６   杉本    （関 大） 
田中 泰博 ６－２ ３－６ ６－８ 鈴木    （阪 大） 
西谷信一郎   ２－６ ２－６   中舎    （神商大） 
竹原  功   ６－１ ６－３   高松    （甲南大） 
加納 一男 １－６ ６－４ ５－７ 松岡    （関学大） 
▽２回戦 
生島 孝雄   ６－８ ２－６   石神    （阪 大） 
今井  隆   ３－６ ６－８   中浴    （関 大） 
後藤田正視       def      守永    （神 大） 
野藤 秀夫   ６－１ ６－２   宇佐美   （関 大） 
西野  博   ６－０ ７－５   渋谷    （大市大） 
岡本 英男   ６－０ ６－２   伊円    （神 大） 
竹原  功   ８－６ ７－５   渡辺    （関学大） 
大林 重昭   ６－４ ６－４   高山    （甲南大） 
河村  勲   ０－６ ２－６   田中    （甲南大） 
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永田  実   ６－２ ６－１   井上    （和 大） 
石川 鉦一－鳥山（関学大）    山田 博之－兵頭  （関 大） 
▽３回戦 
後藤田正視   ６－０ ６－０   北口    （大市大） 
野藤 秀夫   ３－６ ６－８   高郷    （京 大） 
西野  博 ３－６ ６－２ ８－６ 岡本 英男 （同 大） 
竹原  功   ６－３ ６－１   永吉    （阪外大） 
大林 重昭   ６－２ ６－１   伏見    （阪外大） 
永田  実   ２－６ ５－７   木山    （神 大） 
▽４回戦 
後藤田正視   ４－６ １－６   橋本    （関学大） 
西野  博   １－６ ４－６   横山    （大市大） 
竹原  功   ５－７ ４－６   浜田    （神商大） 
大林 重昭 ６－１ ５－７ ６－２ 藤井    （関学大） 
▽５回戦 
大林 重昭   ３－６ ３－６   田中    （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６５） 

▽１回戦 
藤野・石川 ３－６ ６－４ ５－７ 中浴・亀島 （関 大） 
中村・大林   ６－０ ６－１   江口・伏見 （阪外大） 
加納・河村   ６－１ ７－５   石渡・永吉 （阪外大） 
永田・田中   ６－１ ６－４   岸田・田中 （関 大） 
長岡・今井   ６－２ ６－０   岩橋・都築 （京 大） 
浦沢・武口   ０－６ １－６   津下・西村 （大市大） 
山田・竹原   ６－０ ６－０   紺屋・臼井 （関 大） 
▽２回戦 
中村・大林 ６－４ ４－６ ３－６ 早野・鳥山 （関学大） 
加納・河村 ３－６ ６－４ ０－６ 矢田・中舎 （神商大） 
永田・田中   ４－６ １－６   吉川・中村 （甲南大） 
長岡・今井   ３－６ ３－６   津下・西村 （京 大） 
山田・竹原   ６－３ ６－２   高郷・星  （京 大） 
▽３回戦 
山田・竹原   ７－５ ９－７   川原・橋本 （関 大） 
▽準々決勝 
山田・竹原 ５－７ ６－３ ９－７ 松岡・川上 （関学大） 
▽準決勝 
山田・竹原   ６－２ ６－４   木山・幡中 （神 大） 
▽決 勝 
山田・竹原             中村・渡辺 （関学大） 
(準優勝) 

１９５５（昭和３０）年 

【全日本学生庭球選手権】第２３回 

          （ ７月１３日～７日間 パレスコート） 
(男子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
和田 圭二   ０－６ ２－６   青木    （中央大） 
藤井磯二郎   ３－６ １－６   大地    （早 大） 
小坂 俊世   ４－６ ４－６   西郷    （成蹊大） 
井上 利彦 ２－６ ６－２ ０－６ 三橋    （一橋大） 
▽２回戦 
川廷 栄一   ３－６ ３－６   今井    （早 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
川廷・藤井 ２－６ ６－２ ４－６ 青木・西川 （中央大） 
 ▽２回戦 
和田・井上   ６－０ ６－１   仲田・白石 （名 大） 
▽３回戦 
和田・井上   ２－６ ３－６   松岡・小林 （甲南大） 

 
１９５６（昭和３１）年 

◆社会：日本・国連加盟(12/18)。好況続く(高原景気)。 

     熊本水俣湾の奇病多発。日ｿ共同宣言(10/19)。 

       南極予備観測隊『宗谷』にて東京出発(11/8)。 

【京都市交響楽団発足(5/)-全国初の地方自治体交響楽団】 

★流行語：『もはや戦後ではない』 

◇SPC：第7回 冬季五輪 ｺﾙﾁﾅ･ﾀﾞﾝﾍﾟｯﾂォ大会(1/26～2/5)。 

       (冬季五輪日本初ﾒﾀﾞﾙ－男子回転(銀)-猪谷千春) 

       第16回 ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ五輪(11/22～12/8)。 

 

１９５６（昭和３１）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）広島 
 

１９５６（昭和３１）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （ ５月 ８日～    甲子園TC） 
＜男子Ａ級＞ 

     × 同志社 ０（複０－３ 単０－６）９ 関学大① 

 
     × 同志社 ０（複０－３ 単０－６）９ 甲南大② 

 
     × 同志社 １（複１－２ 単０－６）８ 神 大③ 

 

＜男子Ａ級④位＞       同志社大学 ０勝３敗 

 

【入替戦】 

     × 同志社 ４（複２－１ 単２－４）５ 大市大 

      ＜Ａ級④位＞             ＜Ｂ級①位＞ 

 

＜男子Ｂ級（降格）＞     同志社大学 

 
１９５６（昭和３１）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （ ７月１９日     二条城） 

     ○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 青学大 
 

１９５６（昭和３１）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

         （ ７月２１日・２２日   二条城） 

     ○ 同志社 ５（複０－３ 単５－１）４ 立教大 

 

１９５６（昭和３１）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

        （１０月２７日     大市大） 

     × 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 大市大 

 

１９５６（昭和３１）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （１１月１８日     関大） 

     ○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 関西大 

 

１９５６（昭和３１）年 

【定期戦】復活第11回 対 京都大学戦 

           （１１月２３日     京大） 

     ○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 京都大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×竹原・山田 １－６ ６－３ ２－６ 林 (善)・森下 
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Ｎo２○中村・大林 ６－８ ６－４ ６－２ 林 (泰)・安達 
Ｎo３○久保・前田 ５－７ ６－２ ６－１ 高郷・池田 
 (シングルス) 
Ｎo１×山田 博之 ２－６ ０－６     林  善樹 
Ｎo２○中村  宏 ６－１ ６－１     高郷 憲和 
Ｎo３○久保 嘉定 ６－２ ７－５     藤田  明弘 
Ｎo４○竹原  功 ６－２ ６－２     森下 
Ｎo５○前田 敬一 ４－６ ６－４ ７－５ 林   (泰) 
Ｎo６○谷口 敏彦 ９－11 ７－５ ６－２ 安達 篤夫 
 

１９５６（昭和３１）年 

【定期戦】     対 法政大学戦 

           （１２月１６日     大鉄局） 

     × 同志社 ３（複１－２ 単２－４）６ 法政大 
 

１９５６（昭和３１）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

           （ ４月 ９日～７日間 中モズ） 
(男子シングルス)（Ｂ－１６９） 

▽１回戦 
大林 重昭－矢田（神商大）  西野  博－紺屋（関 大） 
今井  隆－民野（神 大）  中村  宏－古瀬（神 大） 
中井 茂夫－岸田（関 大）  谷口 敏彦－斎藤（関学大） 
鎌土 仁志－吉添（大市大）  山田 博之－寺下（神 大） 
井上 利彦－池田（神 大） 
▽２回戦 
小坂 俊世－岡本（関 大）  永田  実－橋本（関学大） 
長岡  功－増山（神 大）  石川 鉦一－畑部（大外大） 
河村  勲－渡辺（阪 大）  野藤 秀夫－木山（神 大） 
竹原  功－橋木  (関学大)   加納 一男－日野谷(関学大) 
奥西 迪夫－石神  (阪 大)   菅井  泓－吉岡  (関学大) 
進藤 一彦－勝守  (大市大)   井上 利彦－ 
▽３回戦  井上 利彦－ 
▽４回戦  井上 利彦－ 
▽準々決勝 
井上 利彦   ０－６ ２－６   中村 (靖)    (関学大) 
(男子ダブルス)（Ｂ－７８） 

▽１回戦  菅井･中井－中村･松浦 (関学) 
▽２回戦 
山田･竹原－高原･小笠原(大市) 野藤･石川－林  ･貴志  (京大) 
井上･小坂－日野谷･北村(関学)  中村･大林－西村･津下  (大市) 
永田･今井－阿部･稲鍵  (甲南)  長岡･河村－民野･市山  (神大) 
谷口･鎌土－中山･風間  (阪大)  奥西･加納－増山･徳田  (神大) 
▽３回戦  井上・小坂－ 
▽４回戦  井上・小坂－ 
▽準々決勝 
井上・小坂 ４－６ ４－６ ３－６ 宇田・藤野  (関 大) 
(女子シングルス)（Ｂ－１３） 

▽１回戦  中谷 珪子(同大) –木村冨美子 (成蹊大) 
(女子ダブルス)（Ｂ－７） 
▽準決勝 
中谷(同大)･福田(同女大) 3－6  6－3  6－4 宮永･則定 (樟蔭大) 
▽決勝 
中谷(同大)･福田(同女大) ４－６ ３－６  二階･奥山 (神女大) 
〈準優勝〉 

１９５６（昭和３１）年 

【関西学生新進庭球トーナメント】 

                 （ ６月 ４日～１１日 甲子園TC） 

(男子シングルス)（Ｂ－１９３） 

▽１回戦 
谷口 敏彦   ６－０ ６－２   福田    （関 大） 
永田  実   ６－０ ６－４   石井    （立命大） 
前田 敬一   ６－３ ６－３   宇佐美   （関 大） 
菅井  泓   ６－３ ６－２   高木    （神 大） 
岡本 英男 ４－６ ７－５ ６－４ 中野    （甲南大） 
長岡  功   ６－４ ６－０   武田    （甲南大） 
今井  隆   ６－１ ６－０   勝守    （大市大） 
▽２回戦 
進藤 一彦 ６－４ ４－６ ６－２ 兵頭    （関 大） 
谷口 敏彦   ６－１ ６－４   石井    （大経大） 
永田  実 １－６ ６－４ ４－６ 中島    （神 大） 
前田 敬一 ４－６ ６－３ ６－０ 市川    （関学大） 
菅井  泓   ６－３ ６－０   佐藤    （神商大） 
岡本 英男   ０－６ １－６   富井    （関学大） 
長岡  功   ６－２ ６－２   松井    （関 大） 
今井  隆 ６－３ ４－６ ６－１ 中村    （甲南大） 
大林 重昭   ６－３ ６－３   西村    （神 大） 
久保 嘉定   ６－１ ６－０   浅利    （関学大） 
河村  勲 ６－１ ３－６ ６－４ 吉川    （近 大） 
▽３回戦 
進藤 一彦   ０－６ １－６   中浴    （関 大） 
谷口 敏彦 ３－６ ６－０ ６－３ 北野    （関学大） 
前田 敬一   ０－６ １－６   阿部    （甲南大） 
菅井  泓   ７－９ ２－６   村西    （甲南大） 
長岡  功   １－６ ０―６   岡田    （関学大） 
今井  隆   ６－０ ６－１   小川    （近 大） 
大林 重昭   ６－４ ６－１   外村    （甲南大） 
久保 嘉定   ６－１ ６－１   矢追    （大市大） 
河村  勲   ８－10 ３－６   森川    （大経大） 
▽４回戦 
谷口 敏彦   ７－５ ６－３   畦地    （大市大） 
今井  隆   ０－６ ３－６   田中    （甲南大） 
久保 嘉定   ６－３ ９－７   大林 重昭 （同 大） 
▽５回戦 
谷口 敏彦 ４－６ ９－７ ４－６ 工藤    （関学大） 
久保 嘉定   ６－４ ６－１   奥野    （関 大） 
▽６回戦 
久保 嘉定   ２－６ ４－６   高橋    （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－９９） 

▽１回戦 
前田・菅井   ６－２ ６－３   吉川・平塚 （阪 大） 
久保・谷口   ６－１ ６－１   瀬尻・勝守 （大市大） 
長岡・今井   ６－１ ６－３   矢追・神波 （大市大） 
▽２回戦 
加納・永田   ６－０ ６－３   中野・辻田 （甲南大） 
前田・菅井   ２－６ ３－６   池田・星  （京 大） 
久保・谷口   ６－１ ６－０   須見・田中 （阪 大） 
長岡・今井 ５－７ ６－３ ６－４ 東野・清水 （大工大） 
進藤・河村      def      大江・笠  （立命大） 
▽３回戦 
加納・永田   １－６ ３－６   浜崎・田中 （甲南大） 
久保・谷口   １－６ ４－６   中島・徳田 （神 大） 
長岡・今井   １－６ １－６   鈴木・古田 （関学大） 
進藤・河村   ３－６ ４－６   高井・石神 （阪 大） 
 

１９５６（昭和３１）年 
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【関西学生庭球選手権】（秋） 

           （ ９月１０日～1週間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１５５） 

▽１回戦 
前田 敬一－作田（和 大）  中井 茂夫－中島（近 大） 
久保 嘉定－笹間（大市大）  中村  宏－伏見（大外大） 
佐藤 道信－田中（甲南大）  竹原  功－中村（甲南大） 
菅井  泓－岡田（関学大）  大林 重昭－佐武（近 大） 
谷口 敏彦－吉川（近 大） 
▽２回戦 
山田 博之－長尾（甲南大）  加納 一男－佐々木(甲南大) 
今井  隆－津下（大市大）  奥西 迪夫－河野（関学大） 
若林 法光－外村（甲南大）  河村  勲－妹尾（和 大） 
佐藤 秀明－武田（甲南大）  島崎 忠彦－中村（関学大） 
永田  実－辻田（甲南大）  西谷 安史－中島（神 大） 
田中 泰博－池田（京 大）  野村 精一－小形（神 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－７２） 

▽１回戦 
奥西･永田－春田･西村  (大市)  長岡･石川－高石･傍土  (甲南) 
河村･田中－高橋･松岡  (関学) 
▽２回戦 
久保･谷口－那須･吉川  (甲南)  中井･島崎－浜野･市川  (関学) 
加納･野村－浜崎･長尾  (甲南)  前田･菅井－赤坂･北口  (大市) 
中村･大林－石橋･伊藤  (近大) 
▽３回戦 
中村・大林－ 
▽４回戦 
中村・大林   １－６ ２－６   松堂・播磨 （関 大） 
 
１９５６（昭和３１）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

     （１１月１２日～７日間 中モズ） 
(男子シングルス)（Ｂ－１８４） 

▽１回戦 
西野  博   ３－６ ３－６   田中    （大工大） 
西谷 安史   ０－６ ２－６   根井    （京 大） 
野村 精一 ７－９ ６－１ ５－７ 若林    （関 大） 
石川 鉦一   ６－０ ６－２   大林    （大経大） 
長岡  功   ０－６ ３－６   谷井    （神 大） 
加納 一男   ６－０ ６－３   岡沢    （京 大） 
今井  隆   ６－３ ６－３   山田    （大学大） 
佐藤 道信   ６－２ ６－１   有岡    （神 大） 
畠田 博章   ４－６ １－６   吉川    （阪 大） 
▽２回戦 
石川 鉦一   ３－６ ５－７   若林    （関 大） 
加納 一男   ６－０ ６－２   風間    （阪 大） 
今井  隆   １－６ ０－６   曽我    （甲南大） 
佐藤 道信   ６－２ ６－１   難波    （神商大） 
▽３回戦 
加納 一男   ６－４ ６－２   西村    （神 大） 
佐藤 道信 ６－４ ６－８ ６－２ 坂本    （神商大） 
▽４回戦 
加納 一男   ６－３ ７－５   川原    （関 大） 
佐藤 道信   １－６ ４－６   工藤    （関学大） 
▽５回戦 
加納 一男 ６－４ ３－６ ３－６ 堤     （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－８９） 
▽２回戦 

今井・佐藤 ６－３ ３－６ ０－６ 池田・和田 （京 大） 
西野・畠田   ０－６ ４－６   風間・中本 （阪 大） 
加納・野村   ５－７ ３－６   坂本・浜田 （神商大） 
石川・長岡   ６－２ ６－３   奥田・石川 （大経大） 
▽３回戦 
石川・長岡 ４－６ ６－４ ６－１ 有岡・小島 （神 大） 
▽４回戦 
石川・長岡   ２－６ １－６   那須・吉川 （甲南大） 
 
１９５６（昭和３１）年 

【全日本学生庭球選手権】第２４回 

           （ ７月１１日～７日間 中モズ） 
(男子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
鎌土 仁志－藤富（明冶大）  井上 利彦－辻本（立教大） 
小坂 俊世－竹内（日本大） 
▽２回戦 
小坂 俊世－市山（神 大）  和田 圭二－岡留（慶応大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
和田･鎌土－松永･吉岡 (明大) 
▽２回戦 
和田･鎌土－内田･鈴木 (早大)  井上･小坂－中野(義)･大地(早大) 
 
１９５６（昭和３１）年 

【全日本庭球選手権】第３１回 

           （１１月 ３日～１０日 靭公園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
井上 利彦(同大) ２－６ ６－３ ２－６ 杉村  （慶応大） 
 
１９５６（昭和３１）年 

【京都府庭球選手権】第１０回 

           （  月  日～    ） 
(男子シングルス) 

▽決 勝  井上 利彦(同大)〈優 勝〉 

(男子ダブルス) 

▽決 勝  堀内･藤井(OB 同大ｸ)〈優 勝〉 

 

１９５６（昭和３１）年 

【甲子園正月庭球トーナメント】第７回 

           （ １月 ２日～５日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－４２） 
▽２回戦  小坂 俊世(同大)－石井  (芦 高) 

▽３回戦  小坂 俊世(同大)－大地   (早 大) 
 

１９５６（昭和３１）年 

【毎日庭球選手権】第３１回（春） 

           （ ５月３０日～６日間 中モズ） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１０４） 

▽１回戦 
中村 宏(同大)－池村(木村商亊) 谷口敏彦(同大)－田中(大工大) 
長岡 功(同大)－日野谷(関学大) 大林重昭(同大)－紫田(関学大) 
川延栄一(OB芦屋国際)－岡本(旭化成) 
▽２回戦 
久保嘉定(同大)－高原(大市大) 谷口敏彦(同大)－木村(木村商亊) 
長岡 功(同大)－安積(関学大) 今井 隆(同大)－松浦 (関学大) 
川延栄一(OB芦屋国際)－川上(関学大) 
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▽３回戦（Ｂ－３２） 
久保 嘉定(同大)    ０－６ １－６   松岡  (甲南大) 
川延 栄一(OB芦屋国際)  １－６ ４－６    小林  (甲南大) 
(男子ダブルス)（Ｂ－５４） 

▽１回戦 
今井・長岡 (同大)－堀尾(葵ｽﾎﾟｰﾂ)･矢野尾(甲子園ｸ) 
中村・大林 (同大)－乾 ・今田 (中ﾓｽﾞク) 
久保・谷口 (同大)－高原・横山 (大市大) 
▽２回戦 
久保・谷口 (同大)－吉岡・藤原 (関学大) 
 
１９５６（昭和３１）年 

【関西庭球選手権】第３２回 

          （１０月１３日～ 日間 甲子園TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１０４） 

▽１回戦 
島崎忠彦(同大)－幡中(神大) 西谷安夫(同大)－久次米(積水化学) 
前田敬一(同大)－酒井(積水化学) 中井茂夫(同大)－半那(芦屋高) 
鎌土仁志(同大)－水野(関学大)  久保嘉定(同大)－浜崎(甲南大) 
谷口敏彦(同大)－津下(大市大)  中村 宏(同大)－瀬尻(大市大) 
佐藤道信(同大)－春田(大市大)  小坂俊世(同大)－赤坂(大市大) 
加納一男(同大)－吉川(甲南大)  和田圭二(同大)－加藤(関学高) 
野村精一(同大)－広瀬(甲子園ｸ)  今井 隆(同大)－外村(甲南大) 
大林重昭(同大)－伊藤(大阪金属) 播磨欣三(同大)－平野(甲南高) 
竹原 功(同大)－渋谷(大市大) 
▽２回戦 
島崎忠彦(同大) def松岡(甲南大) 西谷安夫(同大)－松井(関 大) 
前田敬一(同大)－藤原(関学大)  中井茂夫(同大)－民野(神 大) 
久保嘉定(同大)－奥野関大)   谷口敏彦(同大)－木村(木村商亊) 
中村宏(同大)－中村(関学大)   佐藤道信(同大)－矢野尾(甲子園ｸ) 
川延栄一(OB芦屋国際)－稲健(甲南大) 
小坂俊世(同大)－多久(神 大) 加納一男(同大)－池村(木村商亊) 
和田圭ニ(同大)－長尾(甲南大) 今井 隆(同大)－広瀬 (甲子園ｸ) 
播磨欣三(同大)－大林重昭(同大) 竹原 功(同大)－小林(甲南大) 
▽３回戦（Ｂ－３２） 
島崎 忠彦(同大)   １－６ ０－６   松井 （関 大） 
久保 嘉定(同大)   ３－６ ４－６   善野 （神 大） 
和田 圭二(同大)   ０－６ ０－６   池村  (木村商亊) 
播磨 欣三(同大)   ５－７ ３－６   小林 （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６７） 
▽２回戦 
和田・鎌土(同大)－神波･瀬尻 (大市大) 
竹原・山田(同大)－小寺(神大)･河本(中ﾓｽﾞ) 
前田・菅井(同大)－下道･吉仲 (東京海上) 
今井・佐藤(同大)－民野･市山 (神 大) 
仲井・魚崎(同大)－加藤･森   (関学高) 
加納・野村(同大)－幡中･木山 (神 大) 
中村・大林(同大)－川副(川副機械)･渡辺(木村鉛鉄) 
井上・小坂(同大)－長尾(甲南大)･半那(芦屋高) 
▽３回戦 
和田・鎌土(同大)－中村･城武 (甲南大) 
前田・菅井(同大)－村上･村上 (神戸ｸ) 
仲井・魚崎(同大)－民野･市上 (神 大) 
加納・野村(同大)－川副(川副機械)･渡辺(木村鉛鉄) 
井上・小坂(同大)－松浦･中村 (関学大) 
▽４回戦 
和田・鎌土(同大)   ６－０ ６－４   若林･坂口(関 大) 
▽準々決勝 

和田・鎌土(同大)   ４－６ ４－６ 小寺(神戸)･河本(中ﾓｽﾞ) 
 

１９５７（昭和３２）年 

◆社会：なべ底不況。 天城山心中。 

    国産ﾛｹｯﾄ 1号発射実験に成功(9/20)。 

        南極観測隊(昭和基地と命名)。 

世界初ｿ連人工衛星『ｽﾌﾟｰﾄﾆｸ 1号』打上成功(10/4)。 

NHK､日本ﾃﾚﾋﾞ－ｶﾗｰﾃﾚﾋﾞ実験放送局開局(12/28)。 

★流行語：『ケ・セ・ラ・セラ』 

 

１９５７（昭和３２）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）名古屋 栄コート 
 

１９５７（昭和３２）年 

＜ＯＢ戦＞     （ ６月１６日 京大） 
＜役員引継＞    （ ７月２２日 同大） 

＜ＯＢ総会＞    （ ９月２７日 梅田ビル・ﾆｭｳｸﾞﾗﾝﾄﾞ） 

＜ＯＢ戦＞     （１１月２３日 松下電器 守口） 
 

１９５７（昭和３２）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （ ５月１１日～    甲子園TC） 
＜男子Ｂ級＞ 

     ○ 同志社 ６（複３－０ 単３－３）３ 関 大② 

 (ダブルス) 

Ｎo１○竹原・山田 ４－６ ８－６ ７－５ 松井・播磨 
Ｎo２○中村・大林 ８－６ ６－４     奥野・立田 
Ｎo３○久保・前田 ６－２ ６－２     坂口・玉腰 
 (シングルス) 
Ｎo１×前田 敬一 ３－６ ４－６     松井  保 
Ｎo２○久保 嘉定 ６－４ ４－６ ６－２ 播磨 欣三 
Ｎo３○中村  宏 ６－４ ６－３     玉腰 
Ｎo４×谷口 敏彦 ０－６ ２－６     杉本 憲是 
Ｎo５×山田 博之 ４－６ ７－５  棄権   奥野 博之 
Ｎo６○竹原  功 ９－７ ６－４     立田  宏 
 

     ○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 阪 大③ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○竹原・山田 ３－６ ６－２ ６－１ 石神・石神 
Ｎo２○中村・大林 ６－２ ６－３     鈴木・小松 
Ｎo３○久保・前田 ６－４ ６－３     井内・奥 
 (シングルス) 
Ｎo１○谷口 敏彦 ２－６ ６－３ ６－２ 石神  互 
Ｎo２○久保 嘉定 ７－５ ６－４     石神 正浩 
Ｎo３○中村  宏 ６－１ ４－６ ６－１ 鈴木 康司 
Ｎo４○山田 博之 ６－０ ６－１     福田 直輔 
Ｎo５○竹原  功 ６－４ ６－２       井内  元 
Ｎo６×大林 重昭 ５－７ ６－８     中島 健次 
 

     ○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 京 大④ 

 (ダブルス) （５月１１日 京大 ５月１３日 甲子園TC） 

Ｎo１○竹原・山田 ６－４ ６－１     林 ・中野 
Ｎo２○中村・大林 ６－２ ５－７ ６－０ 池田・高郷 
Ｎo３○久保・前田 ６－２ ６－２     安達・藤田 
 (シングルス) 
Ｎo１×前田 敬一 ３－６ ８－６ ３－６ 安達 篤夫 
Ｎo２○谷口 敏彦 ６－１ ９－７     和田  脩 
Ｎo３○久保 嘉定 ６－１ ６－２     池田 治保 
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Ｎo４○中村  宏 ４－６ ６－１ ６－３ 高郷  憲和 
Ｎo５○山田 博之 ６－１ ６－２       林  善樹 
Ｎo６○竹原  功 ６－４ ６－３     藤本 武利 
 

＜男子Ｂ級①位＞       同志社大学 ３勝０敗 

 
【入替戦】 

     × 同志社 ３（複１－２ 単２－４）６ 大市大 

      ＜Ｂ級①位＞             ＜Ａ級④位＞ 

 (ダブルス) 

Ｎo１×竹原・山田 ２－６ ４－６ ８－10 金尾・高原 
Ｎo２○久保・前田 ６－３ ６－２ ６－３ 赤坂・西田 
Ｎo３×谷口・佐藤 ５－７ ３－６ ２－６ 津下・乾 
 (シングルス) 
Ｎo１×前田 敬一 ４－６ １－６ １－６ 金尾  駿 
Ｎo２×久保 嘉定 ３－６ ４－６ ４－６ 高原  健 
Ｎo３○中村  宏 ６－１ ６－３ ６－２ 乾  啓治 
Ｎo４×谷口 敏彦 9－7 5－7 6－4 2－6 1－6 西田 敬一 
Ｎo５○竹原  功 ６－２ ８－６ ６－２ 赤坂 育郎 
Ｎo６×山田 博之 ４－６ ４－６ ４－６ 津下 陽男 
 

＜男子Ｂ級（残留）＞     同志社大学 

 
１９５７（昭和３２）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （ ７月１６日     二条城） 

     ○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 青学大 
 (ダブルス) 

Ｎo１○竹原・山田 ６－４ ６－２     山広・坂口 
Ｎo２○久保・前田 ６－４ ６－１     津上・八木 
Ｎo３×中村・大林 ６－２ ３－６ ２－６ 中村・安田 
 (シングルス) 
Ｎo１×中村  宏 ２－６ ７－５ ４－６ 山広 
Ｎo２×竹原  功 ６－４ ２－６ ３－６ 八木 
Ｎo３○前田 敬一 ５－７ ６－３ ６－０ 津上 
Ｎo４×谷口 敏彦 ７－５ ４－６ ５－７ 坂口 
Ｎo５○久保 嘉定 ６－２ ６－３       安田 
Ｎo６○山田 博之 ６－３ ６－１     橋本 
 

１９５７（昭和３２）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

          （ ７月２０日・２１日  二条城） 

     × 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 立教大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×竹原・山田 7－5 5－7 3－6 0－6 鷲見・瓦林 
Ｎo２○中村・大林 6－1 5－7 8－6 6－4 河内・小田原 
Ｎo３×久保・前田  2－6 3－6 7－5 6－3 3－6  川上・藤林 
 (シングルス) 
Ｎo１×谷口 敏彦 ３－６ １－６ ０－６ 川上 
Ｎo２○久保 嘉定 6－4 7－5 3－6 6－4 瓦林 
Ｎo３○中村  宏  ６－２ ８－６ ６－４ 藤林 
Ｎo４×竹原  功  5－7 6－4 4－6 6－4 4－6  鷲見 
Ｎo５○前田 敬一 ６－４ ７－５ ６－３  河内 
No６×大林 重昭 8－6 5－7 1－6 1－6 小田原 
            １－６ 
１９５７（昭和３２）年 

【定期戦】復活第12回 対 京都大学戦（同大 9勝3敗） 

           （１０月２０日     京大） 

     ○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 京都大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○中村・大林 ４－６ ６－１ ６－４ 安達・和田 
Ｎo２○久保・前田 ６－４ ８－６     藤田・中野 
Ｎo３○谷口・佐藤 ６－１ ６－３     菱川・尾形 
 (シングルス) 
Ｎo１○久保 嘉定 ６－４ ９－７     安達 篤夫 
Ｎo２○中村  宏 ６－１ ６－０     和田  脩 
Ｎo３○前田 敬一 ６－１ ６－３     滝野 俊夫 
Ｎo４○谷口 敏彦 ６－４ ８－６     藤田 明弘 
Ｎo５○大林 重昭 ６－８ ６－３ ６－１ 尾形 武彦 
Ｎo６×加納 一男 ４－６ ６－４ ２－６ 中野 佳信 
 

１９５７（昭和３２）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （１０月２５日     二条城） 

     ○ 同志社 ８（複２－１ 単６－０）１ 関西大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×中村・大林 ６－２ ５－７ ４－６ 奥野・立田 
Ｎo２○久保・前田 ２－６ ７－５ ６－４ 杉本・朝尾 
Ｎo３○谷口・佐藤 ６－４ ６－４     菅野・吉見 
 (シングルス) 
Ｎo１○久保 嘉定 ６－２ ６－４     朝尾 浩久 
Ｎo２○中村  宏 ６－３ ６－２     杉本 憲是 
Ｎo３○前田 敬一 ６－２ 10－８     奥野 博之 
Ｎo４○谷口 敏彦 ６－１ ７－５     立田  宏 
Ｎo５○大林 重昭 ６－４ ７－５     坂口  信 
Ｎo６○佐藤 道信 ６－３ ６－０     若林 法光 
 
１９５７（昭和３２）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

           （１０月２７日     二条城） 

     ○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 大市大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○中村・大林 ９－７ ３－６ ６－３ 高原・津下 
Ｎo２×谷口・佐藤 ２－６ ７－５ ３－６ 小笠原・赤坂 
Ｎo３○久保・菅井 ６－１ ６－３     瀬尻・西村 
 (シングルス) 
Ｎo１○久保 嘉定 ６－３ ６－３     高原  健 
Ｎo２○中村  宏 ６－１ ６－０     津下 陽男 
Ｎo３○谷口 敏彦 ６－２ ５－７ ６－４ 小笠原政秀 
Ｎo４×大林 重昭 ４－６ ３－６     赤坂 育郎 
Ｎo５○今井  隆 １－６ ６－１ ６－３ 柴木 国雄 
Ｎo６○谷  貞次 ６－１ ６－０     山口  
 
１９５７（昭和３２）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

           （ ４月 ８日～１４日 甲子園TC） 
(男子シングルス) 

▽４回戦 
中村  宏   １－６ １－６   北村   （関学大） 
久保 嘉定   ４－６ ５－７   藤原   （関学大） 
谷口 敏彦   ２－６ １－６   傍土   （甲南大） 
         (同大) １－６ １－６     高原   （大市大） 
 (男子ダブルス) 

▽３回戦 
竹原・山田 ６－８ ６－４ 11－13 藤原・河野（関学大） 
中村・大林   ６－２ ６－２   立田・船岡（関 大） 
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▽４回戦 
中村・大林 ２－６ ６－３ １－６ 浜崎・長尾（甲南大） 
 

１９５７（昭和３２）年 

【関西学生新進庭球トーナメント】 

           （ ６月 ３日～７日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－２０９） 

▽１回戦 
加納 一男   ６－４ ７－５   松浦    （阪 大） 
入江  實       def      清水    （甲南大） 
梅本  修 ２－６ ６－２ ６－４ 板倉    （関 大） 
野村 精一   ２－６ ３－６   宮庄    （阪外大） 
佐藤 道信       def      森     （関 大） 
今井  隆   ６－１ ６－４   徳田    （甲南大） 
中井 茂夫   ６－１ ６－０   森本    （関 大） 
菅井  泓       def      野曽野   （和 大） 
谷  貞次 ２－６ ６－４ ６－２ 吉川    （甲南大） 
日和 憲男   ０－６ １－６   曽根    （神 大） 
▽２回戦 
岩崎 信雄   ６－０ ６－４   柴木    （大市大） 
加納 一男   ６－１ ７－５   伏見    （大外大） 
梅本  修   ４－６ ６－８   大江    （神外大） 
今井  隆   ６－１ ６－３   藤本    （阪外大） 
中井 茂夫   ６－８ ５－７   西尾    （阪外大） 
谷  貞次 ２－６ ７－５ ６－３ 石井    （関学大） 
大林 重昭   ６－１ ６－４   作田    （和 大） 
堀江 照二 ５－７ ６－３ ６－４ 西村    （神 大） 
▽３回戦 
岩崎 信雄 ５－７ ６－３ ６－３ 水口    （関 大） 
加納 一男   ４－６ １－６   伊藤    （関学大） 
今井  隆 ５－７ ６－４ ６－１ 西尾    （阪外大） 
谷  貞次 ６－１ ３－６ ４－６ 曽根    （神 大） 
大林 重昭   ６－２ ６－２   市川    （関学大） 
堀江 照二   ６－２ ６－１   臼井    （阪 大） 
▽４回戦 
岩崎 信雄   １－６ ２－６   田中    （関学大） 
今井  隆   １－６ ０－６   工藤    （関学大） 
大林 重昭   ６－４ ６－４   堀江 照ニ （同 大） 
▽５回戦 
大林 重昭   ６－４ ６－２   米川    （神 大） 
▽準々決勝 
大林 重昭   ７－５ ６－３   赤坂    （大市大） 
▽準決勝 
大林 重昭   ５－７ ５－７   長尾    （甲南大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－1０1） 

▽１回戦 
加納・野村   ６－４ ６－１   石丸・菱川 （京 大） 
谷 ・岩崎   ６－１ ６－１   鈴木・池村 （関 大） 
久保・前田   ６－１ ６－３   石井・村上 （関学大） 
▽２回戦 
加納・野村 ６－０ ４－６ ７－５ 高木・河本 （神 大） 
谷 ・岩崎   ２－６ １－６   内藤・大江 （神外大） 
久保・前田   ６－０ ６－４   藤本・西尾 （阪外大） 
入江・高橋   ６－４ ６－３   浜田・松本 （和 大） 
▽３回戦 
加納・野村 ６－４ ４－６ ４－６ 内藤・大江 （神外大） 
久保・前田   ６－０ ６－３   石神・高井 （阪 大） 
入江・高橋   ３－６ ４－６   北城・岡田 （甲南大） 

▽４回戦 
久保・前田   ６－３ ６－４   藤本・和田 （京 大） 
▽準々決勝 
久保・前田 ５－７ ６－４ ６－３ 川井・早野 （関学大） 
▽準決勝 
久保・前田 １－６ ７－５ ６－１ 田中・村西 （甲南大） 
▽決 勝 
久保・前田 ３－６ ６－３ ４－６ 山田・堤  （関学大） 
〈準優勝〉 

１９５７（昭和３２）年 
【関西学生庭球選手権】（秋） 

           （１１月 ４日～１１日 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－２０８） 

▽３回戦 
中村  宏   ６－３ ６－４   若林    （関 大） 
加納 一男   ０－６ ４－６   稲鍵    （甲南大） 
野村 精一   ３－６ ０－６   松井    （関 大） 
久保 嘉定   ６－３ ６－３   浜田    （神商大） 
菅井  泓   ６－３ ６－０   長谷川   （阪 大） 
前田 敬一   ３－６ ４－６   古田    （関学大） 
谷口 敏彦   ０－６ ２－６   岡田    （関学大） 
入江  實   １－６ ４－６   伊藤    （関学大） 
▽４回戦 
中村  宏   ６－２ ８－６   田村    （関学大） 
久保 嘉定 ５－７ ６－３ ６－４ 松井    （関 大） 
菅井  泓   ３－６ ３－６   高橋    （関学大） 
▽5回戦 
中村  宏   ２－６ １－６   中村    （関学大） 
久保 嘉定   ４－６ １－６   高石    （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－1０８） 

▽１回戦 
▽３回戦 
中村・大林   ６－４ ６－１   若林・坂口 （関 大） 
久保・前田   ４－６ １－６   田中・伊藤 （関学大） 
谷 ・菅井   ３－６ ２－６   吉岡・高橋 （関学大） 
岩崎・堀江 ４－６ ６－３ ６－４ 鈴木・小松 （阪 大） 
▽４回戦 
中村・大林   ３－６ １－６   多久・市山 （神 大） 
岩崎・堀江   １－６ ２－６   吉岡・高橋 （関学大） 
 
１９５７（昭和３２）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

           （ ９月 ２日～1週間 中モズ） 
(男子シングルス)（Ｂ－２１６） 

▽１回戦 
下川 信一   ０－６ ２－６   種田    （京 大） 
辰巳  彰   ６－０ ６－４   中橋    （立命大） 
田村 英成   ０－６ １－６   浜田    （神商大） 
長岡  功   ６－２ ６－１   古巻    （阪外大） 
田中 泰博   ６－０ ６－０   大泉    （大市大） 
堀江 照二   ６－０ ６－１   井筒    （阪外大） 
岩崎 信雄   ６－２ ６－４   江口    （阪外大） 
藤井祥三郎   ６－０ ６－０   記虎    （神商大） 
河村  勲   ０－６ ３－６   吉美    （関 大） 
加納 一男   ６－１ ６－０   池田    （阪 大） 
日和 憲男   ０－６ ２－６   吉川    （阪 大） 
高橋  暹   ６－２ ６－３   中瀬    （京 大） 
鈴木 敏正 １－６ ６－０ ６－０ 松井    （神 大） 



 8

今井  勲       def      山田    （大学大） 
入江  實 ７－５ ２－６ ６－０ 安光    （阪 大） 
▽２回戦 
福田  守   ０－６ ０－６   伊藤    （関学大） 
菅井  泓   ６－０ ６－０   長野    （近 大） 
辰巳  彰   ３－６ ３－６   田中    （関 大） 
田中 泰博   ６－２ ６－４   長岡  功 （同 大） 
堀江 照二   １－６ １－６   菅野    （関 大） 
岩崎 信雄   ６－１ ７－５   藤本    （阪外大） 
藤井祥三郎   ３－６ １－６   立花    （関 大） 
加納 一男   ２－６ １－６   宮庄    （阪外大） 
高橋  暹   ６－８ ４－６   習田    （関 大） 
鈴木 敏正   １－６ ０－６   船岡    （関 大） 
今井  勲 ６－３ ４－６ ６－４ 小形    （神 大） 
入江  實   ６－２ ７－５   高井    （阪外大） 
福田 親和 ５－７ ６－１ ２－６ 吉田    （立命大） 
小崎  剛   １－６ １－６   生島    （大府大） 
谷  貞次   ６－１ ６－０   中川    （阪 大） 
梅本  修   ６－４ ６－０   森川    （大経大） 
▽３回戦 
菅井  泓   ６－１ ６－２   矢追    （大市大） 
田中 泰博   ６－２ ６－１   岡本    （大府大） 
岩崎 信雄   ７－５ ６－１   小川    （近 大） 
今井  勲   ６－０ ６－０   松浦    （神商大） 
入江  實   ６－２ ６－１   森川    （大経大） 
谷  貞次   ６－１ ６－２   小林    （阪外大） 
梅本  修   ２－６ １－６   北城    （甲南大） 
▽４回戦 
菅井  泓   ６－４ ６－１   高橋    （大府大） 
田中 泰博   ０－６ １－６   浜田    （神商大） 
岩崎 信雄   ２－６ ５－７   菅野    （関 大） 
今井  勲   ６－４ ６－２   植松    （神 大） 
入江  實 ４－６ ７－５ ９－７ 山田    （関学大） 
谷  貞次   ３－６ ０－６   生島    （大府大） 
▽５回戦 
菅井  泓   ２－６ ３－６   伊藤    （関学大） 
今井  勲   ６－４ ６－４   入江  實 （同 大） 
▽準々決勝 
今井  勲 ３－６ ６－１ ３－６ 北城    （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
菅井・谷    ６－０ ６－４   上山・鈴木 （関 大） 
梅本・小崎   ７－５ ６－２   山田・梅谷 （大学大） 
辰巳・日和   ２－６ １－６   菱川・尾形 （京 大） 
藤井・福田(親) ６－３ １－６ ４－６ 北口・瀬尾 （大市大） 
河村・長岡   ６－３ ６－４   土橋・原  （神 大） 
加納・今井   ６－０ ６－３   林 ・橋本 （大市大） 
鈴木・田村   ６－２ ６－１   山崎・渡辺 （神外大） 
入江・高橋   ６－０ ６－０   武藤・平田 （神外大） 
▽２回戦 
西野・田中       def      西尾・古巻 （阪外大） 
岩崎・堀江   ６－１ ６－２   西村・宮崎 （大市大） 
菅井・谷    ６－１ ６－３   新田・赤松 （神商大） 
梅本・小崎   ３－６ ３－６   魚住・小形 （神 大） 
河村・長岡   ４－６ ０－６   菅野・吉美 （関 大） 
加納・今井   ６－２ ６－１   田中・星加 （大工大） 
鈴木・田村   １－６ ５－７   松井・石井 （大経大） 
入江・高橋   ３－６ ４－６   内藤・大江 （神外大） 

▽３回戦 
岩崎・堀江   ６－４ ６－０   江口・伏見 （阪外大） 
菅井・谷    ６－３ ６－２   根本・植松 （神 大） 
加納・今井   ３－６ ７－９   岡本・生島 （大府大） 
▽４回戦 
岩崎・堀江   ６－４ ６－２   浜野・浜野 （関学大） 
菅井・谷    ６－２ ８－６   長井・木村 （立命大） 
▽準々決勝 
岩崎・堀江 11－９ ３－６ ６－１ 北城・岡田 （甲南大） 
菅井・谷    ６－０ ６－３   萩原・吉川 （甲南大） 
▽準決勝 
菅井・谷    ６－２ ８－６   岩崎・堀江 （同 大） 
▽決 勝 
菅井・谷    ２－６ ５－７   田村・川村 （関学大） 
〈準優勝〉 

１９５７（昭和３２）年 
【東海学生庭球選手権】 

           （ ９月 ９日～ 名古屋 栄町TC） 
(男子シングルス) 

▽４回戦 
中村  宏   ６－１ ６－１   佐藤 道信 （同 大） 
久保 嘉定   ６－４ ６－１   大林 重昭 （同 大） 
加納 一男   ６－３ ６－０   神戸    （滋賀大） 
石川 鉦一   ２－６ ２－６   青木    （名 大） 
▽準々決勝 
久保 嘉定   ６－４ ６－３   中村  宏 （同 大） 
加納 一男   ６－２ ７－５   田辺    （名市大） 
▽準決勝 
久保 嘉定 7－9  6－4  2－6  6－2  3-1def 三橋（名工大） 
加納 一男6－2 5－7 6－0 4－6  3－6  沢田（名工大） 
▽決 勝 
久保 嘉定 ６－１ ６－３ ６－１ 沢田    （名工大） 
〈優 勝〉 

(男子ダブルス) 

▽準決勝 
中村・大林 ７－５ ６－２ ６－４ 三橋・沢田 （名工大） 
谷口・佐藤 ６－３ ６－３ ６－３ 竹内・布村 （名工大） 
▽決 勝 
中村・大林 ６－３ ７－５ ６－４ 谷口・佐藤 （同 大） 
〈優 勝〉             〈準優勝〉 

１９５７（昭和３２）年 

【全日本学生庭球選手権】第２５回 

           （ ７月１０日～    中モズ） 
(男子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
久保 嘉定 － 佐野（明治大） 中村  宏 － 長岡（早 大） 
谷口 敏彦 － 寺岡（早 大） 
▽２回戦 
前田 敬一 － 杉村（慶応大） 竹原  功 － 石丸（慶応大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
中村･大林－高木･萩原  (明大)  久保･前田－佐野･稲村  (明大) 
▽２回戦 
竹原･山田－西村･菅   (法大) 
 
１９５７（昭和３２）年 

【京都府庭球選手権】第１１回 

           （ ９月２１日～    二条城） 
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(男子シングルス) 

▽準々決勝 
堀内  寛(OB同大ｸ)      ６－３ ６－１  谷  貞次(同大) 
中村  宏 (同  大)   ６－１ ６－４  谷口 敏彦(同大) 
久保 嘉定 (同 大)   ６－４ ６－４  辻   （京都ｸ） 
▽準決勝 
堀内  寛(OB同大ク) ２－６ ６－３ ６－４ 中村  宏(同大） 
久保 嘉定 (同  大)   ６－３ ６－３  小林  （京都ｸ） 
▽決 勝 
堀内  寛(OB同大ク)    ６－０ ６－２  久保 嘉定(同大） 
〈優 勝〉 

(男子ダブルス) 

▽準決勝 
堀内・藤井(OB同大ｸ)   ６－０ ６－２  久保・前田（同大） 
中村・大林 (同 大) ０－６ ６－４ ６－２ 菅井・谷 （同大） 
▽決 勝 
堀内・藤井(OB同大ｸ)   ８－６ ６－４  中村・大林（同大） 
〈優 勝〉 

１９５７（昭和３２）年 

【甲子園正月庭球トーナメント】第８回 

           （ １月 ２日～５日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－５０） 

▽１回戦 
井上 利彦(同大)   ６－２ ６－１   前川    (甲南中) 

▽２回戦 

井上 利彦(同大)   ６－２ ６－１   田中    (甲陽高) 

▽３回戦 

井上 利彦(同大)   ０－６ ４－６   渡辺  (木村鉛鉄) 
 

１９５７（昭和３２）年 

【毎日庭球選手権】第３２回（春） 

           （ ５月２５日～６日間 中モズ） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１２１） 

▽３回戦（Ｂ－３２） 
久保 嘉定(同大)   ３－６ ４－６   木村（木村商亊） 
竹原  功(同大)   １－６ ３－６   渡辺（木村商亊） 
谷口 敏彦(同大)   ２－６ ２－６   金尾 （大市大） 
山田 博之(同大)   １－６ ２－６   堀内 （阪大OB） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６８） 

▽３回戦（Ｂ－１６） 
竹原・山田(同大)   ２－６ ２－６  高石・傍土(甲南大） 
 
１９５７（昭和３２）年 

【関西庭球選手権】第３３回 

           （１１月１６日～２３日 甲子園TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－   ） 

▽３回戦 
中村  宏(同大)   ４－６ ５－７   納家 （伊藤萬） 
今井  隆(同大)   １－６ ２－６   池村（木村商亊） 
久保 嘉定(同大)   ６－４ ６－２   早野 （関学大） 
前田 敬一(同大) ２－６ ６－４ ４－６ 北城 （甲南大） 
▽４回戦 
久保 嘉定(同大)   １－６ ６－８   傍土 （甲南大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－   ） 

▽３回戦 
中村・大林(同大) ２－６ ８－６ １－６ 工藤･井戸崎(関学大) 
久保・前田(同大) ６－２ ３－６ ３－６ 藤原・河原 (関学大) 

菅井・谷 (同大)   ０－６ １－６   高石・傍土 (甲南大) 
高橋・入江(同大) ４－６ ６－３ ６－３ 萩原・吉川 (甲南大) 
▽４回戦 
高橋・入江(同大)   ２－６ １－６   桂 ・福田 (大鉄局) 
 

１９５８（昭和３３）年 

◆社会：米国－人工衛星1号の打上成功(1/31)。 

    １万円札発行。売春防止法施行(4/1)。 

   日劇でｳｪｽﾀﾝｶｰﾆﾊﾞﾙ開く(2/8)。ﾌﾗﾌｰﾌﾟﾌﾞｰﾑ。 

【京都市、初の姉妹都市盟約 

－パリ市と締結(6/)】 

★流行語：『私は貝になりたい』 

 

１９５８（昭和３３）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）広島 
 

１９５８（昭和３３）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （ ５月 ６日～  甲子園・関大） 
＜男子Ｂ級＞ 

     ○ 同志社 ７（複１－２ 単６－０）２ 関 大② 

 (ダブルス) 

Ｎo１×中村・大林 １－６ ４－６     奥野・立田 
Ｎo２○久保・前田 ６－４ ６－０     杉本・朝尾 
Ｎo３×菅井・谷  ３－６ ６－３ １－６ 若林・坂口 
 (シングルス) 
Ｎo１○中村  宏 ６－１ ６－１     朝尾 浩久 
Ｎo２○久保 嘉定 ６－１ ７－５     船岡  弘 
Ｎo３○前田 敬一 ６－１ ６－４     立田  宏 
Ｎo４○谷口 敏彦 ５－７ 11－９ ６－４ 奥野 博之 
Ｎo５○谷  貞次 ８－６ ６－２     杉本 憲是 
Ｎo６○佐藤 道信 ９－７ ６－０     坂口  信 
 
     ○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 京 大③ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○中村・大林 ６－３ ３－６ ６－１ 安達・和田 
Ｎo２○久保・前田 ６－１ ６－２     尾形・菱川 
Ｎo３×谷口・佐藤 １－６ ３－６     中野・藤田 
 (シングルス) 
Ｎo１○久保 嘉定 ７－５ ６－１     安達 篤夫 
Ｎo２○中村  宏 ６－１ ６－０     尾形 武彦 
No３○前田 敬一 ６－３ ６－３     菱川  治 
Ｎo４×谷口 敏彦 ６－３ ３－６ ６－８ 中野 佳信 
Ｎo５○谷  貞次 ８－６ ６－１     藤田 明弘 
Ｎo６○佐藤 道信 ８－６ ３－６ ６－４ 和田  脩 
 
     ○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 阪 大④ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○中村・大林 ３－６ ６－３ ８－６ 鈴木・小松 
Ｎo２○久保・前田 ６－３ ９－７     石神・高井 
Ｎo３○菅井・谷  ６－３ ７－５     井内・川井 
 (シングルス) 
Ｎo１×久保 嘉定 ３－６ ４－６     鈴木 康司 
Ｎo２○中村  宏 ６－１ ６－０     高井 孝夫 
Ｎo３○前田 敬一 ６－４ ６－３     福田 直輔 
Ｎo４○谷口 敏彦 ３－６ ７－５ ６－４ 井内  元 
Ｎo５○谷  貞次 ３－６ ６－１ ６－３ 石神  互 
Ｎo６○佐藤 道信 ６－３ ６－４     吉川  孝 
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＜男子Ｂ級①位＞       同志社大学 ３勝０敗 

 

【入替戦】           （ ５月２１日～   甲子園TC） 
     ○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 大市大 

＜Ｂ級①位＞            ＜Ａ級④位＞ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○中村・大林 6－1 6－2 3－6 5－7 6－1  中谷・柴木 
No２○久保・前田 ６－３ ６－４ ６－３ 小笠原・赤坂 
Ｎo３○菅井・谷口 ６－４ ６－０ ６－２ 北口・西村 
 (シングルス) 
Ｎo１○久保 嘉定 ６－２ ６－２ ６－２ 小笠原政秀 
Ｎo２○中村  宏 ６－３ ６－２ ６－３ 赤坂 育郎 
Ｎo３○加納 一男 ７－５ ６－４ ８－６ 北口 章憲 
Ｎo４○前田 敬一 6－0 5－7 6－1 6－4 西村 博夫 
Ｎo５×大林 重昭 ２－６ ２－６ ５－７ 中谷 益己 
Ｎo６○佐藤 道信 6－1 4－6 6－1 6－1 柴木 国雄 
 
＜男子Ａ級（昇格）＞     同志社大学 

 
１９５８（昭和３３）年 

【定期戦】     対 法政大学戦 

           （ ７月１５日     法政大） 

     × 同志社 ３（複０－３ 単３－３）６ 法政大 
 (ダブルス) 

Ｎo１×中村・大林 ５－７ ４－６     鬼崎・坪倉 
Ｎo２×久保・前田 ２－６ ４－６     萩原・前多 
Ｎo３×菅井・谷  ６－４ ４－６ １－６ 浜中・藤田 
 (シングルス) 
Ｎo１○久保 嘉定 ６－２ ２－６ ６－３ 坪倉 
Ｎo２○中村  宏 ３－６ ７－５ ６－４ 萩原 
Ｎo３×加納 一男 ２－６ ３－６     浜中 
Ｎo４×谷口 敏彦 ５－７ ６－４ ５－７ 前多 
Ｎo５○前田 敬一 ７－５ ６－３     明神 
Ｎo６×佐藤 道信 １－６ １－６     前田 
 

１９５８（昭和３３）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （ ７月１７日  青学大 綱島） 

     × 同志社 ４（複２－１ 単２－４）５ 青学大 
 (ダブルス) 

Ｎo１×中村・大林 ３－６ ３－６     津上・坂口 
Ｎo２○久保・前田 ３－６ ６－３ ６－２ 稲葉・堀江 
Ｎo３○菅井・谷  ６－２ ７－５     橋本・中村 
 (シングルス) 
Ｎo１○久保 嘉定 ６－２ ６－４     津上 
Ｎo２×中村  宏 ６－４ ４－６ ４－６ 坂口 
Ｎo３×谷口 敏彦 ０－６ ８－６ ４－６ 中村 
Ｎo４○前田 敬一 ６－３ ６－１     橋本 
Ｎo５×谷  貞次 ６－４ ２－６ ４－６ 下地 
Ｎo６×佐藤 道信 ３－６ ４－６     堀江 
 

１９５８（昭和３３）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

        （ ７月１９日・２０日 立教大 上板橋） 

     × 同志社 １（複０－３ 単１－５）８ 立教大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×中村・大林 2－6 9－7 5－7 2－6 瓦林・鷲見 

Ｎo２×久保・前田 2－6 2－6 10－8 4－6小田原・河内 
Ｎo３×菅井・谷  ２－６ ２－６ ２－６ 小西・石井 
 (シングルス) 
Ｎo１○久保 嘉定 6－2 6－4 4－6 6－2 瓦林 
Ｎo２×中村  宏 8－6 6－1 1－6 1－6  0－6  鷲見 
Ｎo３×谷口 敏彦 8－6 3－6 1－6 6－8  小西 
Ｎo４×前田 敬一 ３－６ ２－６ ０－６  小田原 
Ｎo５×加納 一男 ３－６ ４－６ ２－６  河内 
Ｎo６×谷  貞次 ２－６ ５－７ ３－６  福島 
 

１９５８（昭和３３）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （１０月１４日     関大） 

     ○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 関西大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○久保・前田 ６－４ ４－６ ６－３ 若林・松井 
Ｎo２×堀江・田中 ４－６ ４－６     坂口・菅野 
Ｎo３×菅井・谷  ６－４ ４－６ ２－６ 立田・吉見 
 (シングルス) 
Ｎo１○久保 嘉定 ６－２ ６－１     鍋島 利三 
Ｎo２○谷口 敏彦 ６－３ ５－７ ６－１ 吉見 康利 
Ｎo３○前田 敬一 ４－６ ３－６     立田  宏 
Ｎo４○谷  貞次 10－８ ７－５     若林 法光 
Ｎo５○田中 良和 ０－６ ７－９     坂口  信 
Ｎo６○堀江 照二 ３－６ ２－６     菅野 敬三 
 
１９５８（昭和３３）年 

【定期戦】復活第13回 対 京都大学戦（同大１０勝3敗） 

           （１０月１６日     京大） 

     ○ 同志社 ６（複１－２ 単５－１）３ 京都大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○久保・前田 ６－３ ６－２     菱川・根井 
Ｎo２×堀江・田中 ６－４ ６－８ ４－６ 安達・尾形 
Ｎo３×菅井・谷  ２－６ ２－６     藤田・中野 
 (シングルス) 
Ｎo１○久保 嘉定 ６－３ ６－２     安達 篤夫 
Ｎo２○谷口 敏彦 10－８ ６－３     中野 佳信 
Ｎo３○谷  貞次 ４－６ ６－１ ６－３ 藤田 明弘 
Ｎo４○田中 良和 ６－２ ６－３     菱川  治 
Ｎo５×前田 敬一 ３－６ ６－４ ０－６ 尾形 武彦 
Ｎo６○菅井  泓 ６－３ ４－６ ６－３ 根井 基雄 
 
１９５８（昭和３３）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

           （１０月２８日     大市大） 

     ○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 大市大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○久保・前田 ６－２ ６－３     小笠原・柴木 
Ｎo２○菅井・谷  ７－９ ６－１ ６－３ 中谷・西村 
Ｎo３×堀江・田中 ８－６ ２－６ ２－６ 林・山口 
 (シングルス) 
Ｎo１○久保 嘉定 ４－６ ７－５ ６－３ 小笠原政秀 
Ｎo２×谷口 敏彦 ０－６ ６－８     中谷 益己 
Ｎo３○田中 良和 ６－３ ６－１     西村 博夫 
Ｎo４○谷  貞次 ６－１ ６－３     高田 一夫 
Ｎo５○堀江 照二 ６－４ ６－１     林  信之 
Ｎo６○菅井  弘 ７－５ ６－２     山口  忠 
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１９５８（昭和３３）年 

＜ＯＢ戦＞     （ ６月１５日 二条城） 
＜役員引継＞    （ ８月 １日 同大） 

 

１９５８（昭和３３）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

           （ ４月 ７日～８日間 中モズ） 
(男子シングルス)（Ｂ－２５９） 

▽１回戦 
高橋  暹   ６－１ ６－２   辻     （近 大） 
▽２回戦 
高橋  暹   ０－６ １－６   中村（靖） （関学大） 
谷  貞次   ６－３ ６－２   菅     （西京大） 
田中 良和 ６－３ １－６ ３－６ 井内    （阪 大） 
前田 敬一   ６－１ ６－１   大江    （神外大） 
福田  守   ０－６ ２－６   菱川    （京 大） 
鈴木 敏正   ２－６ ０－６   伊藤    （関学大） 
国富 圭典   ５－７ ３－６   矢進    （大市大） 
久保 嘉定   ６－０ ６－０   大泉    （大市大） 
平野鉄二郎   １－６ ０－６   高橋    （関学大） 
今井  隆   ６－４ ６－１   国田    （関 大） 
加納 一男   ６－２ ６－１   瀬尻    （大市大） 

岡本 英男       def      村上    （関学大） 

中井 茂夫   ６－４ ７－５   土橋    （神 大） 

下川 信一   ６－４ ７－５   生原    （神 大） 

辰己  彰   ２－６ １－６   下陸    （神外大） 

藤井祥三郎   ２－６ ２－６   久保    （甲南大） 

岩崎 信雄   ２－６ ２－６   野々村   （甲南大） 

奥井 信一   ６－０ ８－６   下井    （大市大） 

小崎  剛 ２－６ ６－２ ４－６ 小松    （阪 大） 

日和 憲雄   １－６ ０－６   高井    （阪 大） 

大林 重昭   ６－２ ６－２   多田    （阪 大） 

菅井  泓 ２－６ ４－６ ２－６ 中野    （甲南大） 

堀江 照ニ   ６－１ ６－２   梅谷    （学芸大） 

中村  宏   ６－０ ６－０   若江    （関 大） 

良元 英河 ６－２ ４－６ ７－９ 菅野    （関 大） 

長岡  功       def      浅井    （阪 大） 

河村  勲   ６－３ ６－１   吉良    （大市大） 

谷口 敏彦   ６－０ ６－０   北本    （神商大） 

福田 親和   ６－２ ６－２   野曽原   （和 大） 

田村 英成   １－６ ０－６   赤阪    （大市大） 

佐藤 道信   ６－０ ６－１   上田    （大学大） 

中川 裕之   ０－６ ０－６   河野    （関学大） 

入江  實   ６－０ ６－０   石井    （関 大） 

梅本  修   ２－６ ０－６   杉本    （関 大） 

▽３回戦 
谷  貞次   ６－３ ６－２   張     （関学大） 

前田 敬一       def      吉川    （甲南大） 

久保 嘉定   ６－０ ６－１   花木    （近 大） 
今井  隆   ６－０ ６－０   川端    （大経大） 
加納 一男 ６－８ ７－５ ６－３ 那須    （甲南大） 
中井 茂夫   ６－４ ６－２   村上    （関学大） 
奥井 信一   １－６ ２－６   岡田    （関学大） 
大林 重昭 ４－６ ６－４ ６－３ 曽我    （甲南大） 
堀江 照ニ ７－５ ３－６ ２－６ 根井    （京 大） 
中村  宏   ６－０ ６－１   高井    （大外大） 
河村  勲   ６－３ ６－２   浅井    （阪 大） 
谷口 敏彦   ６－０ ６－３   植田    （京 大） 

福田 親和   ５－７ １－６   早野    （関学大） 
佐藤 信雄   ６－２ ６－３   川井    （阪 大） 
入江  實   ０－６ １－６   杉本    （関 大） 
▽４回戦 
谷  貞次   ２－６ １－６   中村（靖）  （関学大） 
前田 敬一   １－６ ４－６   森     （関学大） 
久保 嘉定   ３－６ １－６   平野    （甲南大） 
今井  隆   ２－６ ４－６   高橋    （関学大） 
加納 一男 10－８ ４－６ ６－３ 中井 茂夫 （同 大） 
大林 重昭   ４－６ ３－６   村西    （甲南大） 
中村  宏   ６－２ ６－２   若林    （関 大） 
谷口 敏彦   ６－２ ６－２   河村  勲 （同 大） 

佐藤 道信 ６－４ ２－６ ２－６ 林     （関学大） 

▽５回戦 

加納 一男   １－６ １－６   高橋    （関学大） 

中村  宏 ６－３ ３－６ ２－６ 田中    （甲南大） 

谷口 敏彦   ３－６ ３－６   藤原    （関学大） 

(男子ダブルス)（Ｂ－１２４） 

▽１回戦 
高橋・入江 ６－３ ３－６ ３－６ 加藤・岡本 （関学大） 
谷口・佐藤   ６－１ ６－１   神波・矢追 （大市大） 
菅井・谷    ６－１ ６－０   林 ・磯野 （大市大） 
小崎・下川   ６－０ ６－０   沢農・長尾 （大学大） 
久保・前田   ６－１ ６－４   多田・盛川 （阪 大） 
田村・鈴木   １－６ ５－７   徳田・山根 （甲南大） 
武口・岡本   ６－８ ４－６   西村・平松 （和 大） 
加納・中井   ６－３ ７－５   長谷川・松浦（阪 大） 
藤井・福田(親)  ３－６ １－６   吉見・菅野 （関 大） 
辰己・日和   ０－６ ２－６   樫山・岩佐 （関学大） 
田中・良元   ６－２ ６－２   正田・足立 （甲南大） 
長岡・河村   ３－６ ３－６   山田・浜野 （関学大） 
梅本・中川   ６－３ ６－２   小島・生原 （神 大） 
国富・福田(守)  ４－６ ４－６   高田・西村 （大市大） 
中村・大林   ６－０ ６－１   池田・西村 （神 大） 
岩崎・堀江   ６－１ ６－３   臼井・習田 （関 大） 
今井・野村   １－６ ５－７   赤坂・小笠原（大市大） 
▽２回戦 
谷口・佐藤       def      加藤・岡本 （関学大） 
菅井・谷  ６－３ ３－６ ５－７ 河野・堤  （関学大） 
小崎・下川 ５－７ ６－１ ６－３ 富井・水野 （関学大） 
久保・前田   ６－１ ６－２   徳田・山根 （甲南大） 
加納・中井 ４－６ ６－０ ６－１ 斉藤・久保 （甲南大） 
田中・良元      def        藤原・高橋 （関学大） 
梅本・中川   ４－６ ４－６   若林・坂口 （関 大） 
中村・大林   ６－３ ８－６   村上・石井 （関学大） 
岩崎・堀江 １－６ ６－１ ６－１ 船岡・松井優（関 大） 
▽３回戦 
谷口・佐藤   ０－６ ３－６   河野・堤  （関学大） 
久保・前田   ６－０ ６－１   小崎・下川 （同 大） 
加納・中井   ０－６ ０－６   井戸崎・工藤（関学大） 
中村・大林 ４－６ ６－１ ２－６ 柴木・中谷 （大市大） 
岩崎・堀江   １－６ ２－６   川村・田村 （関学大） 
▽４回戦 
久保・前田   ４－６ １－６   平野・藤井 （甲南大） 
 
１９５８（昭和３３）年 

【関西学生新進庭球トーナメント】 

     （ ６月 ２日～８日間 甲子園TC） 



 12

(男子シングルス)（Ｂ－２６８） 

▽１回戦 
田中 良和   ６－１ ６－２   矢追    （大市大） 
小崎  剛   ２－６ ２－６   岩佐    （関学大） 
▽２回戦 
辰巳  彰   ０－６ ３－６   橋本    （大市大） 
良元 英河   ６－０ ６－２   坂倉    （神 大） 
加藤 忠彦   ０－６ ０－６   中野    （甲南大） 
奥井 信一   ６－１ ６－０   数元    （大市大） 
高橋  暹   ６－３ ６－１   環     （京 大） 
平野鉄二郎   １－６ １－６   金子    （関学大） 
今井  隆   ６－０ ６－０   野々村   （神 大） 
田村 英成   ６－０ ６－１   南     （大市大） 
梅本  修   １－６ ４－６   菅野    （関 大） 
田中 良和   ６－１ ６－２   正田    （甲南大） 
鈴木 信喜   ６－１ ８－６   北本    （神商大） 
藤井祥三郎   ２－６ ３－６   長谷川   （阪 大） 
入江  實   ６－３ ６－２   市川    （関学大） 
中川 裕之   ４－６ ４－６   高木    （神 大） 
田村 嘉朗             安光    （阪 大） 
鈴木 敏正   ６－１ ７－５   岸本    （大工大） 
菅井  泓   ６－１ ６－２   藤井    （関学大） 
福田 親和   １－６ ０－６   久保    （甲南大） 
日和 憲男   ６－４ ６－３   浅井    （阪 大） 
堀江 照ニ   ６－４ ６－０   加藤    （大経大） 
君浪  進   ２－６ ４－６   松井    （関 大） 
谷  貞次   ６－０ ６－０   松村    （神商大） 
福田  守   ４－６ ０－６   長谷川   （和 大） 
▽３回戦 
良元 英河   ２－６ ２－６   奥     （阪 大） 
奥井 信一   ５－７ ４－６   吉矢    （阪 大） 
高橋  暹 ４－６ ６－３ ６－１ 菅     （神商大） 
今井  隆   ６－２ ６－１   佐藤    （大経大） 
田村 英成   ６－３ ６－２   西村    （神 大） 
田中 良和   ６－１ ６－２   盛川    （阪 大） 
鈴木 信喜   ０－６ ０－６   吉見    （関 大） 
入江  實   ３－６ ２－６   石井    （関学大） 
田村 嘉朗   ４－６ ２－６   木村    （関学大） 
鈴木 敏正   ８－６ ６－２   城武    （甲南大） 
菅井  泓   ６－１ ６－１   小形    （神 大） 
日和 憲男   ２－６ １－６   北口    （大市大） 
堀江 照ニ １－６ ６－３ ４－６ 吉川    （阪 大） 
谷  貞次   ６－０ ６－１   藤本    （阪外大） 
▽４回戦 
高橋  暹       def      村上    （京 大） 
今井  隆   ５－７ ３－６   岡所    （関学大） 
田村 英成   １－６ ４－６   宮庄    （大外大） 
田中 良和   ６－１ ６－２   岩佐    （関学大） 
鈴木 敏正   ０－６ １－６   石神    （阪 大） 
菅井  泓             松尾    （阪外大） 
谷  貞次   ６－２ ６－２   松井    （関 大） 
▽５回戦 
高橋  暹   ６－０ ６－１   岡所    （関学大） 
田中 良和   ７－５ ６－３   玉腰    （関 大） 
菅井  泓   ６－２ ６－２   石神    （阪 大） 
谷  貞次   ６－３ ６－０   多田    （阪 大） 
▽６回戦 
高橋  暹   ４－６ ３－６   川井    （阪 大） 

田中 良和 １－６ ６－３ ３－６ 菅野    （関 大） 
菅井  泓   ３－６ ２－６   木村    （関学大） 
谷  貞次   ６－３ ６－０   吉川    （阪 大） 
▽準々決勝 
谷  貞次   ６－０ ６－２   井内    （阪 大） 
▽準決勝 
谷  貞次   ６－４ ６－３   山根    （甲南大） 
▽決 勝 
谷  貞次 ３－６ ７－５ ６－２ 菅野    （関 大） 
〈優 勝〉 

(男子ダブルス) 

▽１回戦（Ｂ－１２８） 
鈴木・辰巳   ５－７ １－６   松井・石井 （大経大） 
奥井・福田(守)  ６－１ ６－１   松尾・藤田 （甲南大） 
菅井・谷    ６－０ ６－０   福田・高橋 （神外大） 
今井・堀江   ６－０ ６－０   松本・浜田 （神商大） 
田中・良元   ６－１ ６－３   中川・池田 （阪 大） 
中川・梅本   14－12 ６－２    岩尾・上田 （神 大） 
入江・高橋   ６－３ ６－４   瀬尻・西村 （大市大） 
藤井・福田(親) １－６ ９－７ ６－４ 臼井・水口 （関 大） 
下川・小崎(剛)  ５－７ ２－６   那須・野々村（甲南大） 
日和・田村(英)  １－６ ４－６   浜田・太田 （和 大） 
加藤・平野   ０－６ ０－６   小形・植村 （神 大） 
▽２回戦 
奥井・福田(守)  ２－６ ０－６   岩佐・樫山 （関学大） 
菅井・谷    ６－３ ６－１   西村・松本 （和 大） 
今井・堀江   ６－１ ６－３   梅本・逸見 （神商大） 
田中・良元   ６－２ ６－３   滝 ・佐々木（神 大） 
中川・梅本 ８－６ 10－12 ４－６ 村上・石井 （関学大） 
入江・高橋   ６－０ ６－１   長谷川・松本（和 大） 
藤井・福田(親)  ３－６ １－６   井内・川井 （阪 大） 
▽３回戦 
菅井・谷    ６－４ ６－０   山根・徳田 （甲南大） 
今井・堀江   ６－１ ６－１   山田・梅谷 （大学大） 
田中・良元   ３－６ ５－７   村上・石井 （関学大） 
入江・高橋   ６－０ ６－２   津司・塩月 （京 大） 
▽４回戦 
菅井・谷    ６－３ ６－２   岡本・加藤 （関学大） 
今井・堀江   ６－３ ６－２   安光・吉川 （阪 大） 
入江・高橋   ３－６ ０－６   宮庄・高井 （阪外大） 
▽準々決勝 
菅井・谷    ６－３ ６－１   吉見・菅野 （関 大） 
今井・堀江 ６－３ ２－６ ６－０ 村上・石井 （関学大） 
▽準決勝 
菅井・谷    10－８ ９－７   今井・堀江 （同 大） 
▽決 勝 
菅井・谷    ０－６ ６－８   張 ・木村 （関学大） 
〈準優勝〉 

１９５８（昭和３３）年 
【関西学生庭球選手権】（秋） 

           （ ９月 １日～１０日 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－２４０） 
▽５回戦 
谷口 敏彦   ２－６ ０－６   石田    （関学大） 
久保 嘉定   ６－１ ６－１   藤原    （関学大） 
▽準々決勝 
久保 嘉定 ３－６ １－６ １－６ 市山    （神 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１２５） 
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▽４回戦 
堀江・田中   １－６ ２－６   高橋・藤原 （関学大） 
 
１９５８（昭和３３）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

           （１１月２４日～８日間 中モズ） 
(男子シングルス) 

▽１回戦（Ｂ－３００） 
日和 憲男   ６－０ ６－２   浅田    （阪 大） 
入江  實   ６－２ ６－３   吉良    （大市大） 
鈴木 信喜   ６－０ ６－１   三谷   （大歯科大） 
梅本  修   ６－１ ６－３   辻     （近 大） 
福田 親和 ６－２ ２－６ ５－７ 村上    （関学大） 
▽２回戦 
中川 裕之   ６－３ ６－４   若江    （関 大） 
藤井祥三郎   ６－２ ６－０   時岡    （大工大） 
小崎  剛   １－６ ３－６   浜田    （神商大） 
日和 憲男   ３－６ ２－６   高木    （神 大） 
高橋  暹 ３－６ ６－４ ６－４ 岩佐    （関学大） 
君浪  進   ６－２ ６－０   植野    （大経大） 
加藤 忠彦   ３－６ ４－６   阿倍    （関学大） 
佐伯 滋彦   ６－１ ６－３   西山    （府 大） 
杉江 貞彦   ６－４ ６－２   福山    （大府大） 
田村 英成   ６－４ ６－４   牧野    （阪外大） 
菅井  泓   ６－２ ６－０   長野    （阪 大） 
田村 嘉朗   ６－０ ６－０   麦谷    （大工大） 
入江  實   ６－２ ６－１   井沢    （大府大） 
鈴木 信喜   ６－１ ６－０   伊藤    （大経大） 
梅本  修   ０－６ ０－６   須藤    （大工大） 
下川 信一   ６－２ ６－０   西山    （阪 大） 
奥井 信一 ５－７ ６－４ ６－４ 中瀬    （大府大） 
鈴木 敏正   ６－４ ６－２   北本    （神商大） 
良元 英河   ６－４ ７－５   姫井    （大市大） 
福田  守   ６－０ ６－１   杉本    （大市大） 
▽３回戦 
中川 裕之 ４－６ ６－４ ２－６ 徳田    （甲南大） 
藤井祥三郎 ８－６ ７－９ １－６ 岩尾    （神 大） 
高橋  暹   ６－４ ６－０   砂子    （神商大） 
君浪  進   ６－２ ６－０   竹田    （立命大） 
佐伯 滋彦   ６－１ ６－０   秋山    （姫工大） 
杉江 貞彦   ５－７ ２－６   湯川    （大工大） 
田村 英成   ６－０ ６－３   中野    （甲南大） 
菅井  泓   ６－０ ６－２   亀川    （大経大） 
田村 嘉朗   ６－３ ６－０   重光    （阪 大） 
入江  實   ６－４ ６－２   関     （神 大） 
鈴木 信喜   ０－６ ０－６   菅野    （関 大） 
下川 信一 ６－１ ３－６ ３－６ 須藤    （大工大） 
奥井 信一   ５－７ １－６   加藤    （大学大） 
鈴木 敏正 ４－６ ６－４ ６－３ 環     （京 大） 
良元 英河   ６－４ ６－２   管     （西京大） 
福田  守   ４－６ １－６   斉藤    （甲南大） 
▽４回戦 
高橋  暹   ７－５ ６－３   西村    （関 大） 
君浪  進 ６－３ １－６ ３－６ 中野    （甲南大） 
佐伯 滋彦   ６－２ ７－５   湯川    （大工大） 
菅井  泓 ２－６ ８－６ ６－３ 田村 英成 （同 大） 
田村 嘉朗 ７－５ ４－６ ７－５ 上山    （関 大） 
入江  實   ６－２ ６－２   奥田    （甲南大） 

鈴木 敏正   ０－６ ３－６   原     （神 大） 
良元 英河   ６－１ ６－１   比名    （神商大） 
▽５回戦 
高橋  暹   ６－１ ６－３   松村  (泰)   （神商大） 
菅井  泓             佐伯 滋彦 （同 大） 
入江  實   ６－２ ６－１   田村 嘉朗 （同 大） 
良元 英河   １－６ ０－６   吉見    （関 大） 
▽６回戦 
高橋  暹   ２－６ ０－６   中野    （甲南大） 
菅井  泓 ６－０ ２－６ ６－１ 入江  實 （同 大） 
▽６回戦 
菅井  泓             中野    （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１３４） 
▽２回戦 
梅本・田村(英)   ６－１ ６－４   木村・和泉 （和 大） 
中川・日和 ４－６ 11－９ 12－10 習田・松井 （関 大） 
奥井・福田(守)  １－６ ０－６   徳田・山根 （甲南大） 
菅井・良元   ６－０ ６－３   高田・上田 （阪外大） 
中井・鈴木(敏)      def        大島・仲条 （大工大） 
小崎・下川 ６－４ ５－７ ４－６ 国田・京谷 （関 大） 
君浪・田村(嘉)  ６－２ ６－４   山崎・武藤 （神外大） 
高橋・入江 ６－２ ３－６ ６－３ 下井・橋本 （大市大） 
藤井・福田(親) １－６ ９－７ ６－２  柿川・渡辺 （阪外大） 
佐伯・鈴木(信)  ６－４ ７－５    木村・松下 （立命大） 
▽３回戦 
梅本・田村(英)  ６－３ ６－０   伊藤・林  （西京大） 
中川・日和 ６－３ ５－７ ４－６ 乗友・西田 （神外大） 
菅井・良元   ６－０ ６－０   伊藤・角田 （大経大） 
君浪・田村(嘉) ６－０ ５－７ ６－２ 岸本・時岡 （大工大） 
高橋・入江 ５－７ ６－１ ４－６ 松井・石井 （大経大） 
藤井・福田(親)  ３－６ ３－６   内藤・大江 （神外大） 
佐伯・鈴木(信) ６－４ ６－８ １－６ 須藤・浜田 （大工大） 
▽４回戦 
梅本・田村(英)  １－６ １－６   吉見・鈴木 （関 大） 
菅井・良元   ２－６ ０－６   西尾・高井 （阪外大） 
君浪・田村(嘉)  ６－２ ６－３   小林・谷野 （阪外大） 
▽５回戦 
君浪・田村(嘉)  １－６ ３－６   菅野・松井 （関 大） 
 
１９５８（昭和３３）年 

【全日本学生庭球選手権】第２６回 

           （ ７月 ９日～７日間 田園Ｃ） 
(男子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
久保 嘉定   ０－６ ６－８   西村    （法政大） 
谷口 敏彦   ３－６ ４－６   立石    （日本大） 
▽２回戦 
中村  宏 ６－３ ５－７ １－６ 浜中    （法政大） 
加納 一男   ３－６ ６－８   滝     （成蹊大） 
前田 敬一   ６－３ ６－１   清水    （名 大） 
▽３回戦 
前田 敬一   ０－６ ２－６   松浦    （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
久保・前田 １－６ ６－３ ６－３ 津上・坂口 （青学大） 
▽２回戦 
中村・大林   ０－６ ２－６   生川・長岡 （早 大） 
久保・前田   １－６ ４－６   高橋・藤原 （関学大） 
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１９５８（昭和３３）年 

【全日本庭球選手権】第３３回 

           （１１月 １日～ ９日 靭公園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
久保 嘉定(同大) ３－６ ２－６ ３－６ 橋本 （朝日生命） 
 
１９５８（昭和３３）年 

【京都オープン庭球トーナメント】第１４回 

           （  月  日～    ） 
(男子シングルス) 

▽決 勝   堀内  寛(OB同大ｸ)〈優 勝〉 

(男子ダブルス) 

▽決 勝   堀内･藤井 (OB同大ｸ)〈優 勝〉 

(混合ダブルス) 

▽決 勝   堀内(OB京都ｸ)･桂 (京都ｸ)〈優 勝〉 

 

１９５８（昭和３３）年 

【京都府庭球選手権】第１２回 

           （ ８月１６日～    京大） 
(男子シングルス) 

▽準々決勝 
堀内  寛(OB同大ｸ)    ７－５  ６－３    谷  貞次(同大) 
久保 嘉定 (同 大)   ６－０ ７－５  加納 一男(同大) 
前田 敬一 (同  大)    １－６ ０－６   鈴木  (阪 大) 
▽準決勝 
堀内  寛(OB同大ｸ) 
久保 嘉定 (同  大)    ６－４ ６－４  鈴木  (阪 大) 
▽決 勝 
堀内  寛(OB京都ｸ)  ５－７ ６－１ ６－１  久保 嘉定(同大） 
〈優 勝〉 

(男子ダブルス) 

▽準々決勝 
久保・前田 (同 大) ３－６ ８－６ ７－５ 谷口・佐藤 (同大) 
菅井・谷  (同 大) ６－１ ４－６ ３－６ 高田･有本(山城高) 
田中・堀江 (同 大) ６－４ ５－７ ２－６ 鈴木・小松 (阪大) 
堀内・藤井(OB同大ｸ) 
▽準決勝 
久保・前田 (同 大)  ６－３ ６－２    鈴木・小松 (阪大) 
堀内・藤井(OB同大ｸ) 
▽決勝 
久保・前田 (同 大) 10－８ ６－１ 堀内・藤井 (OB同大ｸ) 
〈優 勝〉              〈準優勝〉 

１９５８（昭和３３）年 

【甲子園正月庭球トーナメント】第９回 

           （ １月 ２日～５日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－５８） 

▽１回戦  久保 嘉定(同大)   def    中村   (甲子園ｸ) 
▽２回戦 

久保 嘉定(同大)   ６－１ ６－３   前川   (甲南高) 

▽３回戦 

久保 嘉定(同大)   ３－６ ４－６   高橋    (関学大) 
(男子ダブルス)（Ｂ－４２） 

▽１回戦 

久保(同大)･山本(大阪貿易) ８－10 ２－６ 渡辺･小林(甲南高) 

 

１９５８（昭和３３）年 

【毎日庭球選手権】第３３回（春） 

           （ ５月３１日～６日間 中モズ） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１０１） 

▽２回戦 
中村  宏(同大)   ６－８ ０－６   徳田 （神 大） 
今井  隆(同大)   ２－６ ２－６   傍土  （伊藤萬） 
久保 嘉定(同大)   ６－１ ６－１   立田 （関 大） 
中井 茂夫(同大)   ０－６ ０－６   北条 （甲南大） 
前田 敬一(同大)   ０－６ ０－６   市山 （神 大） 
▽３回戦 
久保 嘉定(同大)   ４－６ ３－６   徳田 （神 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－５９） 

▽２回戦 
中村・大林(同大)   ０－６ ５－７  平野・藤井（甲南大） 
久保・前田(同大)   ６－４ ６－２  柿原・大石（大阪ｶﾞｽ） 
▽３回戦 
久保・前田(同大)   ５－７ ４－６  古田・岡田（関学大） 
 

１９５８（昭和３３）年 

【全日本少年(ボーイズ)・少女(ガールズ)・庭球選手権】 

          （ ７月２８日～ パレステニスコート） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 

田村 嘉朗(同大)   ３－６ ３－６   竹並  (慶応高) 

良元 英河(同大) ７－９ ６－４ ４－６ 井上   (法二高) 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 

良元･田村(同大)   ０－６ １－６   安田･松下(慶応大) 

 
１９５８（昭和３３）年 

【関西庭球選手権】第３４回 

           （１１月１５日～８日間 甲子園TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１９６） 
▽３回戦 
谷口 敏彦(同大)   ６－２ ６－２   樫山 （関学大） 
久保 嘉定(同大)   ６－０ ６－１   曽我 （甲南大） 
前田 敬一(同大)   ３－６ ８－10   岡田 （関学大） 
高橋  暹(同大)   ０－６ ３－６   中村 （関学大） 
田中 良和(同大)   ３－６ ２－６   小寺  （神戸ｸ） 
下川 信一(同大) 
▽４回戦 
谷口 敏彦(同大)   ３－６ ２－６   古田 （関学大） 
久保 嘉定(同大)   ６－３ ６－０   伊藤 （関学大） 
下川 信一(同大)   ０－６ １－６   森  （関学大） 
▽５回戦 
久保 嘉定(同大)   ６－４ ６－１   古田 （関学大） 
▽準々決勝 
久保 嘉定(同大)   ５－７ ０－６   中村 （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－９６） 
▽３回戦 
久保・前田(同大) ９－７ ４－６ ９－７ 木村・張 （関学大） 
谷口・谷 (同大) ８－６ ３－６ ６－４ 平野・藤井（甲南大） 
▽４回戦 
久保・前田(同大)   １－６ １－６  松浦・中村（関学大） 
谷口・谷 (同大)   ３－６ ７－９  茶川・渡辺（池田ｸ） 
 



 15

１９５８（昭和３３）年 

【和歌山庭球選手権】 

           （１２月 ６日～    和歌山TC） 
 (男子シングルス) 

▽準決勝 
中村  宏(同大) ４－６ ６－２ ６－４ 菅井  泓 (同大) 
久保 嘉定(同大)   ６－０ ６－０   前田 敬一 (同大) 
▽決 勝 
久保 嘉定(同大)   ６－４ ７－５   中村  宏 (同大) 
〈優 勝〉                  〈準優勝〉 

(男子ダブルス) 

▽準決勝 
中村・加納(同大)   ７－５ ６－４   菅井・中井(同大) 
久保・前田(同大)   ６－２ ６－１   森・室田(明大OB) 
▽決 勝 
久保・前田(同大)   ６－４ ８－６   中村・加納（同大） 
〈優 勝〉                 〈準優勝〉 

 

１９５９（昭和３４）年 

◆社会：岩戸景気(耐久消費財の大幅普及始まる)。 

 伊勢湾台風(15号)。 

<ﾃﾆｽﾌﾞｰﾑ>皇太子結婚(4/10)。 

    ｿ連の宇宙ﾛｹｯﾄが､月面着陸(9/14)。 

★流行語：『私の選んだ人』 

◇本   学：体育会1ｸﾗﾌﾞ･1部長･1監督とし､ 

       大学長の任命となる。 

◇本学ﾃﾆｽ：部長－高橋 貞蔵教授 就任(4/1～)。 

           監督－中村 宏(S34)OB就任(4/1～)。 

   (夏－岩倉に使用困難な、砂ｺｰﾄができる)。 
 

１９５９（昭和３４）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）岡山市 
 

１９５９（昭和３４）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （ ５月 ６日～    甲子園TC） 
＜男子Ａ級＞ 

     × 同志社 １（複１－２ 単０－６）８ 関学大① 

 
     × 同志社 １（複０－３ 単１－５）８ 甲南大② 

 
     × 同志社 ４（複２－１ 単２－４）５ 神 大③ 

 

＜男子Ａ級④位＞       同志社大学 ０勝３敗 

 

【入替戦】 

     × 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 関 大 

＜Ａ級④位＞            ＜Ｂ級①位＞ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○久保・前田  3-6  7-5  7-5  3-6  6-4  坂口・若林 
Ｎo２×堀江・田中  5-7 6-3 6-3 2-6 1-6  吉見・立田 
Ｎo３×谷 ・谷口  5-7 6-4 5-7 6-1 4-6  菅野・鍋島 
 (シングルス) 
Ｎo１○久保 嘉定 ７－５ ６－２ ６－０ 鍋島 利三 
Ｎo２×谷口 敏彦 ５－７ ４－６ ５－７ 吉見 康利 
Ｎo３○谷  貞次 8－10 6－3 6－3 6－2 菅野 敬三 
Ｎo４○前田 敬一 ６－３ ６－２ ６－３ 若林 法光 
Ｎo５×田中 良和 6－2 3－6 6－8 4－6 立田  宏 

Ｎo６×堀江 照二 6－1 4－6 3－6 2－6 坂口  信 
 
＜男子Ａ級（降格）＞     同志社大学 

 

１９５９（昭和３４）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

          （  月  日・  日  二条城） 

     × 同志社 ２（複 －  単 － ）７ 立教大 

 

１９５９（昭和３４）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

          （  月  日・  日  二条城） 

     ○ 同志社 ５（複 －  単 － ）４ 青学大 

 

１９５９（昭和３４）年 

【定期戦】     対 法政大学戦  (中止) 
 

１９５９（昭和３４）年 

【定期戦】復活第14回 対 京都大学戦（同大１１勝3敗） 

           （  月  日     京大） 

     ○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 京都大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○谷 ・堀江 ５－７ ６－０ ６－３ 中野・藤原 
Ｎo２×田村・小崎 ５－７ ４－６     安達・藤田 
Ｎo３○入江・田中 ６－２ ６－２     広谷・新庄 
 (シングルス) 
Ｎo１○谷  貞次 ６－１ ４－６ ６－０ 安達 篤夫 
Ｎo２○田中 良和 ６－１ ６－１     藤原 
Ｎo３○堀江 照二 ９－７ ４－６ ６－２ 藤田 明弘 
Ｎo４×小崎  剛 ４－６ ３－６     中野 佳信 
Ｎo５×入江  實 ６－１ ０－６ ３－６ 広谷 
Ｎo６○良元 英河 ６－３ ８－６     中瀬 
 
１９５９（昭和３４）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （  月  日     ） 

     ○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 関西大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○谷 ・堀江 ６－３ ６－３     立田・吉見 
Ｎo２×田村・小崎 ３－６ ２－６     菅野・鍋島 
Ｎo３○田中・入江 ６－３ ６－１     松井・鍛冶 
 (シングルス) 
Ｎo１×谷  貞次 ６－３ １－６ ２－６ 吉見 康利 
Ｎo２○田中 良和 ６－３ ８－６     菅野 敬三 
Ｎo３○堀江 照二 ６－１ ６－０     立田  宏 
Ｎo４×下川 信一 ４－６ ７－５ ５－７ 鍋島 利三 
Ｎo５○入江  實 ４－６ ６－２ ６－２ 鍛冶  譲 
Ｎo６○良元 英河 ６－１ ６－０     近藤 忠久 
 
１９５９（昭和３４）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

           （ 4月 ６日～８日間 中モズ） 
(男子シングルス)（Ｂ－２９４） 

▽１回戦 
前田 敬一   ６－０ ６－０   松下    （神商大） 
加藤 忠彦 ３－６ ６－４ ８－６ 木村    （和 大） 
堀江 照二   ６－０ ６－０   姫井    （大市大） 
高橋  暹 ６－３ ２－６ ６－３ 藤原    （京 大） 
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君浪  進   １－６ ８－10   岡田    （関学大） 
日和 憲男   ６－２ ６－０   大江    （大府大） 
鈴木 信喜       def      松井    （関 大） 
谷  貞次   ６－２ ６－１   逸見    （神商大） 
▽２回戦 
小崎  剛       def      船引   （松山商大） 
小崎  脩   ６－３ ６－２   池本    （京 大） 
福田 親和   ６－２ ６－１   木村    （神商大） 
谷口 敏彦   ６－１ ６－２   岡部    （神商大） 
佐伯 滋彦   ６－２ ６－４   中瀬    （大府大） 
大谷 昌昭   ６－４ ６－１   下林    （大学大） 
中井 茂夫       def      中村    （大府大） 
藤井祥三郎   ２－６ １－６   長尾    （甲南大） 
中川 裕之   ６－２ ８－６   坂倉    （神 大） 
菅井  泓       def      吉矢    （阪 大） 
下川 信一   ６－２ ８－６   岡本    （関学大） 
田村 英成   ６－４ ６－２   久保    （関学大） 
前田 敬一   ６－４ ６－２   小林    （阪外大） 
堀江 照二   ６－０ ６－０   加藤 忠彦 （同 大） 
高橋  暹   ６－２ ６－２   藤本    （阪外大） 
日和 憲男   ３－６ １－６   宮庄    （阪外大） 
鈴木 信喜   ０－６ ２－６   石井    （関学大） 
谷  貞次       def      坂口    （大府大） 
良元 英河 ６－２ ０－６ ４－６ 木村    （関学大） 
梅本  修   ６－１ ６－０   長沢    （大府大） 
鈴木 敏正   ６－１ ６－３   浜田    （神商大） 
久保 嘉定   ６－０ ６－０   竹中    （和 大） 
入江  實   ６－０ ６－２   橋本    （大市大） 
奥井 信一   １－６ ２－６   藤田    （京 大） 
田村 嘉朗   ６－２ ６－２   上田    （神 大） 
恩智 宗和   ０－６ ３－６   横井    （関学大） 
福田  守 ８－６ ４－６ １－６ 万谷    （大市大） 
田中 良和 ７－５ １－６ ６－２ 樫山    （関学大） 
▽３回戦 
小崎  剛   ６－３ ７－５   小崎  脩 （同 大） 
谷口 敏彦   ６－０ ６－４   福田 親和 （同 大） 
佐伯 滋彦   １－６ １－６   鈴木    （阪 大） 
大谷 昌昭   １－６ ２－６   但馬    （阪 大） 
中川 裕之   ６－３ ６－１   藤田    （大市大） 
下川 信一   １－６ １－６   河野    （関学大） 
田村 英成   ７－５ ６－３   鍛治    （関 大） 
前田 敬一   ３－６ ３－６   菅野    （関 大） 
堀江 照二   １－６ ４－６   鳴川    （関学大） 
高橋  暹   ２－６ ３－６   松浦    （関学大） 
谷  貞次   ６－３ ６－４   木岡    （関学大） 
梅本  修   ６－０ ６－３   鈴木 敏正 （同 大） 
久保 嘉定   ６－０ ６－０   松尾    （甲南大） 
入江  實   １－６ ３－６   稲鍵    （甲南大） 
田村 嘉朗   ６－２ ６－１   上田    （大学大） 
田中 良和 ６－２ ７－９ ６－２ 原     （神 大） 
▽４回戦 
小崎  剛   ３－６ １－６   中島    （神 大） 
谷口 敏彦 ６－２ ２－６ ６－０ 木本    （関学大） 
中川 裕之   ３－６ ０－６   長尾    （甲南大） 
田村 英成   １－６ ２－６   河野    （関学大） 
谷  貞次 ２－６ ６－３ ８－６ 北城    （甲南大） 
梅本  修   ０－６ １－６   浜野    （関学大） 
久保 嘉定       def      井筒    （阪外大） 

田村 嘉朗   １－６ １－６   工藤    （関学大） 
田中 良和   ２－６ ２－６   古田    （関学大） 
▽５回戦 
谷口 敏彦   ３－６ ３－６   中谷    （大市大） 
谷  貞次 ６－４ ２－６ ２－６ 徳田    （神 大） 
久保 嘉定 ６－４ ２－６ ６－３ 浜野    （関学大） 
▽６回戦 
久保 嘉定   ６－１ ６－２   藤井    （甲南大） 
▽準々決勝 
久保 嘉定 ６-３ ６-４ ４-６ ６-３ 徳田    （神 大） 
▽準決勝 
久保 嘉定 ６-４ ３-６ ６-２ ６-３ 稲鍵    （甲南大） 
▽決 勝 
久保 嘉定 １－６ ０－６ ４－６ 市山    （神 大） 
〈準優勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦 
中川・小崎(剛)  ２－６ １－６   中島・片岡 （神 大） 
久保・前田   ６－０ ６－３   佐々木・壇上（関学大） 
鈴木(信)・加藤  ０－６ ４－６   渡辺・姉川 （阪外大） 
堀江・田中   ８－６ ６－２   島津・久我 （関学大） 
君浪・田村(嘉)  ３－６ ０－６   阪口・若林 （関 大） 
奥井・福田(守)  １－６ １－６   安達・藤原 （京 大） 
藤井・福田(親)  ６－２ ６－０   松下・木村 （神商大） 
菅井・中井       def      井沢・加藤 （大府大） 
梅本・田村(英)  ６－４ ６－０   大野・鈴木 （大府大） 
高橋・入江   ６－２ ６－３   小山・荒川 （大府大） 
鈴木(敏)・佐伯  ６－０ ６－３   大日・池本 （京 大） 
恩智・小崎(脩) ４－６ ７－５ ６－３  植田・橋本 （京 大） 
良元・大谷   ６－２ ６－４   讃岐・野々口（京 大） 
下川・日和   １－６ １－６   加藤・岡本 （関学大） 
谷口・谷    ６－１ ６－２   上山・京谷 （関 大） 
▽２回戦 
久保・前田   ６－３ ６－１   徳永・横畠 （阪 大） 
堀江・田中  ６－２ ２－６ ７－５ 阪口・若林 （関 大） 
藤井・福田(親) ６－１ ２－６ ６－３ 森岡・松田 （神商大） 
梅本・田村(英) ２－６ ７－５ ３－６ 松浦・鳴川 （関学大） 
高橋・入江   ２－６ ０－６   山田・張  （関学大） 
鈴木(敏)・佐伯  ０－６ １－６   中野・野々村（甲南大） 
恩智・小崎(脩)      def      田中・長谷川（阪 大） 
良元・大谷   ０－６ ２－６   河野・伊藤 （関学大） 
谷口・谷    ８－６ ６－４   菅野・鍋島 （関 大） 
▽３回戦 
久保・前田 ６－０ ４－６ ６－０ 渡辺・姉川 （阪外大） 
堀江・田中   ６－１ ６－１   水野・高木 （関学大） 
藤井・福田(親)  １－６ ０－６   平野・藤井 （甲南大） 
谷口・谷    ６－３ ６－３   井内・奥  （阪 大） 
▽４回戦 
久保・前田 ６－２ ５－７ ６－４ 曽我・北城 （甲南大） 
堀江・田中   ３－６ ３－６   工藤・井戸崎（関学大） 
谷口・谷    ４－６ ２－６   市山・徳田 （神 大） 
▽準々決勝 
久保・前田 ３－６ ２－６ ５－７ 古田・岡田 （関学大） 
 
１９５９（昭和３４）年 

【関西学生新進庭球トーナメント】 

           （ ６月 １日～９日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－３２８） 
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▽１回戦 
菅根 一紀       def      金田    （姫工大） 
藤井祥三郎       def      月田    （神外大） 
入江  實   ６－０ ６－０   林     （甲南大） 
佐伯 滋彦   ６－１ ６－２   荒川    （大府大） 
高橋  暹   ６－０ ６－３   木村    （和 大） 
奥井 信一 ６－１ ５－７ ６－１ 長野    （近 大） 
田村 嘉朗   ６－３ ６－０   久保    （関学大） 
小崎  剛   ６－３ ６－１   石川    （近 大） 
鈴木 信喜   ６－０ ６－０   渡辺    （神外大） 
下川 信一   ６－４ ６－４   西川    （京工大） 
福田 親和   ２－６ ５－７   鈴木    （大府大） 
真砂 正弘   ２－６ ０－６   長谷川   （和 大） 
加藤 忠彦   １－６ ２－６   中瀬    （大府大） 
日和 憲男   ６－０ ６－０   川中    （立命大） 
梅本  修   ６－０ ６－０   長野    （阪 大） 
青山 忠弘   ７－５ ６－１   亀川    （大経大） 
▽２回戦 
鈴木 敏正   ６－２ ６－３   正岡    （近 大） 
田村 英成   ６－０ ６－０   熊代    （神外大） 
小崎  脩   ５－７ １－６   万谷    （大市大） 
藤井祥三郎   ６－４ ６－４   小田    （神外大） 
入江  實 ２－６ ６－２ ６－０ 岡田    （神商大） 
佐伯 滋彦   ０－６ ２－６   磯野    （大市大） 
恩智 宗和       def      武藤    （神外大） 
宇野 広一   ２－６ ０－６   長谷川   （阪 大） 
高橋  暹   ６－４ ６－４   久我    （関学大） 
奥井 信一   ６－２ ６－１   森田    （大工大） 
田村 嘉朗   ６－１ ６－１   遠藤    （大工大） 
小崎  剛   ６－１ ６－３   大島    （大工大） 
鈴木 信喜 ２－６ ６－３ ６－４ 姫井    （大市大） 
下川 信一   ６－１ ６－１   沢     （姫工大） 
中村 茂樹 ２－６ ６－３ ５－７ 亀山    （大経大） 
君浪  進 ７－５ ２－６ ７－５ 宮部    （近 大） 
大谷 昌昭 ６－３ ３－６ ６－３ 西沢    （神商大） 
良元 英河   ６－４ ６－３   浜野    （立命大） 
日和 憲男   ６－１ ６－２   中瀬    （大府大） 
梅本  修   ６－１ ６－２   青山 忠弘 （同 大） 
▽３回戦 
鈴木 敏正 ９－11 ６－４ ２－６ 岡部    （神商大） 
田村 英成   ６－３ ６－３   坪田    （京工大） 
藤井祥三郎   ０－６ ０－６   岩毛    （神 大） 
入江  實 ６－４ ５－７ ５－７ 野々村   （甲南大） 
恩智 宗和   ３－６ ４－６   長谷川   （阪 大） 
高橋  暹   ６－２ ６－３   山辺    （京 大） 
田村 嘉朗   ６－２ ６－３   奥井 信一 （同 大） 
小崎  剛   ７－５ ６－４   土生    （神 大） 
鈴木 信喜   １－６ ４－６   木村    （立命大） 
下川 信一   ６－０ ６－２   塩飽    （阪 大） 
君浪  進   ６－１ ６－２   宮崎    （大経大） 
大谷 昌昭 ８－６ ３－６ ４－６ 坂倉    （神 大） 
良元 英河   ６－３ ６－１   乗友    （神外大） 
日和 憲男   ３－６ ４－６   宇山    （大経大） 
梅本  修   １－６ ６－８   岩佐    （関学大） 
▽４回戦 
田村 英成 ３－６ ６－３ ７－５ 中林    （関学大） 
高橋  暹   11－９ ６－０   田村 嘉朗 （同 大） 
小崎  剛 ５－７ ６－４ ６－０ 木村    （立命大） 

下川 信一   ６－２ ６－１   小林    （阪外大） 
君浪  進 ６－２ ２－６ ４－６ 森島    （阪外大） 
良元 英河   ６－２ ６－４   壇上    （関学大） 
▽５回戦 
田村 英成   ６－３ ８－６   滝     （神 大） 
小崎  剛   ６－２ ６－３   高橋  暹 （同 大） 
下川 信一   ６－０ ６－４   秦野    （関学大） 
良元 英河   ８－６ ６－４   高井    （阪外大） 
▽６回戦 
田村 英成 ６－０ ４－６ １－６ 小川    （近 大） 
小崎  剛 ０－６ ７－５ ６－３ 徳田    （甲南大） 
下川 信一 ７－５ ４－６ ６－８ 中野    （甲南大） 
良元 英河   ６－１ ６－４   高木    （関学大） 
▽準々決勝 
小崎  剛   ０－６ ４－６   和田    （関学大） 
良元 英河 ６－１ ０－６ ７－９ 中野    （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１４５） 

▽１回戦 
梅本・田村(英)  ４－６ １－６   田中・神波 （大工大） 
下川・日和 ６－２ １－６ ６－１ 竹中・長谷川（和 大） 
良元・谷    ６－０ ６－０   中村・日高 （神外大） 
▽２回戦 
鈴木(敏)・佐伯  １－６ ０－６   酒井・有本 （関学大） 
中村・宇野   １－６ １－６   磯野・姫井 （大市大） 
藤井・福田(親)      def      五十嵐・水谷（大工大） 
下川・日和   ６－１ ６－０   高柳・萩野 （関 大） 
良元・大谷   ６－４ ６－１   水野・若尾 （京 大） 
君浪・田村(嘉)  ６－１ ６－１   藤田・山田 （甲南大） 
青山・菅根       def      吉富・永峰 （阪 大） 
奥井・加藤   ３－６ １－６   和田・岡本 （関学大） 
小崎(剛)･鈴木(信) ６－１ ９－７   近藤・鍛冶 （関 大） 
恩智・小崎(脩)  ６－１ ６－１   高松・松尾 （甲南大） 
高橋・入江   ６－２ ６－０   大島・錦田 （大工大） 
▽３回戦 
藤井・福田(親) ４－６ ６－２ ３－６ 奥田・東  （甲南大） 
下川・日和   ４－６ ５－７   岩佐・樫山 （関学大） 
良元・大谷   ６－１ ６－４   出口・吉矢 （阪 大） 
君浪・田村(嘉)  ６－１ ６－３   辻岡・松本 （和 大） 
小崎(剛)・鈴木(信)５－７ ４－６   原 ・土橋 （神 大） 
恩智・小崎(脩)  ６－３ ６－１   池村・若江 （関 大） 
高橋・入江   ６－３ ６－３   杉中・浜野 （立命大） 
▽４回戦 
良元・大谷 ６－２ ３－６ ６－１ 森田・万谷 （大市大） 
君浪・田村(嘉)  １－６ ０－６   中野・野々村（甲南大） 
恩智・小崎(脩)  ６－４ ６－３   原 ・土橋 （神 大） 
高橋・入江 ６－３ ４－６ ６－２ 岩尾・佐々木（神 大） 
▽５回戦 
良元・大谷   １－６ ２－６   中野・野々村（甲南大） 
高橋・入江   ６－３ ６－３   恩智・小崎(脩) (同 大) 
▽準々決勝 
高橋・入江   10－８ ７－５   久保・中野 （甲南大） 
▽準決勝 
高橋・入江   ３－６ ２－６   中野・野々村（甲南大） 
 

１９５９（昭和３４）年 
【関西学生庭球選手権】（秋） 

           （ ８月３１日～10日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－２８６） 
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▽１回戦 
鈴木 敏正   ４－６ ３－６   片山    （大学大） 
奥井 信一   １－６ ３－６   上田    （大学大） 
久保 嘉定   ６－０ ６－０   比名    （神商大） 
豊村 健一   ６－０ ６－０   村岡    （関 大） 
榎本 賀式   １－６ ２－６   広谷    （京 大） 
▽２回戦 
良元 英河   ６－０ ６－２   福留    （大経大） 
君浪  進   ６－１ ６－１   平沢    （甲南大） 
堀江 照二   ６－２ ６－３   加藤    （大学大） 
恩智 宗和   ２－６ ２－６   奥     （阪 大） 
谷  貞次       def      辻岡    （和 大） 
福田 親和   ６－２ ６－１   津田    （関 大） 
前田 敬一   ６－１ ６－２   浜田    （神商大） 
高橋  暹       def      中井    （阪外大） 
大谷 昌昭   ６－１ ６－２   樋爪    （京 大） 
下川 信一   ６－１ ６－２   西沢    （神商大） 
入江  實   ６－３ ６－１   服部    （神 大） 
田中 良和   ６－２ ６－４   松浦    （神商大） 
久保 嘉定   ６－０ ６－４   米川    （神 大） 
豊村 健一   １－６ ２－６   内藤    （神外大） 
加藤 忠彦       def      河野    （大歯大） 
田村 嘉朗   １－６ １－６   木村    （関学大） 
小崎  剛   ６－０ ６－０   松田    （大市大） 
藤井祥三郎 ６－８ ６－４ ２－６ 浅田    （阪 大） 
佐伯 滋彦 ２－６ ６－４ ６－４ 岩田    （神 大） 
梅本  修   ６－０ ６－０   木村    （和 大） 
小崎  脩   ６－１ ６－２   山口    （大学大） 
鈴木 信喜   ５－７ ４－６   後藤    （大経大） 
田村 英成 ４－６ ７－５ ６－２ 姉川    （阪外大） 
▽３回戦 
良元 英河   ６－２ ６－１   岡田    （神商大） 
君浪  進   ２－６ ２－６   中野    （京 大） 
堀江 照二   ６－２ ６－２   佐々木   （神 大） 
谷  貞次   ６－０ ６－３   壇上    （関学大） 
福田 親和   １－６ １－６   張     （関学大） 
前田 敬一   ７－５ ６－３   神波    （大工大） 
大谷 昌昭   ０－６ １－６   吉見    （関 大） 
下川 信一 ５－７ ６－２ ６－１ 大西    （京工大） 
入江  實 ０－６ ６－３ ５－７ 松浦    （関学大） 
田中 良和   ６－４ ６－１   林     （大市大） 
久保 嘉定 ６－３ ３－６ ６－３ 佐々木   （関学大） 
加藤 忠彦   ２－６ ０－６   河野    （関学大） 
小崎  剛   ６－１ ６－２   中川    （阪 大） 
佐伯 滋彦   １－６ ３－６   徳田    （神 大） 
梅本  修   ２－６ ３－６   田中    （関学大） 
小崎  脩   ０－６ ２－６   中林    （関学大） 
田村 英成 ２－６ ６－１ ７－９ 和田    （関学大） 
▽４回戦 
良元 英河   ３－６ ２－６   古田    （関学大） 
堀江 照二 ６－３ ４－６ ６－０ 中野    （京 大） 
谷  貞次   ６－１ ６－２   山口    （大市大） 
前田 敬一 ２－６ ７－５ ５－７ 工藤    （関学大） 
下川 信一   ４－６ １－６   吉見    （関 大） 
田中 良和   ６－１ ６－１   井内    （阪 大） 
久保 嘉定   ６－１ ６－１   下陸    （神外大） 
小崎  剛   １－６ １－６   曽我    （甲南大） 
▽５回戦 

堀江 照二   ４－６ ６－８   古田    （関学大） 
谷  貞次   ６－４ ６－２   加藤    （関学大） 
田中 良和 ６－４ １－６ ５－７ 松浦    （関学大） 
久保 嘉定 11－９ ３－６ ７－５ 有本    （関学大） 
▽６回戦 
谷  貞次 ６－４ ６－８ １－６ 古田    （関学大） 
久保 嘉定   ６－２ ６－０   松浦    （関学大） 
▽準々決勝 
久保 嘉定 ２－６ ８－10 ３－６ 長尾    （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１３２） 
▽２回戦 
高橋・良元       def       忠田・小田 （神外大） 
君浪・田村(嘉)  ６－８ １－６    近藤・鍛治 （関 大） 
福田(親)・鈴木(敏)          水野・村上 （京 大） 
久保・前田   ６－０ ６－０   長野・植田 （阪 大） 
豊村・榎本       def      杉江・高柳 （関 大） 
奥井・鈴木(信)  ６－１ ６－１     塩路・水足 （関 大） 
梅本・下川   ２－６ ０－６     曽我・平野 （甲南大） 
堀江・谷  ７－５ ３－６ ４－６ 木村・横井 （関学大） 
入江・田中       def      池田・広田 （阪 大） 
恩智・小崎(脩)  ６－８ ２－６     新庄・広谷 （京 大） 
佐伯・大谷   ５－７ ５－７     中野・野々村（甲南大） 
田村(英)・小崎(剛)６－３ ６－０     竹中・野曽原（和 大） 
▽３回戦 
福田(親)・鈴木(敏)１－６ １－６    浜野・石井 （関学大） 
久保・前田   ６－３ ６－１     豊村・榎本 （同 大） 
奥井・鈴木(信)  ２－６ １－６     安光・奥  （阪 大） 
入江・田中   ２－６ ２－６   木村・横井 （関学大） 
田村(英)・小崎(脩)１－６ ８－６ ４－６菅野・鍋島 （関 大） 
▽４回戦 
久保・前田   ６－０ ６－０   安光・奥  （阪 大） 
▽５回戦 
久保・前田 ２－６ ６－３ ２－６ 曽我・平野 （甲南大） 
 
１９５９（昭和３４）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

           （１１月 ９日～１８日 中モズ） 
(男子シングルス)（Ｂ－３９４） 

▽１回戦 
崎坂 忠史－高見（神商大）  小崎  剛－中川（大府大） 
坂手 知行－茅本（阪 大）  日和 憲男－渡辺（阪外大） 
君浪  進－中村（京府大）  田村 英成－沼田（姫工大） 
小崎  脩－横地（関 大）  豊村 健一－土居（京 大） 
佐伯 滋彦－中沢（大府大）  鈴木 幸三－行重（姫工大） 
田村 嘉朗－岸野（大府大）  梅本  修－西田（神外大） 
鈴木 敏正－野々口（京大）  良元 英河－伊藤（京府大） 
藤井祥三郎－南後（神 大） 
▽２回戦 
榎本 賀式－倉藤（神商大）  下川 信一－中瀬（大府大） 
鈴木 信喜－佐藤（大府大）  奥井 信一－田宮（京 大） 
加藤 忠彦－西尾（阪外大）  恩智 宗和－西川（阪 大） 
福田 親和－橋本（和 大）  大谷 昌昭－上月（姫工大） 
中川 裕之－長野（近 大）  入江  實－西川（京工大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１６６） 

▽１回戦 
梅本･中川－岩橋･森島  (近大)  入江･藤井－森岡･松下 (神商) 
豊村･榎本－木村･竹中  (和大)  日和･奥井－金子･中林 (関学) 
恩智･小崎(脩)－高橋･北條(阪外) 
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▽２回戦 
下川･良元－杉原･安藤  (立命)  大谷･佐伯－木本･木岡 (関学) 
福田(親)･鈴木(敏)－渡辺･岡野(神外) 
君浪･田村(嘉)－時岡･岸本(大工) 
田村(英)･小崎(剛)－滝本･坂倉(神大) 
 
１９５９（昭和３４）年 

【全日本学生東西対抗庭球試合】第２４回 

           （ ６月 ６日・７日  名古屋 栄） 
＜男子＞ 

     × 西 軍 ４（複１－２ 単３－３）５ 東 軍 

 (シングルス) 

Ｎo５○久保 嘉定 ５－７ ６－１ ６－４ 望月 
       （同 大）    ６－３       （慶応大） 
 

１９５９（昭和３４）年 

【全日本学生庭球選手権】第２７回 

           （ ７月 ８日～７日間 中モズ） 
(男子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
谷口 敏彦－鍵富（慶応大）  谷  貞次－中尾（法政大） 
▽２回戦 
久保 嘉定－仲井（立教大）  谷口 敏彦－川端（日本大） 
谷  貞次－曽我（甲南大）  田中 良和－松井（慶応大） 
▽３回戦 
久保 嘉定   ６－０ ６－０   石井    （関学大） 
谷  貞次             松永    （早 大） 
▽４回戦 
久保 嘉定 ０－６ ７－５ ２－６ 半那    （慶応大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
堀江･田中－滝 ･堀  (成蹊) 久保･前田－多田･日高 (慶大) 
谷口･谷 －真木･内田 (早大) 
 
１９５９（昭和３４）年 

【全日本庭球選手権】第３４回 

           （１１月 ７日～１４日 田園Ｃ） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
谷  貞次(同大)   １－６ ０－６ ３－６ 菅  （法政大） 
久保 嘉定(同大)  6－8 6－4 2－6 1－6  望月 （慶応大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 
▽１回戦 
久保・前田(同大) ２－６ １－６ ３－６ Mackay･Frank(米国) 
 
１９５９（昭和３４）年 

【京都オープン庭球トーナメント】第１５回 

           （  月  日～    ） 
(男子シングルス) 

▽決 勝  堀内  寛(OB京都ｸ)〈優 勝〉 

(男子ダブルス) 

▽決 勝  堀内･藤井 (OB京都ｸ)〈優 勝〉 

(混合ダブルス) 

▽決 勝  堀内(OB京都ｸ)･川上(京都ｸ)〈優 勝〉 

 

１９５９（昭和３４）年 

【京都府庭球選手権】第１３回 

           （ ８月 ８日～   京大・二条城） 

(男子シングルス)（Ｂ－４６） 

▽１回戦 
君浪 進(同大)－小島(無)   中村宏(OB同大ｸ)－恩智宗和(同大) 
奥井信一(同大)－武内(無)    豊村健一(同大)－浜口(舞ｸ) 
鈴木信喜(同大)－小田(医大)     佐伯滋彦(同大)－本咲(京都ｸ) 
梅本 修(同大)－石原(医大)     小崎 剛(同大)－山辺(京大) 
田村嘉朗(同大)－播磨(特調)     福田親和(同大)－環 (京大) 
入江 實(同大)－堀(新三菱) 
▽２回戦 
堀内 寛(OB京都ｸ)－        前田敬一(同大)－ 
今井 隆(同大ｸ)－田村英成(同大) 大谷昌昭(同大)－樋口(新三菱) 
良元英河(同大)－安達(京大)      谷  貞次(同大)－ 
田中良和(同大)－           鈴木敏正(同大)－ 
下川信一(同大)－       久保嘉定(同大)－山下(三井銀行) 
▽準々決勝 
堀内 寛(OB京都ｸ)－江崎(西京ｸ) 前田敬一(同大)－安達(京大) 
谷  貞次(同大)－田村嘉朗(同大) 久保嘉定(同大)－田中良和(同大) 
▽準決勝 
堀内寛(OB京都ｸ)－前田敬一(同大)  谷貞次(同大)－久保嘉定(同大) 
▽決 勝  堀内 寛(OB京都ｸ)(優 勝)－(準優勝)谷 貞次 (同大) 
(男子ダブルス) （Ｂ－２４） 

▽１回戦 
小崎･下川(同大)－佐々木･小村(無) 
鈴木･佐伯 (同大)－桂(京ｸ)･村上(京大) 
中村･今井(OB同大ｸ)－良元･大谷(同大) 
田村･君浪(同大)－安達･山辺(京大) 
恩地･豊村(同大)－小林･西川(西ｸ) 
▽２回戦 
久保･前田(同大)－      田中･入江(同大)－ 
堀内･藤井(OB京都ｸ)－田村･梅本(同大) 
▽準々決勝 
久保・前田(同大)   －鈴木・佐伯 (同 大) 
田中・入江(同大)   －石原・太平 (府医大) 
堀内・藤井(OB京都ｸ)－中野・本咲  (京都ｸ) 
▽準決勝 
久保・前田(同大)     －田中・入江（同 大） 
堀内・藤井(OB京都ｸ) －辻 (京都ｸ)･笹井(関学OB) 
▽決 勝 久保･前田(同大)(優 勝)－(準優勝)堀内･藤井(OB京都ｸ) 
 

１９５９（昭和３４）年 

【甲子園正月庭球トーナメント】第１０回 

           （ １月 ２日～８日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１４１） 

▽１回戦 

中村  宏(同大)   ６－１ ６－０   宇佐見 (関学高) 

小林 重昭(同大)   ４－６ ４－６   野々村 (甲南大) 

▽２回戦 

加納 一男(同大)   ０－６ ３－６   坂上 (奥ｱﾝﾂｰｶ )ー 

中村  宏(同大)   ６－１ ６－２   高木  (関学大) 

谷口 敏彦(同大) ６－２ ５－７ ６－１ 尾上 邦彦(甲子園ｸ) 

久保 嘉定(同大)   ６－１ ６－０   甲斐    (関学高) 

▽３回戦 

中村  宏(同大) ７－５ ５－７ ６－４ 岡田  （関学大） 

谷口 敏彦(同大)   ６－２ ６－０   近藤  （関学高） 

久保 嘉定(同大)       def       関  （東京海上） 
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▽４回戦 

中村  宏(同大)   ６－１ ６－１   曾我  （甲南大） 

谷口 敏彦(同大)   ０－６ １－６   森   （関学大） 

久保 嘉定(同大)   ７－５ ６－４   高原   （蝶理） 

▽５回戦 

中村  宏(同大)   ６－２ ６－３   田淵 （東洋訪） 

久保 嘉定(同大) ６－４ ３－６ ２－６ 平野 （甲南大） 

▽準々決勝 

中村  宏(同大)   ０－６ ２－６   小寺 （神戸ｸ） 
(男子ダブルス)（Ｂ－７４） 

▽１回戦 

中村･大林(同大) ９－７ ４－６ ４－６ 安達･中野(京 大) 

▽２回戦 

谷口･谷 (同大) ３-６ ６-４ ６-１ 田中(甲子園ク)･田中(甲陽高) 

鈴木･田村(同大) ６－２ ５－７ ８－６ 芝 (阪大)･高木(関学) 

▽３回戦 

谷口･谷 (同大)       def       田渕･松井（東洋紡） 

鈴木･田村(同大) ６－２ ３－６ ４－６  竹内･大島（鳴 高） 

▽４回戦 

谷口･谷 (同大)   １－６ ４－６   中村･北野（関学大） 

 
１９５９（昭和３４）年 

【毎日庭球選手権】第３４回（春） 

           （ ５月２３日～７日間 中モズ） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１６２） 

▽４回戦 
谷口 敏彦(同大)   ２－６ ３－６   河野  (関学大) 
久保 嘉定(同大)   ６－２ ６－２   松浦   (関学大) 
▽５回戦（Ｂ－１６） 
久保 嘉定(同大)   ３－６ ０－６   森   (関学大) 
(男子ダブルス)（Ｂ－８５） 

▽４回戦 
久保・前田(同大) １－６ ６－３ ７－５ 木村･池村(木村商亊) 
▽準々決勝 
久保・前田(同大) ６－８ １－６  堀越(中ﾓｽﾞ)･矢野尾(甲子園ｸ) 
 

１９５９（昭和３４）年 

【関西庭球選手権】第３５回 

           （１１月２１日～９日間 甲子園TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－２１２）(男子ダブルス)（Ｂ－１００） 

▽４回戦（Ｂ－３２） 
鈴木 信喜(同大)   ３－６ ３－６   吉見 （関 大） 
久保 嘉定(同大) ０－６ ７－５ ６－３ 岡本 （関学大） 
堀江 照二(同大)   ２－６ ４－６   藤井 （甲南大） 
▽５回戦 
久保 嘉定(同大) ４－６ ６－２ ４－６ 森  （関学大） 
 

 


