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１９６０（昭和３５）年 

◆社会：新安保条約･行政協定･事前協議の交換･ 

    公文調印(1/19)。 

       安保闘争(6/4～)。ｶﾗｰﾃﾚﾋﾞ本放送開始(9/10)。 

       ﾕｰｽﾎｽﾃﾙ第1号(北海道支笏湖畔)開所(7/13)。 

       経済審議会－国民所得倍増計画を答申(11/1)。 

        即席ﾗｰﾒﾝ､ｲﾝｽﾀﾝﾄｺｰﾋｰ等続々発売。ﾀﾞｯｺﾁｬﾝﾌﾞｰﾑ。 

【京都会館開館(4/)】 

★流行語：『わたしは嘘はもうしません』 

◇SPT：第8回 冬季五輪 ｽｸｫﾊﾞﾚ-大会(2/18～2/28) 

      第17回 ﾛｰﾏ五輪(8/25～9/11)。 

 

１９６０（昭和３５）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）徳島 
 

１９６０（昭和３５）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

     （ ５月 ４日～ 甲子園・大市大・京大） 
＜男子Ｂ級＞ 

     ○ 同志社 ５（複１－２ 単４－２）４ 阪 大② 

 
     ○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 大市大③ 

 
     ○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 京 大④ 

 (ダブルス)    （ ５月 ６日 甲子園） 

Ｎo１○谷 ・堀江 ７－５ ６－２     岩尾・辻 
Ｎo２○田中・良元 ６－３ ７－５     中野・藤原 
Ｎo３×入江・小崎 ３－６ ３－６     中瀬・野々口 
 (シングルス) 
Ｎo１○谷  貞次 ６－４ ６－２     中野 佳信 
Ｎo２×良元 英河 ２－６ ６－３ ４－６ 野々口 
Ｎo３○堀江 照二 ７－５ ６－３     岩尾 
Ｎo４○田中 良和 ６－２ ６－２     山辺 
Ｎo５○入江  實 ６－２ ６－２     辻 
Ｎo６○小崎  剛 ６－１ ６－３     広谷 
 

＜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 関 大 

＜Ｂ級①位＞            ＜Ａ級④位＞ 

 

＜男子Ｂ級（残留）＞     同志社大学 

 

１９６０（昭和３５）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

         （  月  日・  日 立教大 上板橋） 

     × 同志社 ０（複０－３ 単０－６）９ 立教大 

 

１９６０（昭和３５）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （  月  日 ） 

     ○ 同志社 ６（複 －  単 － ）３ 青学大 

 

１９６０昭和３５）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （  月  日     関大） 

     ○ 同志社 ７（複 －  単 － ）２ 関西大 

 

１９６０（昭和３５）年 

【定期戦】復活第15回 対 京都大学戦（同大１２勝3敗） 

           （１０月１５日     京大） 

     ○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 京都大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○田中・良元 ２－６ ６－３ ７－５ 藤原・野々口 
Ｎo２○恩智・小崎 ４－６ ６－１ ６－３ 岩尾・辻 
Ｎo３○田村・大谷 ６－２ ６－３     村上・環 
 (シングルス) 
Ｎo１○田中 良和 ６－１ ６－１     野々口 
Ｎo２×良元 英河 ６－２ ２－６ ４－６ 藤原 
Ｎo３○豊村 健一 １－６ ６－４ ６－４ 辻 
Ｎo４○田村 嘉朗 ６－４ ６－３     中野 佳信 
Ｎo５○大谷 昌昭 ７－５ ６－３     田辺 
Ｎo６○浮田 博臣 ６－１ ６－３     土居 
 
１９６０（昭和３５）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

        （  月  日     大市大） 

     ○ 同志社 ７（複 －  単 － ）２ 大市大 

 

１９６０（昭和３５）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

           （ ４月 ６日～９日間 中モズ） 
(男子シングルス)（Ｂ－３３５） 

▽１回戦 
崎坂 忠史   ６－３ ６－４   北条    （阪外大） 
良元 英河   ６－０ ６－１   新庄    （京 大） 
福田 親和   ６－１ ６－１   大江    （大府大） 
榎本 賀式   ３－６ ２－６   相木    （大経大） 
久田 隆彦   ０－６ ０－６   壇上    （関学大） 
谷  貞次   ６－０ ６－１   坂口    （甲南大） 
恩智 宗和   ５－７ ４－６   森川    （関学大） 
田村 英成   ６－１ ６－０   藤村    （甲南大） 
田村 嘉朗   ６－１ ６－１   姉川    （阪外大） 
浮田 博臣   ６－１ ６－１   林     （大学大） 
梅本  修   ６－４ ６－０   山辺    （京 大） 
君浪  進   ７－５ ６－０   正岡    （近 大） 
鈴木 敏正 ６－３ ２－６ ６－１ 藤田    （甲南大） 
小崎  剛   ３－６ ２－６   鶴身    （大歯大） 
▽２回戦 
堀江 照二   ６－０ ６－２   重光    （阪 大） 
奥井 信一   ６－１ ６－１   松下    （関学大） 
豊村 健一   ６－２ ６－２   沢田    （甲南大） 
崎坂 忠史 ６－１ ３－６ ２－６ 奥田    （甲南大） 
良元 英河   ６－４ ６－３   砂子    （神商大） 
福田 親和 ３－６ ６－３ ６－４ 相木    （大経大） 
谷  貞次 ６－４ ６－８ ９－７ 木村    （関学大） 
田村 英成   ６－０ ６－１   山口    （大学大） 
田中 良和   ６－０ ６－０   高田    （阪外大） 
藤井祥三郎 １－６ ６－４ ６－３ 永山    （関 大） 
入江  實   ６－１ ６－１   広岡    （大府大） 
久保 嘉定   ６－４ ６－１   中川    （阪 大） 
小崎  脩   ７－５ ６－２   亀山    （大経大） 
佐伯 滋彦   ６－１ ６－０   新田    （神外大） 
尾上 邦彦       def      石井    （関学大） 
下川 信一   ６－０ ６－０   小崎    （関 大） 
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田村 嘉朗   ６－１ ６－１   浮田 博臣 （同 大） 
梅本  修   ６－３ ６－４   高松    （甲南大） 
君浪  進 ５－７ ７－５ ６－４ 鈴木 敏正 （同 大） 
小崎  剛   ６－３ ６－０   井内    （阪 大） 
坂手 知行   ３－６ ２－６   鈴木    （関 大） 
日和 憲男   ２－６ ３－６   中谷    （大市大） 
中川 裕之       def      小松    （阪 大） 
大谷 昌昭   ３－６ ０－６   森     （関学大） 
▽３回戦 
堀江 照二   ６－１ ６－２   野々山   （関学大） 
奥井 信一 ３－６ ７－５ ５－７ 岡村    （和 大） 
豊村 健一   ２－６ １－６   田中    （関学大） 
良元 英河   ６－３ ６－４   福田 親和 （同 大） 
谷  貞次   ６－２ ６－１   壇上    （関学大） 
田村 英成   ３－６ ３－６   小林    （甲南大） 
田中 良和 ４－６ ６－１ ６－２ 久我    （関学大） 
藤井祥三郎   ６－４ ６－１   五十鈴川  （大府大） 
入江  實       def      猪崎    （関学大） 
久保 嘉定   ６－２ ６－０   井上    （阪 大） 
小崎  脩 ３－６ ６－３ ６－０ 原     （神 大） 
佐伯 滋彦 ５－７ ９－７ ６－４ 森下    （阪 大） 
下川 信一   ０－６ １－６   吉見    （関 大） 
田村 嘉朗   ０－６ １－６   藤井    （甲南大） 
梅本  修   ６－２ ６－１   滝     （神 大） 
君浪  進 ５－７ ６－２ ９－７ 岩佐    （関学大） 
小崎  剛 ５－７ ６－４ ４－６ 藤本    （関学大） 
中川 裕之 ８－６ ５－７ ６－３ 松田    （神商大） 
▽４回戦 
堀江 照二   ６－３ ６－１   高木    （関学大） 
良元 英河   ６－１ ６－３   木本    （関学大） 
谷  貞次   ６－２ ６－２   鍛冶    （関 大） 
田中 良和   ７－５ ６－１   林     （大市大） 
入江  實   ６－２ ６－３   奥     （阪 大） 
久保 嘉定 ３－６ ６－１ ６－４ 野々村   （甲南大） 
小崎  脩   ３－６ ０－６   平野    （甲南大） 
佐伯 滋彦   ２－６ ０－６   石井    （関学大） 
梅本  修   ２－６ ０－６   松浦    （関学大） 
君浪  進   １－６ １－６   菅野    （関 大） 
中川 裕之   ４－６ ０－６   木岡    （関学大） 
▽５回戦 
堀江 照二   １－６ ４－６   伊藤    （関学大） 
良元 英河 ５－７ ６－４ ６－２ 谷  貞次 （同 大） 
田中 良和 ６－８ ６－２ ２－６ 張     （関学大） 
入江  實   ４－６ ５－７   有本    （関学大） 
久保 嘉定   ６－２ ６－１   北城    （甲南大） 
▽６回戦 
良元 英河   １－６ ３－６   岡本    （関学大） 
久保 嘉定   ６－１ ６－１   有本    （関学大） 
▽準々決勝 
久保 嘉定 ４－６ ４－６ ２－６ 芥川    （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１５４） 

▽１回戦 
君浪・豊村   ４－６ １－６   小寺・賀長 （大学大） 
恩智・小崎(脩)  ３－６ ２－６   加藤・岡本 （関学大） 
奥井・藤井 ６－２ ３－６ ３－６ 森川・石井 （大経大） 
大谷・田村(嘉)  ６－２ ６－２   村岡・永山 （関 大） 
▽２回戦 
入江・小崎(剛)  ６－２ ７－５   上田・加藤 （大学大） 

梅本・福田(親)  ６－１ ６－２   木村・竹中 （和 大） 
良元・田中   ６－０ ６－０   寺西・柏木 （阪 大） 
大谷・田村(嘉)   ９－11  ３－６      中谷・万谷 （大市大） 
谷 ・堀江   ６－３ ６－３   奥村・沢田 （甲南大） 
日和・中川   ２－６ ２－６   吉見・立田 （関 大） 
坂手・崎坂   ３－６ ０－６   有本・本井 （関学大） 
佐伯・鈴木 ６－３ ５－７ ６－２ 長野・辻  （近 大） 
榎本・浮田   ６－０ ６－０   吉田・吉田 （阪 大） 
下川・田村(英)  ６－２ ６－３    向井・松尾 （甲南大） 
▽３回戦 
入江・小崎 (剛) ３－６ ８－６ １－６  植松・岩尾 （神 大） 
梅本・福田   ６－４ ６－１    生島･五十鈴川 (大府大) 
田中・良元 ７－９ ６－３ ６－２ 南後・佐々木（神 大） 
谷 ・堀江   ６－０ ６－３   岩橋・森島 （近 大） 
佐伯・鈴木 ０－６ ６－４ ５－７ 滝本・河合 （神 大） 
下川・田村(嘉)      def       榎本・浮田 （同 大） 
▽４回戦 
梅本・福田   ０－６ ２－６   伊藤・張  （関学大） 
田中・良元 ６－８ ７－５ ９－７ 福永・前川 （甲南大） 
谷 ・堀江   ６－１ ６－４   三谷・尾崎 （大歯大） 
下川・田村(嘉)  ０－６ ２－６   森 ・芥川 （関学大） 
▽５回戦 
田中・良元   ４－６ ３－６   松浦・鳴川 （関学大） 
谷 ・堀江 ３－６ ６－４ ６－３ 鍋島・菅野 （関 大） 
▽準々決勝 
谷 ・堀江 ６－８ ２－６ ２－６ 加藤・岡本 （関学大） 
 
１９６０（昭和３５）年 

【関西学生新進庭球トーナメント】 

           （ ６月 １日～10日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－３５６） 

▽１回戦 
恩智 宗和   ６－１ ６－３   新谷    （京府大） 
浮田 博臣       def      長野    （近 大） 
佐伯 滋彦   ３－６ １－６   矢野    （神 大） 
藤  弘道   ４－６ １－６   杉原    （立命大） 
井上 典之   ６－３ ６－０   山田    （和 大） 
坂手 知行   １－６ １－６   近藤    （関 大） 
田村 嘉朗   ６－１ ６－１   植野    （大経大） 
榎本 賀式   ２－６ １－６   岩渕    （神 大） 
森  紀雄 １－６ ６－４ ２－６ 永田    （和 大） 
君浪  進 ６－４ ３－６ ６－３ 下林    （大学大） 
小崎  剛   ６－１ ６－１   阿部    （京 大） 
▽２回戦 
田村 英成   ６－４ ６－１   塩飽    （阪 大） 
久田 隆彦   ６－０ ６－０   増田    （関 大） 
豊村 健一   ６－０ ６－１   三谷    （京 大） 
神川  功   ５－７ ０－６   塩田    （甲南大） 
尾上 邦彦   ３－６ ０－６   香川    （阪 大） 
小崎  脩   ６－０ ６－３   山野    （大工大） 
恩智 宗和   ６－３ ６－２   田辺    （京 大） 
浮田 博臣   ６－４ ６－２   南後    （神 大） 
井上 典之   ６－８ ２－６   砂子    （神商大） 
田村 嘉朗   ６－４ ６－１   松浦    （大市大） 
君浪  進   ６－０ ６－０   吉田    （阪 大） 
小崎  剛 ６－８ ６－４ ２－６ 鍛冶    （関 大） 
山田 利夫   １－６ ２－６   高橋    （阪外大） 
大谷 昌昭   ６－２ ６－０   浅田    （西南大） 
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福田 親和   １－６ ２－６   佐々木   （神 大） 
崎坂 忠史   ６－０ ６－０   木津谷   （和 大） 
▽３回戦 
田村 英成   ６－３ ６－４   久田 隆彦 （同 大） 
豊村 健一   ３－６ ３－６   香川    （西南大） 
小崎 脩  ４－６ ６－２ ６－２ 阪上    （大経大） 
恩智 宗和 ３－６ ６－２ ６－１ 阪根    （甲南大） 
浮田 博臣 ４－６ ６－０ ３－６ 都築    （阪 大） 
田村 嘉朗 ５－７ ８－６ ６－１ 河合    （神 大） 
君浪  進 ７－５ ４－６ ６－８ 中野    （神 大） 
大谷 昌昭   ６－１ ６－３   中瀬    （大府大） 
崎坂 忠史   ６－１ ６－１   藤田    （阪外大） 
▽４回戦 
田村 英成   ６－１ ６－０   大平    （京医大） 
小崎  脩 ５－７ ８－６ ６－１ 吉矢    （阪 大） 
恩智 宗和 ３－６ ７－５ ３－６ 岩佐    （関学大） 
田村 嘉朗   ６－１ ６－１   久保    （関学大） 
大谷 昌昭 ６－１ ３－６ ６－１ 岡田    （神商大） 
崎坂 忠史   ６－０ ６－２   岩尾    （京 大） 
▽５回戦 
田村 英成   ６－４ ７－５   梅本    （神 大） 
小崎  脩 ６－４ ０－６ ３－６ 岩佐    （関学大） 
田村 嘉朗   ３－６ ３－６   辻     （京 大） 
大谷 昌昭   ３－６ ２－６   木本    （関学大） 
崎坂 忠史   １－６ ２－６   静     （阪 大） 
▽６回戦 
田村 英成   １－６ ２－６   香川    （西南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１６２） 

▽１回戦 
榎本・浮田   ６－２ ６－１   池谷・山崎 （関 大） 
尾上・井上 ６－４ ５－７ ４－６ 杉村・石黒 （大学大） 
君浪・豊村 ８－10 ６－２ ４－６ 近藤・富山 （京医大） 
▽２回戦 
藤 ・森    ５－７ ０－６   星野・森田 （大工大） 
恩智・小崎(脩)  ６－１ ６－２   坂口・森本 （甲南大） 
大谷・田村(嘉)  ６－２ ６－１   能登谷・奥村（大市大） 
榎本・浮田   ６－２ ６－０   高見・松本 （神商大） 
坂手・崎坂 ６－４ ５－７ ６－４ 白井・和田 （大経大） 
田村(英)･小崎(剛) ６－１ ７－５   山田・田辺 （大市大） 
▽３回戦 
恩智・小崎(脩)  ６－３ ６－４   岡田・比名 （神商大） 
大谷・田村(嘉)  ３－６ １－６   鍛冶・林  （関 大） 
榎本・浮田   ０－６ １－６   河盛・前川 （甲南大） 
坂手・崎坂 ４－６ ６－２ ２－６ 永井・中野 （甲南大） 
田村(英)･小崎(剛) ６－１ ６－０   三谷・西垣 （京 大） 
▽４回戦 
恩智・小崎(脩)  ６－２ ６－１   小泉・仲本 （阪 大） 
田村(英)･小崎(剛) ６－１ ４－６ ６－３ 熊谷・坂根 （甲南大） 
▽５回戦 
恩智・小崎(脩) ４－６ ６－４ ６－１  佐々木･南後（神 大） 
田村(英)･小崎(剛) ３－６ ６－３ １－６ 浅田・香川 （西南大） 
▽準々決勝 
恩智・小崎(脩)  ２－６ ５－７   福永・村上 （甲南大） 
 
１９６０（昭和３５）年 
【関西学生庭球選手権】（秋） 

           （ ９月 ５日～11日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－３１８） 

▽１回戦 
福田 親和       def      永原    （京 大） 
小崎  脩   ８－６ ６－２   高見    （神商大） 
豊村 健一   ０－６ ３－６   矢野    （神 大） 
君浪  進   ６－３ ８－６   上田    （神 大） 
榎本 賀式   ０－６ ０－６   井上    （阪 大） 
神川  功   １－６ ２－６   浅田    （阪 大） 
久保 嘉定   ６－０ ６－０   各務    （京 大） 
浮田 博臣   ６－２ ６－０   久我    （関 大） 
恩智 宗和 １－６ ６－３ ６－１ 三上    （関学大） 
▽２回戦 
鈴木 敏正   ７－５ ６－４   千星    （阪外大） 
谷  貞次   ６－１ ６－０   奥田    （甲南大） 
尾上 邦彦   ０－６ ３－６   都築    （阪 大） 
福田 親和 ６－３ ０－６ ４－６ 福永    （甲南大） 
小崎  脩   ３－６ ２－６   神波    （大工大） 
君浪  進   ６－０ ６－４   山口    （大学大） 
良元 英河   ６－２ ６－２   渋谷    （関 大） 
藤井祥三郎   ０－６ ３－６   浜田    （神商大） 
崎坂 忠史   ６－４ ６－２   橋本    （甲南大） 
森  紀雄   １－６ １－６   芥川    （関学大） 
大谷 昌昭   ６－０ ６－０   土居    （京 大） 
田村 嘉朗   ６－４ ６－０   村岡    （関 大） 
久保 嘉定   ６－１ ６－０   武田    （甲南大） 
浮田 博臣   ６－２ ９－７   中林    （関学大） 
恩智 宗和   ７－５ ６－０   田中    （関学大） 
堀江 照二       def      亀島    （関 大） 
久田 隆彦   ６－０ ６－１   田宮    （京 大） 
田中 良和   ６－３ ６－１   鈴木    （阪 大） 
山田 利夫   １－６ ２－６   山本    （神商大） 
▽３回戦 
鈴木 敏正   ６－２ ６－０   山鳥    （大学大） 
谷  貞次 ６－４ ０－６ ６－４ 河合    （神 大） 
君浪  進   ３－６ ４－６   井上    （阪 大） 
良元 英河       def      遠藤    （神外大） 
崎坂 忠史             賀長    （大学大） 
大谷 昌昭 ６－４ １－６ ２－６ 野々村   （甲南大） 
田村 嘉朗   ３－６ １－６   近藤    （神 大） 
久保 嘉定   ６－１ ６－１   加藤    （大学大） 
浮田 博臣   １－６ １－６   北城    （甲南大） 
恩智 宗和   ０－６ ２－６   田中    （関学大） 
久田 隆彦   １－６ １－６   野々口   （京 大） 
田中 良和   ６－３ ６－１   比名    （神商大） 
▽４回戦 
鈴木 敏正   １－６ １－６   渡辺    （甲南大） 
谷  貞次   ８－６ ６－１   都築    （阪 大） 
良元 英河   ６－３ ６－１   宇山    （大経大） 
久保 嘉定   ６－２ ６－４   北城    （甲南大） 
田中 良和 ６－４ ０－６ ５－７ 久我    （関学大） 
▽５回戦 
谷  貞次   ２－６ ０－６   山根    （甲南大） 
良元 英河 ７－５ ４－６ ７－９ 静     （阪 大） 
久保 嘉定   ６－２ ６－４   田中    （関学大） 
▽６回戦 
久保 嘉定   ３－６ ２－６   有本    （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１４９） 

▽１回戦 
久保・藤井   ６－１ ６－０   杉本・福田 （神商大） 
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▽２回戦 
久田・尾上   １－６ ３－６   岩佐・樫山 （関学大） 
大谷・田村(嘉)  ６－１ ６－０   杉江・永山 （関 大） 
豊村・浮田   ２－６ ４－６   有本・本井 （関学大） 
恩智・小崎(脩)  ６－２ ６－０   村岡・早川 （関 大） 
田中・良元   ６－１ ６－２   忠田・岡田 （神外大） 
久保・藤井   １－６ ５－７   鍛治・林  （関 大） 
君浪・佐伯   ６－３ ７－５   浅田・鈴木 （阪 大） 
崎坂・榎本       def      神田・岩佐 （大市大） 
谷 ・堀江       def      久我・亀島 （関 大） 
入江・鈴木   ６－３ ６－１   坪田・岡崎 （京工大） 
神川・森    ３－６ ２－６   野々山・谷崎（関学大） 
▽３回戦 
大谷・田村(嘉)  １－６ ２－６   井上・静  （阪 大） 
恩智・小崎(脩)  ６－３ ６－４   星野・神波 （大工大） 
田中・良元   ６－１ ６－３   多田・但馬 （阪 大） 
君浪・佐伯 ３－６ ６－２ ７－５ 近藤・高柳 （関 大） 
崎坂・榎本   ０－６ １－６   岩尾・近藤 （神 大） 
入江・鈴木   ６－１ ８－６   浜口・津田 （関 大） 
▽４回戦 
恩智・小崎(脩)  ２－６ ３－６   有本・本井 （関学大） 
田中・良元 ６－１ ４－６ ４－６ 森田・松浦 （大市大） 
君浪・佐伯   ３－６ ３－６   横井・中林 （関学大） 
入江・鈴木   １－６ ０－６   田中・石井 （関学大） 
 

１９６０（昭和３５）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

     （１１月２１日～１２月２日 中モズ） 
(男子シングルス)（Ｂ－４０７） 

▽１回戦 
豊村 健一   ６－２ ６－４   仲本    （阪 大） 
鈴木 幸三   ０－６ ０－６   藤田    （甲南大） 
榎本 賀式   ６－０ ６－１   山崎    （大工大） 
大谷 昌昭   ６－１ ６－３   筒石    （立命大） 
坂手 知行   ２－６ ５－７   野村    （大府大） 
尾上 邦彦   ２－６ ３－６   大島    （大工大） 
浮田 博臣       def      植野    （大経大） 
佐伯 滋彦   ３－６ ６－８   亀島    （関 大） 
小崎  脩   ６－１ ６－０   佐藤    （大工大） 
恩智 宗和   ６－３ ６－１   新田    （神外大） 
藤  弘道   ６－０ ６－０   松本    （和 大） 
神川  功   １－６ ０－６   矢野    （神 大） 
山田 利夫   ２－６ ０－６   鍜治    （関 大） 
▽２回戦 
森  紀雄       def      長尾    （姫工大） 
豊村 健一   ４－６ ３－６   砂子    （神商大） 
榎本 賀式   ５－７ 10－12   有末     （甲南大） 
大谷 昌昭   ６－３ ６－１   山田    （京 大） 
田村 嘉朗 ６－３ ３－６ ６－０ 中川    （大府大） 
崎坂 忠史   ６－０ ６－０   武藤    （京 大） 
浮田 博臣   ６－２ ６－２   高橋    （阪外大） 
小崎  脩   ６－０ ６－１   石原    （京 大） 
君浪  進 ２－６ ６－３ ６－３ 末石    （神商大） 
恩智 宗和   ６－２ ６－３   横山    （阪外大） 
藤  弘道 ５－７ ６－３ ６－３ 河本    （近 大） 
久田 隆彦       def      熊代    （神外大） 
▽３回戦 
森  紀雄   ０－６ ２－６   数元    （大市大） 

大谷 昌昭 ６－０ ３－６ ６－１ 塩田    （甲南大） 
田村 嘉朗   ８－６ ７－５   桜井    （関 大） 
崎坂 忠史 ６－０ ４－６ ０－６ 久我    （関 大） 
浮田 博臣 ４－６ ６－３ ６－２ 神波    （大工大） 
小崎  脩   ６－０ ６－２   岡崎    （京工大） 
君浪  進       def 
恩智 宗和   ６－３ ６－３   中本    （阪外大） 
藤  弘道   ０－６ １－６   矢野    （神 大） 
久田 隆彦   ２－６ １－６   福永    （甲南大） 
▽４回戦 
大谷 昌昭   ３－６ ２－６   近藤    （関 大） 
田村 嘉朗   ３－６ ０－６   島津    （関学大） 
浮田 博臣   ６－２ ６－１   壇上    （関学大） 
小崎  脩       def      五十鈴川  （大府大） 
君浪  進   ６－１ ６－０   岸野    （大府大） 
恩智 宗和   ６－３ ６－０   坪田    （京工大） 
▽５回戦 
浮田 博臣   ６－１ ６－３   高橋    （甲南大） 
小崎  脩   ４－６ ３－６   村上    （甲南大） 
君浪  進   １－６ ０－６   樫山    （関学大） 
恩智 宗和   ６－３ ６－０   野々山   （関学大） 
▽６回戦 
浮田 博臣 ２－６ ６－１ ６－３ 村上    （甲南大） 
恩智 宗和 ６－４ ３－６ ６－４ 南後    （神 大） 
▽準々決勝 
浮田 博臣   ６－４ ６－２   樫山    （関学大） 
恩智 宗和   １－６ ２－６   福永    （甲南大） 
▽準決勝 
浮田 博臣   ５－７ ０－６   林     （関 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１９２） 

▽１回戦 
君浪・佐伯   ６－１ ６－０   森宗・中村 （京府大） 
大谷・田村(嘉)  ８－６ ６－３   井上・内山田（立命大） 
久田・尾上   ６－１ ６－２   山田・野田 （和 大） 
恩智・小崎   ６－１ ６－４   三谷・島田 （京 大） 
神川・森  ４－６ ６－４ ３－６ 仲条・山野 （大工大） 
▽二回戦 
崎坂・榎本   ２－６ １－６   比名・岡田 （神商大） 
君浪・佐伯   ６－０ ６－４   広岡・生島 （大府大） 
大谷・田村(嘉)  ６－１ ６－２   北岡・笹川 （神商大） 
久田・尾上   ６－０ ６－２   谷本・泉  （大経大） 
恩智・小崎   ６－０ ８－６   浅井・西川 （阪 大） 
藤 ・山田   ２－６ １－６   永山・辻本 （関 大） 
豊村・浮田   ６－２ ６－３   白川・熊谷 （甲南大） 
▽３回戦 
君浪・佐伯   ６－０ ６－４   甲斐・近藤 （関学大） 
大谷・田村(嘉)  ６－３ ６－２       林 ・沢田 （甲南大） 
久田・尾上   ４－６ ２－６   渡辺・中井 （阪外大） 
恩智・小崎   ６－４ ６－１   山崎・数野 （和 大） 
豊村・浮田 ４－６ ６－３ ６－１ 竹中・岡村 （和 大） 
▽４回戦 
君浪・佐伯   ４－６ ２－６   梅本・矢野 （神 大） 
大谷・田村(嘉) ６－１ ２－６ ６－４ 土居・田辺 （京 大） 
恩智・小崎   ６－２ ６－２   村上・安藤 （立命大） 
豊村・浮田   ６－０ ６－４   大西・小倉 （京工大） 
▽５回戦 
大谷・田村(嘉)  ３－６ ５－７   梅本・矢野 （神 大） 
恩智・小崎 ５－７ ６－１ ６－２ 島津・壇上 （関学大） 
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豊村・浮田 ６－３ ０－６ 10－８ 谷崎・野々山（関学大） 
▽準々決勝 
恩智・小崎   ２－６ ２－６   三上・本多 （関学大） 
豊村・浮田   ３－６ ３－６   樫山・岩佐 （関学大） 
 
１９６０（昭和３５）年 

【全日本学生庭球選手権】第２８回 

           （ ７月１３日～８日間 田園Ｃ） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１２） 

▽１回戦 
谷  貞次 － 浜田（法政大） 良元 英河 － 西村（九州大） 
入江  實 － 高橋（学習大） 久保 嘉定 － 小林（甲南大） 
堀江 照ニ － 坂田（明治大） 田中 良和 － 加賀谷(明治大) 
▽２回戦 
谷  貞次   ７－５ ６－２   松浦    （関学大） 
良元 英河   ２－６ ２－６   石井    （関学大） 
▽３回戦 
谷  貞次 － 菅 （法政大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－５６） 

▽１回戦 
谷 ･堀江 － 土屋･永尾(日大)  田中･良元 － 明神･中尾(法大) 
▽２回戦 
谷 ･堀江 － 田中･坂田(明大) 
 
１９６０（昭和３５）年 

【全日本庭球選手権】第３５回 

           （１１月 １日～ ８日 靭公園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
久保 嘉定(OB池田ｸ)  1－6  4－6  3－6   宮城   (ｾﾞﾈﾗﾙ物産) 
谷  貞次(同大) 4－6 6－3 0－6 3－6  菅   （法政大） 
田中 良和(同大) 3－6 0－6 7－5 3－6 広瀬  （早 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
久保(OB)･渡辺(木村鉛鉄) 6-4 4-6 9-7 3-6 1-6 生川･寺岡(三菱化成) 
(混合ダブルス)（Ｂ－２４） 

▽１回戦 
堀内(OB京都ｸ)･小幡(同女大) 7－5  6－3 村上(倉敷ﾚ)･村上(神戸ｸ） 
▽２回戦 
堀内(OB京都ｸ)･小幡(同女大) 6－1  6－2 二宮(旭化成)･岡(岩田屋) 
▽準々決勝 
堀内(OB京都ｸ)･小幡(同女大) 0－6  6－4  3－6生川･牧(三菱化成) 
 
１９６０（昭和３５）年 

【京都オープン庭球トーナメント】第１６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〉 

 

１９６０（昭和３５）年 

【京都府庭球選手権】第１４回 

           （  月  日～    ） 
(男子シングルス) 

▽決 勝  久保 嘉定(同大)〈優 勝〉 

(男子ダブルス) 

▽決 勝  堀内(OB京都ｸ)･有本(関学)〈優 勝〉 

 

１９６０（昭和３５）年 

【甲子園正月庭球トーナメント】第１１回 

           （ １月 ２日～８日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１９） 

▽１回戦 

鈴木 敏正(同大)   ０－６ ２－６   樋瓜 （鴨沂高） 

前田 敬一(同大)   ６－０ ６－０   佐伯（県西宮高） 

久保 嘉定(同大)   ６－３ ６－１   高橋(ﾔﾝﾏｰﾃﾞｨｰｾﾞﾙ) 

豊村 健二(同大)   ６－２ ６－４   上崎  暉久(同高) 

▽２回戦 

前田 敬一(同大) ３－６ ６－２ ６－４ 鳴海  （芦屋ｸ） 

久保 嘉定(同大)   ６－３ ６－３   木岡 （関学大） 

豊村 健一(同大)   ６－１  ６－２   井上 （甲子園ｸ） 

▽３回戦 

前田 敬一(同大)   ６－０ ６－３   田中 （難 高） 

久保 嘉定(同大)   ６－０ ６－０   坂上（奥ｱﾝﾂｰｶｰ） 

豊村 健一(同大)   １－６ ２－６   小浦 （鳴尾高） 

▽４回戦 

前田 敬一(同大) ３－６ ７－５ ４－６ 本井 （八尾高） 

久保 嘉定(同大)   ２－６ ６－８   小浦 （嗚尾高） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 

久保(同大)･長尾(甲南) ６－１ ６－３ 加納･高田（明治大） 

▽２回戦 

久保(同大)･長尾(甲南) ６－１ ６－２ 大沢(東大)･大沢(灘高) 

▽３回戦 

久保(同大)･長尾(甲南) ６－１ ６－２ 松井･川端（大経大） 

▽準々決勝 

久保(同大)･長尾(甲南)２-６６-２５-７藤井(甲南)･小林(甲南高) 
(混合ダブルス)（Ｂ－１７） 

▽２回戦 

久保(同大)･大林(同女) ６-４ ８-６ 石井 (国際ｸ)･福田 (中ﾓｽﾞｸ) 

前田(同大)･芦田(同女) ３－６ ４－６ 谷口･石井（甲子園ク） 

▽準々決勝 

久保(同大)･大林(同女) ３-６ ２-６ 吉見(関大)･小幡(ｼﾉﾉﾒｸﾗﾌ )゙ 

 
１９６０（昭和３５）年 

【甲子園オープン庭球トーナメント】第１回 

           （ ７月２６日～５日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－９２） 

▽１回戦 

豊村 健一(同大)   ６－１ ６－２   桑原 （関学高） 

田村 嘉朗(同大)   ６－４ ６－２   三浦 （甲子園ｸ） 

君浪  進(同大)   ０－６ ３－６   野々山（関学大） 

▽２回戦 

豊村 健一(同大)   ６－０ ６－２   鍵谷 （大工大） 

田村 嘉朗(同大)   ２－６ 10－12     宍戸 （甲子園ｸ） 

榎本 賀式(同大)   ３－６ ０－６   本多 （関学大） 

▽３回戦 
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豊村 健一(同大) ２－６ ６－４ ０－６ 吉井 （関学高） 
(男子ダブルス)（Ｂ－４７） 

▽１回戦 

君浪･田村(同大) １－６ １－６  西尾･佐久間(新三菱重工) 

▽２回戦 

豊村･榎本(同大) ３－６ ２－６    樫山･木本  （関学大） 

 
１９６０（昭和３５）年 

【毎日庭球選手権】第３５回（春） 

           （ ５月２１日～８日間 中モズ） 
 (男子シングルス)（Ｂ－２０８） 

▽１回戦 
小崎脩(同大)－小坂田(神商大)  久保嘉定(OB池田ｸ)－村上(甲南) 
藤 弘道(同大)－高原 (蝶 理)  小崎 剛(同大)－三木(三国ｹ丘ｸ) 
崎坂 忠史(同大)－鍋島(関 大) 大谷 昌昭(同大)－岡田(甲南大) 
鈴木 敏正(同大)－永山(関 大) 田中 良和(同大)－豊村 (池田ｸ) 
福田 親和(同大)－菅井(大鉄局) 恩智 宗和(同大)－近藤(関学大) 
奥井 信一(同大)－豊田(塩野義) 尾上 邦彦(同大)－久我(関学大) 
良元 英河(同大)－鍜治(関 大) 浮田 博臣(同大)－滝本(神 大) 
田村 嘉朗(同大)－中野(甲南大) 井上 典之(同大)－中井(関 大) 
佐伯 滋彦(同大)－神波(大工大) 久田 隆彦(同大)－森 (関学大) 
榎本 賀武(同大)－平野(甲南大) 豊村 健一(同大)－上田(神 大) 
梅本  修(同大)－河盛(甲南大) 
▽２回戦 
坂手知行(同大)－古田(日本生命) 堀江照二(同大)－村西(伊藤万) 
入江 実(同大)－木本(関学大)  藤井祥三郎(同大)－伊東(中ﾓｽ )゙ 
小崎 脩(同大)－金子(関学大)  久保嘉定(OB池田ｸ)－静 (阪大) 
小崎 剛(同大)－藤本(関学大)  大谷昌昭(同大)－鍋島(関 大) 
鈴木敏正(同大)－佐々木(関学)  田中良和(同大)－菅井(大鉄局) 
恩智宗和(同大)－岩尾(神 大)  奥井信一(同大)－伊藤(関学大) 
良元英河(同大)－石黒(中ﾓｽﾞｸ)  浮田博臣(同大)－吉見 (中ﾓｽ )゙ 
田村嘉朗(同大)－有本(関学大)  佐伯滋彦(同大)－加藤(関学大) 
久田隆彦(同大)－本多(関学大) 田村英成(同大)－田中(関学大) 
君浪 進(同大)－木村(関学大) 
谷 貞次(同大)   ６－０ ６－０   岡田  (神商大) 
▽３回戦 
堀江 照二(同大)－松浦(大市大) 入江 実(同大)－前川(甲南大) 
久保 嘉定(OB池田ｸ)－酒井(関学) 小崎 剛(同大)－鍋島(関大) 
谷  貞次(同大)   ６－０ ６－０   河合 (神 大) 
▽４回戦（Ｂ－３２） 
堀江 照二(同大)   ３－６ ４－６   古田 (日本生命) 
入江  実(同大)   ３－６ ３－６   徳田 (丸紅飯田) 
久保 嘉定(OB池田ｸ)３－６ ６－２ ７－５ 鳴川   (関学大) 
谷  貞次(同大)   ６－３ ６－４   石井  (関学大) 
▽５回戦（Ｂ－１６） 
久保 嘉定(OB池田ｸ) ６－４ ２－６ ０－６  岡本 (関学大) 
谷  貞次(同大) ８－６ ３－６ ６－８ 森   (関学大) 
(男子ダブルス)（Ｂ－１０８） 

▽１回戦 
久保(OB池田ｸ)･渡辺(木村鉛鉄)－坂口･宮川  (関 大) 
小崎(脩)･恩智(同大)－岡本・加藤  (関学大) 
入江･小崎(剛)(同大)－肥後・土橋  (神 大) 
大谷・田村 (同大)－姫井・数元 (大市大) 
谷 ・堀江 (同大)－甲斐・近藤  (関学大) 
君浪・豊村 (同大)－山岡･佐々木(桃山学院ｸ) 
尾上・井上 (同大)－岡田・山本 (神商大) 
梅本・福田 (同大)－吉見・立田 (関 大) 

坂手・崎坂 (同大)－岩佐・竪山 (関学大) 
鈴木(同大)･鈴木(関大)－岩渕・中野  (神 大) 
田中・良元 (同大)－徳田・那須 (甲南大) 
榎本・浮田 (同大)－奏野・久我 (関学大) 
▽２回戦 
久保(OB池田ｸ)･渡辺(木村鉛鉄)－佐々木･滝   (神 大) 
入江･小崎(剛)(同大)－北城・山根  (甲南大) 
大谷・田村 (同大)－西尾・出口(新三菱重工) 
谷 ・堀江 (同大)－高原・前田 (蝶 理) 
君浪・豊村 (同大)－高木・佐々木(関学大) 
田中・良元 (同大)－木岡・木本 (関学大) 
▽３回戦（Ｂ－３２） 
久保(OB池田ｸ)･渡辺(木村鉛鉄)－中野･野々村(甲南大) 
大谷・田村 (同大)－古田・多久(日本ﾚｲﾖﾝ) 
谷 ・堀江 (同大)－有本・本井 (関学大) 
田中・良元 (同大)－松浦・鳴川 (関学大) 
▽４回戦（Ｂ－１６） 
久保(OB池田ｸ)･渡辺(木村鉛鉄) 6-3  16-18  6-2 田中･石井(関学) 
▽準々決勝 
久保(OB池田ｸ)･渡辺(木村鉛鉄)     def   森 ･茶川 (関学) 
 

１９６０（昭和３５）年 

【関西庭球選手権】第３６回 

           （ ８月２５日～９日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－２３４）(男子ダブルス)（Ｂ－１１７） 

 
１９６１（昭和３６）年 

◆社会：人類初宇宙飛行 

    －ｶﾞｶﾞｰﾘﾝ少佐『地球は青かった』(4/12)。 

    三無事件(無税・無戦・無失業)発覚(12/9)。 

  【京都市電(北野線－ﾁﾝﾁﾝ電車)廃止－65年目】 

【京都府立植物園15年ぶりに開園(4/)】 

★流行語：『「人間」らしくやりたいナ』 

 

１９６１（昭和３６）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）広島市営中央Ｃ 
 

１９６１（昭和３６）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （ ５月  日～    甲子園TC） 
＜男子Ｂ級＞ 

     × 同志社 ４（複 －  単 － ）５ 阪 大① 

 
     × 同志社 ４（複 －  単 － ）５ 大市大② 

 
     × 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 京 大③ 

 (ダブルス)     （ ５月５．６日 京大） 

Ｎo１○田中・良元 ６－０ ２－６ ６－２ 土居・田辺 
Ｎo２×恩智・小崎 ６－４ ２－６ １－６ 藤原・野々口 
Ｎo３×田村・浮田 ４－６ ４－６     岩尾・辻 
 (シングルス) 
Ｎo１×良元 英河 ２－６ ６－４ 10－12 野々口 
Ｎo２○田中 良和 ６－４ ６－２     辻 
Ｎo３×浮田 博臣 ６－３ ６－２     土居 
Ｎo４×田村 嘉朗 ６－３ １－６ ２－６ 藤原 
Ｎo５○恩智 宗和 ６－３ ２－６ ６－４ 岩尾 
Ｎo６×大谷 昌昭 ４－６ ４－６     山田 
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＜男子Ｂ級④位＞       同志社大学 ０勝３敗 

 
【入替戦】 

     ○ 同志社 ７（複 －  単 － ）２ 神商大 

＜Ｂ級④位＞            ＜Ｃ級①位＞ 

 

＜男子Ｂ級（残留）＞     同志社大学 

 

１９６１（昭和３６）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

          （  月  日・  日  二条城） 

     × 同志社  （複 －  単 － ）  立教大 

 

１９６１（昭和３６）年 

【定期戦】復活 第16回 対 京都大学戦（同大１２勝４敗） 

           （１０月２２日     京大） 

     × 同志社 ３（複３－０ 単５－１）５ 京都大 

 (ダブルス)           引分１ 

Ｎo１×豊村・小崎 10－12 ４－６     野々口・土居 
Ｎo２○恩智・三原 ６－２ ６－２     山田・張本 
Ｎo３×浮田・村瀬 ５－７ ６－４ ３－６ 岩尾・辻 
 (シングルス) 
Ｎo１△浮田 博臣 ３－６ １－４ cut   野々口 
Ｎo２×橋本 一義 ６－１ ３－６ ２－６ 辻 
Ｎo３×小崎  脩 ６－４ ３－６ ３－６ 岩尾 
Ｎo４○恩智 宗和 ６－３ ７－５     張本 
Ｎo５○三原  徹 ６－１ ２－６ ６－４ 土居 
Ｎo６×久田 隆彦 ４－６ ２－６     山田 
 
１９６１（昭和３６）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

           （ ４月 ５日～９日間 中モズ） 
(男子シングルス)（Ｂ－３５１） 

▽１回戦 
鈴木 幸三       def      賀長    （大学大） 
山田 利夫      def      西沢    （神商大） 
尾上 邦彦   ７－５ ６－１   吉田    （大府大） 
佐伯 滋彦   ６－２ ６－１   藤田    （甲南大） 
榎本 賀式   ６－４ ６－３   岩佐    （大市大） 
三原  徹   ６－０ ６－１   松本    （和 大） 
小崎  脩   ６－１ ６－０   岩子    （大府大） 
恩智 宗和   ６－０ ６－１   前川    （大府大） 
杉本 龍彦   ０－６ １－６   小坂田   （神商大） 
坂手 知行   ２－６ ５－７   片山    （大学大） 
田村 嘉朗   ６－１ ６－１   岸野    （大府大） 
▽２回戦 
神川  功   ２－６ ３－６   横山    （関学大） 
浮田 博臣 ０－６ ８－６ ７－５ 谷崎    （関学大） 
三原  徹   ７－９ ４－６   五十鈴川  （大府大） 
小崎  脩   ６－０ ６－２   粂川    （和 大） 
恩智 宗和   ６－０ ６－１   正信    （大経大） 
田村 嘉朗 ６－４ 10－12 ６－２  近藤     （関学大） 
田中 良和   ６－０ ６－１   仲本    （阪 大） 
良元 英河   ６－２ ７－５   長谷川   （阪外大） 
藤  弘道       def      春名    （京 大） 
▽３回戦 
浮田 博臣   ６－０ ６－０   忠田     （神外大） 
小崎  脩   ４－６ ４－６   金子     （関学大） 

恩智 宗和   ５－７ ２－６   林      （関 大） 
田村 嘉朗 ６－２ ２－６ ０－６ 滝      （神 大） 
田中 良和 ３－６ ６－４ ６－２ 梅本     （神 大） 
良元 英河   ６－３ ６－３   山田     （甲南大） 
藤  弘道   ４－６ ２－６   白川    （甲南大） 
▽４回戦 
浮田 博臣   ３－６ １－６   静     （阪 大） 
田中 良和   ６－２ ６－１   森      （甲南大） 
良元 英河   ６－３ ６－４   白川     （甲南大） 
▽５回戦 
田中 良和   ４－６ ２－６   近藤    （神 大） 
良元 英河   ０－６ ０－６   藤井    （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１６９） 

▽１回戦 
豊村・浮田 ３－６ ６－４ ６－２ 上田・上生 （神 大） 
田中・良元   ３－６ ３－６   中野・岩渕 （神 大） 
三原・杉本      def      木津谷・山田（和 大） 
恩智・小崎   ６－２ ６－２   横山・西田 （関学大） 
▽２回戦 
尾上・神川   ０－６ １－６   横井・中林 （関学大） 
榎本・藤    ６－１ ６－２   木津谷・松本（和 大） 
田村・大谷 ８－６ ５－７ ６－２ 大村・栗田 （大学大） 
豊村・浮田 ４－６ ６－３ ６－３ 近藤・浜口 （関 大） 
三原・杉本   ３－６ ６－８   中野・岩渕 （神 大） 
恩智・小崎   ６－０ ６－１   大家・中山 （大経大） 
坂手・鈴木   ５－７ ６－８   林 ・山鳥 （大学大） 
君浪・佐伯   ６－８ ３－６   鍛冶・林  （関 大） 
▽３回戦 
榎本・藤    ７－５ ６－４   北城・中本 （阪外大） 
田村・大谷 10－８ ０－６ ６－２ 出口・森下 （阪 大） 
豊村・浮田   ６－８ ４－６   井上・竹田 （立命大） 
恩智・小崎   １－６ ２－６   井内・都築 （阪 大） 
▽４回戦 
榎本・藤    ３－６ ２－６   横井・中林 （関学大） 
田村・大谷   １－６ １－６   張 ・小浦 （関学大） 
 
１９６１（昭和３６）年 

【関西学生新進庭球トーナメント】 

           （ ５月２９日～10日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－３７７） 

▽１回戦 
東  正治   ９－７ ６－４   長谷川   （阪外大） 
中西      ７－９ ７－９   田中    （阪 大） 
榎本 賀式   ６－０ ６－１   谷口    （近 大） 
坂手 知行   ４－６ ４－６   塩路    （関 大） 
三原  徹   ６－１ ６－３   桜井    （関 大） 
神川  功   ０－６ ４－６   長島    （阪 大） 
小崎  脩   ６－３ ６－２   栗田    （大学大） 
村瀬 寿男   ６－４ ６－１   金岡    （関 大） 
浮田 博臣   ６－１ ６－０   野田    （和 大） 
橋本勇次郎       def      木津    （関 大） 
豊村 健一   ５－７ ２－６   村上    （甲南大） 
上西 啓之       def      中川    （大府大） 
久田 隆彦   ６－３ ６－３   増本    （阪 大） 
片山  昭   ６－１ ６－１   坂口    （甲南大） 
橋本 一義   ６－１ ６－４   池谷    （関 大） 
森本 将之   ６－１ ６－２   今辻    （関 大） 
山崎 淳一   １－６ ２－６   小畑    （関 大） 
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杉本 龍彦   ８－６ ６－２   島田    （京 大） 
藤  弘道 ２－６ ６－２ ６－２ 辻本    （関 大） 
▽２回戦 
江口 秀一   １－６ ３－６   本多    （関学大） 
竹中 清史   ４－６ ２－６   橋本    （甲南大） 
鈴木 幸三       def      藤本    （阪 大） 
東  正治   ６－３ ６－４   田中    （阪 大） 
榎本 賀式   ６－１ ６－１   上島    （大市大） 
中野 量弘       def      福田    （立命大） 
尾上 邦彦   ６－４ ６－３   上村    （近 大） 
広澤 悦夫   １－６ ０－６   近藤    （関 大） 
三原  徹   ６－３ ６－３   長島    （阪 大） 
小崎  脩   ６－３ ６－２   遠藤    （神外大） 
村瀬 寿男   ６－０ ６－１   宮武    （近 大） 
浮田 博臣   ６－０ ６－０   荒井    （神商大） 
上西 啓之 ６－３ ６－８ ３－６ 野中    （阪 大） 
久田 隆彦   ６－０ ６－１   松岡    （大工大） 
崎坂 忠史   ６－０ ６－１   小椋    （阪 大） 
片山  昭   ３－６ １－６   早川    （関 大） 
橋本 一義 ６－８ ９－７ ２－６ 河     （近 大） 
森本 将之   ３－６ ２－６   中野    （甲南大） 
藤  弘道 ３－６ ６－４ ６－０ 杉本 龍彦 （同 大） 
恩智 宗和   ６－３ ６－２   中蔵    （大市大） 
▽３回戦 
東  正治 ２－６ ８－６ ７－５ 武藤    （阪外大） 
榎本 賀式 ６－１ ３－６ ６－０ 小島    （阪 大） 
中野 量弘   ６－４ ６－１   安部    （立命大） 
尾上 邦彦   ６－２ ６－２   中本    （阪外大） 
三原  徹   １－６ ３－６   小坂田   （神商大） 
小崎  脩   ６－０ ６－２   広岡    （和 大） 
村瀬 寿男   ７－５ ７－５   宮部    （近 大） 
浮田 博臣   ９－７ ６－２   亀島    （関 大） 
久田 隆彦   ６－１ ６－３   野中    （阪 大） 
崎坂 忠史   ９－７ ６－１   浜口    （関 大） 
藤  弘道 ５－７ ６－１ ３－６ 白川    （甲南大） 
恩智 宗和   ６－１ ６－２   杉山    （京 大） 
▽４回戦 
東  正治   ３－６ ０－６   岡本    （神商大） 
榎本 賀式 ６－４ １－６ ２－６ 岡村    （和 大） 
中野 量弘   ２－６ ３－６   西尾    （甲南大） 
尾上 邦彦 10－８ ６－８ ０－６ 久我    （関 大） 
小崎  脩   ６－０ ７－５   林     （甲南大） 
村瀬 寿男 ５－７ ６－２ ６－２ 筒石    （立命大） 
浮田 博臣   ６－０ ６－１   中原    （関学大） 
久田 隆彦   １－６ ２－６   森     （甲南大） 
崎坂 忠史   ３－６ ５－７   石川    （近 大） 
恩智 宗和 １－６ ６－１ ６－４ 後藤    （甲南大） 
▽５回戦 
小崎  脩 ４－６ ６－２ ６－２ 小坂田   （神商大） 
浮田 博臣   ６－１ ６－２   村瀬 寿男 （同 大） 
恩智 宗和 ４－６ ７－５ ６－４ 武田    （甲南大） 
▽６回戦 
小崎  脩 ６－４ １－６ ６－４ 島津    （関学大） 
浮田 博臣   ６－４ ６－３   森     （甲南大） 
恩智 宗和   ７－５ ６－４   森下    （阪 大） 
▽準々決勝 
小崎  脩 ３－６ ８－６ １－６ 鈴鹿    （甲南大） 
浮田 博臣   ３－６ ４－６   野々山   （関学大） 

恩智 宗和 ６－１ ５－７ ８－10 矢野    （神 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１６９） 

▽１回戦 
久田・藤    ６－１ ６－１   長嶋・岸田 （阪 大） 
森本・東    １－６ ２－６   相木・宮崎 （大経大） 
片山・中野   ６－３ ６－１   安倍・筒石 （立命大） 
坂手・崎坂   ６－３ ６－１   倉持・田茂井（京 大） 
神川・尾上       def      天羽・仲井 （大工大） 
山崎・江口 ０－６ ６－３ ７－５ 岡本・桝田 （大工大） 
▽２回戦 
上西・広沢   ６－１ ６－２   西井・多谷 （阪外大） 
三原・杉本   ６－１ ６－４   中本・藤本 （阪 大） 
浮田・村瀬   ６－４ ６－１   古井・横山 （阪外大） 
久田・藤    ６－８ ３－６   高木・森  （関学大） 
片山・中野 ５－７ ８－６ １－６ 林 ・沢田 （甲南大） 
坂手・崎坂      def      遠藤・岡田 （神外大） 
神川・尾上 ３－６ ９－７ ３－６ 吉田・野中 （阪 大） 
山崎・江口   ０－６ ２－６   師田・橋本 （甲南大） 
橋本(一)・橋本(勇)  ８－６ ８－６ 長井・川端 （大市大） 
恩智・小崎   ６－０ ６－２   岡山・北城 （阪外大） 
豊村・榎本   ６－０ ６－２   吉川・小野 （大工大） 
竹中・中西   １－６ ０－６   後藤・鈴鹿 （甲南大） 
▽３回戦 
上西・広沢   ０－６ １－６   矢野・梅本 （神 大） 
三原・杉本   ６－０ ６－２   柏木・西川 （阪 大） 
浮田・村瀬   ６－３ ６－３   森下・香川 （阪 大） 
橋本(一)・橋本(勇)  ６－８ ３－６ 白川・熊谷 （甲南大） 
恩智・小崎   ６－０ ６－０   渡辺・礼場 （立命大） 
豊村・榎本 ３－６ ６－０ ６－１ 藤田・奥田 （甲南大） 
▽４回戦 
三原・杉本   ２－６ ４－６   矢野・梅本 （神 大） 
浮田・村瀬   ０－６ ２－６   有末・中島 （甲南大） 
恩智・小崎   ６－３ ６－１   豊村・榎本 （同 大） 
▽５回戦 
恩智・小崎 ４－６ ６－１ ４－６ 後藤・鈴鹿 （甲南大） 
 
１９６１（昭和３６）年 
【関西学生庭球選手権】（秋） 

           （ ９月１１日～８日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１６） 

▽１回戦 
橋本 一義   ３－６ ４－６   井内    （阪 大） 
小崎  脩      def      松村    （甲南大） 
榎本 賀式   ０－６ ２－６   野々口   （京 大） 
久田 隆彦   ３－６ ８－10   中林    （関学大） 
恩智 宗和 ６－１ ２－６ ３－６ 石川    （近 大） 
田中 良和   ６－４ ６－４   沢田    （甲南大） 
浮田 博臣   ６－３ ６－２   数野    （和 大） 
三原  徹   ６－４ ６－３   高橋    （大府大） 
良元 英河   ７－５ ６－３   武田    （甲南大） 
豊村 健一 ６－２ ４－６ ０－６ 野々村   （甲南大） 
▽２回戦 
小崎  脩   ３－６ １－６   小林    （甲南大） 
田中 良和   ３－６ ２－６   河盛    （甲南大） 
浮田 博臣   ６－２ ６－４   島津    （関学大） 
三原  徹   １－６ ３－６   近藤    （神 大） 
良元 英河   ２－６ ４－６   松浦    （関学大） 
▽３回戦 
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浮田 博臣   １－６ ４－６   近藤    （神 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
竹中・中西       def      木岡・木本 （関学大） 
田中・豊村   ２－６ １－６   横井・中林 （関学大） 
三原・杉本   ７－５ ６－３   森下・八木 （阪 大） 
浮田・村瀬   ６－４ ６－４   正岡・石川 （近 大） 
良元・片山   ６－８ ５－７   岡本・倉藤 （神商大） 
恩智・小崎 ６－４ ４－６ ６－４ 嘉納・河合 （神 大） 
▽２回戦 
竹中・中西   ０－６ １－６   張 ・小浦 （関学大） 
三原・杉本   ３－６ １－６   岡本・加藤 （関学大） 
浮田・村瀬   ３－６ ０－６   松浦・鳴川 （関学大） 
恩智・小崎   １－６ ０－６   森田・松浦 （大市大） 
 
１９６１（昭和３６）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

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

▽準々決勝 
恩智 宗和 ３－６ ６－３ ３－６ 増井    （関 大） 
 
１９６１（昭和３６）年 

【全日本学生庭球選手権】第２９回 

           （  月  日～    ） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１２）(男子ダブルス)（Ｂ－５６） 

 

１９６１（昭和３６）年 

【全日本庭球選手権】第３６回 

     （１０月２３日～３０日 田園Ｃ） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
久保 嘉定(OB 朝日生命) 6－2 4－6 9－7 6－2 崎口(早大) 
▽２回戦 
久保 嘉定(OB 朝日生命) 3－6 9－7 2－6 2－6 古田(日生) 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
久保(OB)･佐藤(朝日生命)  6－1 6－1 6－3  前田･西村(慶大) 
▽２回戦 
久保(OB)･佐藤(朝日生命)6－1 1－6 5－7 4－6有本･本井(関学) 
(混合ダブルス) 第２２回（Ｂ－２４） 
▽２回戦 
久保(OB)･川上(朝日生命)  5－7 6－2 6－1 生川･牧（三菱化学） 
▽準々決勝 
久保(OB)･川上(朝生)9－7  7－9  6－3鵜原･宮城(朝日庭教･ﾌﾀﾊﾞﾔ) 
▽準決勝 
久保(OB)･川上(朝日生命) 6－2 4－6 6－4 長岡･遠藤(朝日生命) 
▽決勝 
久保(OB)･川上(朝日生命) 6－3 0－6 6－4 広瀬･福井（朝日生命） 
〈優 勝〉 

 
１９６１（昭和３６）年 

【京都オープン庭球トーナメント】第１７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〉 

 

１９６１（昭和３６）年 

【京都府庭球選手権】第１５回 

           （  月  日～    ） 
(男子ダブルス) 

▽決 勝  堀内(OB京都ｸ)･有本(関学大)〈優 勝〉 

 

１９６１（昭和３６）年 

【毎日庭球選手権】第３５回（春） 

           （ ５月２０日～８日間 中モズ） 
 (男子シングルス)（Ｂ－２７１）(男子ダブルス)（Ｂ－１２６） 

 
１９６１（昭和３６）年 

【関西庭球選手権】第３７回 

           （１１月１０日～ 日 甲子園TC） 
 (男子シングルス) 

▽５回戦（Ｂ－１６） 
久保 嘉定(OB朝日生命)  ６－４ ６－３  森 (関学大) 
▽準々決勝 
久保 嘉定(OB朝日生命) ４－６ ６－１ ４－６ 茶川 (関学大) 
(男子ダブルス) 

▽準々決勝 
久保(OB)･長尾(朝日生命) ３-６ ６-３ ３-６  森 ･茶川(関学大) 
(混合ダブルス) 

▽準決勝 
久保(OB)･川上(朝日生命) １-６ ７-５ ６-２  古田･空野（日生） 
▽決 勝 
久保(OB)･川上(朝日生命) ６-４ ６-２工藤(伊藤万)･福田(中ﾓｽﾞ) 
〈優 勝〉 
 

１９６２（昭和３７）年 

◆社会：東京の人口１千万人突破(2/1)。 

        三河島列車事故(5/3)。 

        YS11戦後初国産飛行機初飛行(8/30)。 

    国立がんｾﾝﾀｰ設立。ｷｭｰﾊﾞ危機(10/24)。 

★流行語：『かあちゃん一杯やっか』 

◇SPC：太平洋横断小型ﾖｯﾄ『ﾏｰﾒｲﾄﾞ号』堀江謙一 

    (93日)。 

    日本体育協会－ｽﾎﾟｰﾂ少年団結成(6/23)。 

◇本学ﾃﾆｽ：監督－島図 博次(S21)OB就任(4/1～)。 

 

１９６２（昭和３７）年 

＜合 宿＞（３月２０日～１０日間）岡山市津島県営C 
       
                  志満旅館 
１９６２（昭和３７）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】リーグ１２３４５部制開始 

       （ ５月２１日～    甲子園TC） 
＜男子２部リーグ＞ 

     ○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 関 大② 

 (ダブルス) 

Ｎo１×上崎・川辺 ０－６ ２－６     鍛冶・林 
Ｎo２○浮田・村瀬 ６－４ 11－９     津田・浜口 
Ｎo３○恩智・三原 ６－０ ４－６ ６－３ 川崎・増井 
 (シングルス) 
Ｎo１○浮田 博臣 ６－０ ６－２     林  修三 
Ｎo２×神川  功 ３－６ ２－６     鍛冶  譲 
Ｎo３○恩智 宗和 ９－７ ４－６ ６－４ 増井 良衛 
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Ｎo４×久田 隆彦 ３－６ ６－３ ４－６ 高柳－津田 
Ｎo５○三原  徹 ６－０ ６－２     亀島  進 
Ｎo６×橋本 一義 ４－６ ６－２ ４－６ 山本 武生 
 
     ○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 京 大③ 

 (ダブルス)     （ ５月２８日．２９日 甲子園TC） 

Ｎo１×上崎・波島 ２－６ ６－８     野々口・土居 
Ｎo２○浮田・村瀬 ６－４ ６－４     岩尾・辻 
Ｎo３○恩智・三原 ６－２ ６－８ ７－５  山田・張本 
 (シングルス) 
Ｎo１○浮田 博臣 ８－６ ６－３     野々口直秀 
No２×豊村 健一 ４－６ ４－６     辻 康次郎 
Ｎo３×橋本 一義 ３－６ ２－６     土居 健一 
Ｎo４○恩智 宗和 12－10 ６－２     山田 徹二 
Ｎo５○久田 隆彦 ８－６ ６－２     岩尾  修 
Ｎo６×三原  徹 ６－０ ４－６ ３－６ 張本 泰雄 
 

     ○ 同志社 ５（複２－１ 単３－２）３ 大市大④ 

 (ダブルス)            1引分 

Ｎo１×上崎・川辺 ３－６ ５－７     森田・辻村 
Ｎo２○浮田・村瀬 ６－２ ６－４     奥村・能谷 
Ｎo３○恩智・三原 ６－４ ６－２     万谷・松浦 
 (シングルス) 
Ｎo１△浮田 博臣 ６－２ ７－７   (日没)  森田 吉昭 
Ｎo２○橋本 一義 ６－２ ６－３     田辺 隆久 
Ｎo３○恩智 宗和 ９－７ ５－７ ６－２ 奥村  健 
Ｎo４×波島 正幸 ３－６ ３－６     辻村 勝彦 
Ｎo５×久田 隆彦 ６－３ １－６ ２－６ 松浦 高久 
Ｎo６○三原  徹 ６－１ ７－５     万谷 隆宏 
 

＜男子２部リーグ①位＞    同志社大学 ３勝０敗 

 

【入替戦】 

     × 同志社 １（複１－２ 単０－６）８ 阪 大 

＜２部①位＞            ＜１部④位＞ 

 (ダブルス) 

Ｎo１×上崎・波島 ０－６ ３－６ ０－６ 井上・静 
Ｎo２×恩智・三原 6－3 3－6 6－4 7－9 1－6 井内・都築 
Ｎo３○浮田・村瀬 2－6 6－4 6－4 6－4  岡本・渡辺 
 (シングルス) 
Ｎo１×浮田 博臣10－8 6－4  5－7 (棄権) 静  敬太 
No２×豊村 健一 ４－６ １－６ ２－６ 渡辺 興生 
Ｎo３×久田 隆彦 ２－６ ３－６ １－６ 都築 利行 
Ｎo４×三原  徹 ４－６ １－６ ３－６ 岡本 逸郎 
Ｎo５×橋本 一義1－6 5－7 7－5 1 １－6井上啓太郎 
Ｎo６×恩智 宗和0－6 3－6 6－4 6－3 5－7 渡辺 
 

＜男子２部リーグ（残留）＞  同志社大学 

 
１９６２（昭和３７）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

         （ ６月２９日・３０日 立教大 上板橋） 

     × 同志社 ２（複１－２ 単１－５）７ 立教大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×良元・豊村 １－６ ０－６ １－６ 倉光・合瀬 
Ｎo２×浮田・村瀬 ２－６ ７－９ ２－６ 高橋・木口 
Ｎo３○恩智・三原 1－6 10－8 6－0 6－3 広瀬・川口 
 (シングルス) 

Ｎo１×浮田 博臣 ５－７ ３－６ ２―６ 倉光  純 
Ｎo２×橋本 一義 ０－６ ０－６ ０－６ 合瀬 武久 
Ｎo３×久田 隆彦 ３－６ ２－６ １－６ 高橋 道雄 
Ｎo４○恩智 宗和 ６－４ ６－２ ６－３ 井上 詔夫 
Ｎo５×良元 英河3－6 6－4 7－5 2－6 4－6 町田 昭雄 
Ｎo６×三原  徹 7－5 2－6 3－6 5－7木口 邦彦 
 
１９６２（昭和３７）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （ ７月 ２日    青学大 綱島） 

     ○ 同志社 ６（複３－０ 単３－３）３ 青学大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○恩智・三原 ６－２ ３－６ ６－４ 和知・水野 
Ｎo２○浮田・村瀬 ６－３ ６－３     池田・勝又 
Ｎo３○良元・橋本 ６－１ ６－４     高橋・服部 
 (シングルス) 
Ｎo１×浮田 博臣 ４－６ ６－８     安倍 敏之 
Ｎo２○良元 英河  14－12 10－８     池田 勝紀 
Ｎo３○恩智 宗和 ６－４ ３－６ ７－５ 海野 請一 
Ｎo４×橋本 一義 ４－６ ７－５ ２－６ 和知 伸明 
Ｎo５×豊村 健一 ４－６ ９－７ ４－６ 水野 善之 
Ｎo６○三原  徹 ６－４ ６－４     則竹 幹隆 
 

１９６２（昭和３７）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （１０月２１日    関大 千里山） 

     × 同志社 ２（複０－３ 単２－４）７ 関西大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×浮田・村瀬 ３－６ ４－６     川崎・増井 
Ｎo２×上崎・波島 ４－６ ６－８     亀島・林 
Ｎo３×川辺・松下 ４－６ ３－３  (棄権)   山本・堀井 
 (シングルス) 
Ｎo１○浮田 博臣 ６－０ ６－０     林  修三 
Ｎo２×杉本 龍彦 ２－６ １－６     増井 良衛 
Ｎo３○上崎 輝久 ６－４ ４－６ ７－５ 早川  進 
Ｎo４×波島 正幸 ６－８ ２－６     亀島  進 
Ｎo５×神川  功 ２－６ １－６     久我 五郎 
Ｎo６×村瀬 寿男 １－６ ６－４ ５－７ 山本 武生 
 
１９６２（昭和３７）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

           （１０月２３日   大市大 杉本町） 

     ○ 同志社 ５（複２－１ 単３－２）３ 大市大 

 (ダブルス)            １引分 

Ｎo１○浮田・村瀬 ６－４ ５－７ ７－５ 松浦・奥村 
Ｎo２○三原・上崎 ６－８ ９－７ ６－２ 山田・田辺 
Ｎo３×神川・波島 ３－６ ３－６     辻村・光島 
 (シングルス) 
No１△三原  徹 6－3 5－7  3-2(日没中止) 奥村  健 
Ｎo２×浮田 博臣 ２－６ ４－６     松浦 高久 
Ｎo３○神川  功 ６－０ ６－１     川崎 久明 
Ｎo４○波島 正幸 ６－４ ０－６ ６－２ 田辺 隆久 
Ｎo５×上崎 輝久 ８－10 ３－６     辻村 勝彦 
Ｎo６○村瀬 寿男 ７－５ ６－４     山田 喜彦 
 
１９６２（昭和３７）年 

【定期戦】復活 第17回 対 京都大学戦 

           （１０月２８日    京大 百万遍） 
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     ○ 同志社 ５（複２－１ 単３－１）２ 京都大 

 (ダブルス)            ２引分 

Ｎo１○浮田・村瀬 ６－２ ６－４     張本・丸川 
Ｎo２○三原・上崎 ６－２ ６－１     田辺・西垣 
Ｎo３×橋本・波島 ２－６ ０－６     辻 ・山田 
 (シングルス) 
Ｎo１△浮田 博臣2－6  6－3  2-2 (日没引分) 辻 康次郎 
Ｎo２△三原  徹 6－1  6－8 3-2(日没引分) 田辺  学 
Ｎo３○上崎 輝久 ８－６ ６－３     丸川 光正 
Ｎo４×神川  功 ６－４ ８－10 ３－６ 張本 泰雄 
Ｎo５○橋本 一義 ６－１ ６－４     小八木規之 
Ｎo６○村瀬 寿男 ６－２ ４－６ ６－１ 山田 徹二 
 
１９６２（昭和３７）年 

【練習試合】     対 三井物産戦 

           （ ４月１５日  三井物産 伊丹寮） 

     ○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 三井物産 

 (ダブルス) 

Ｎo１○恩智・三原 ７－５ ６－２     岡田・滝田 
Ｎo２×浮田・上崎 ２－６  ６－４  ５－７ 大岸(OB)･坂倉 
Ｎo３○豊村・橋本 ４－６ ６－２ ６－２ 杉浦・岡田 

×浮田・上崎 ４－６ ３－６     松浦・黒田 
 (シングルス) 
Ｎo１×浮田 博臣 ６－１ ５－７ ２－６ 松浦  督 
Ｎo２○恩智 宗和 ６－４ ６－２     坂倉 
Ｎo３○橋本 一義 ６－１ ６－３     杉浦 
Ｎo４×三原  徹 ６－１ ４－６ ４－６ 黒田 
Ｎo５×神川  功 ３－６ ５－７     大岸（OB） 
Ｎo６○上崎 輝久 ６－２ ６－２     滝田 
     △豊村 健一 ６－４ ２-２ (日没)    黒田 
 

１９６２（昭和３７）年 

予選【関西学生春季庭球トーナメント】     予選制開始 
         予選（ ４月 １日～５日間 各大学） 
予選出場者 (男子シングルス)（Ｂ－３５７） 
４回生 埼坂 忠史 榎本 賀式 小崎  脩 坂手 知行 
    鈴木 幸三 豊村 健一 久田 隆彦 
３回生 竹中 清史 尾上 邦彦 神川  功 藤  弘道 
２回生 東  正治 池際 克充 江口 秀一 片山  昭 

杉本 龍彦 橋本 一義 
１回生 上崎 輝久 内田 孝三 川辺義次郎 波島 正幸 
    松下 武生 
予選出場組 (男子ダブルス)（Ｂ－１６０） 
江口・東  
 

１９６２（昭和３７）年 

【関西学生春季庭球トーナメント】 

         本戦（ ４月１９日～９日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１０６） 

▽１回戦 
恩智 宗和   ６－４ ９－７   樋口    （関学大） 
良元 英河   ２－６ ５－７   亀島    （関 大） 
三原  徹   ４－６ ３－６   酒井    （関学大） 
波島 正幸 ７－５ ７－９ ０－６ 辻村    （大市大） 
橋本 一義 ６－１ ３－６ ３－６ 横山    （関学大） 
村瀬 寿男 ８－６ １－６ ４－６ 塩田    （甲南大） 
▽２回戦 
恩智 宗和   ３－６ ４－６   梅本    （神 大） 

浮田 博臣   ６－２ ６－２   辻村    （大市大） 
▽３回戦 
浮田 博臣   ３－６ ２－６   野々山   （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－５８） 

▽１回戦 
浮田・村瀬   １－６ ７－９   中林・猪崎 （関学大） 
良元・田村       def      岩尾・辻  （京 大） 
恩智・三原   ４－６ ２－６   本多・川上 （関学大） 
江口・東    ０－６ ２－６   岡本・渡辺 （阪 大） 
 
１９６２（昭和３７）年 

【関西学生新進庭球トーナメント】兼 関西学生庭球(夏) 予選 

           （ ８月 ２日～１１日 各大学） 
(男子シングルス) (男子ダブルス) 

 
１９６２（昭和３７）年 

【関西学生庭球選手権】（夏） 

         本戦（ ９月 ３日～７日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１３） 

▽１回戦 
良元 英河   ３－６ ３－６   三木    （関学大） 
波島 正幸 ６－２ ２－６ ３－６ 鈴鹿    （甲南大） 
浮田 博臣   ６－２ ６－１   古井    （阪外大） 
橋本 一義   ３－６ ５－７   渡辺    （阪 大） 
村瀬 寿男   ８－６ ６－３   長嶋    （阪 大） 
恩智 宗和       def      本多    （関学大） 
杉本 龍彦   ４－６ ５－７   横山    （関学大） 
神川  功 ６－２ ２－６ １－６ 森田    （大市大） 
三原  徹       def      西田    （関学大） 
上崎 暉久   ４－６ ０－６   前川    （甲南大） 
▽２回戦 
浮田 博臣   ６－３ ６－０   松浦    （大市大） 
村瀬 寿男   ０－６ ０－６   林     （関 大） 
三原  徹 １－６ ６－４ ２－６ 野々村   （甲南大） 
▽３回戦 
浮田 博臣   ４－６ １－６   福永    （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－５９） 

▽１回戦 
片山・江口   ０－６ ２－６   熊谷・阿曽 （甲南大） 
神川・尾上   １－６ ２－６   河盛・野々村（甲南大） 
良元・田村   ３－６ １－６   網谷・竹内 （立命大） 
川辺・松下 ６－３ ４－６ ６－２ 山本・北風 （神商大） 
三原・上崎   ６－４ ６－４   亀島・伊東 （関 大） 
恩智・波島       def      静 ・渡辺 （阪 大） 
浮田・村瀬   ６－３ ６－４   奥村・辻村 （大市大） 
橋本・杉本   １－６ ２－６   松本・木山 （神商大） 
▽２回戦 
川辺・松下 １－６ ７－５ ３－６ 酒井・三木 （関学大） 
三原・上崎   ５－７ １－６   静 ・渡辺 （阪 大） 
浮田・村瀬 １－６ ６－１ ０－６ 久我・藤本 （関学大） 
 
１９６２（昭和３７）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

   （１１月１９日～３０日 各大学・甲子園） 
(男子シングルス)（Ｂ－４４１） 

▽１回戦 
江口 秀一   ６－１ ６－２   岡本    （大経大） 
竹中 清史   ０－６ ２－６   曽我    （神 大） 
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尾上 邦彦   ６－０ ６－１   長田    （神外大） 
三原  徹   ６－１ ６－２   中島    （神商大） 
池際 克充   ２－６ ２－６   中原    （関学大） 
神川  功             武藤    （阪外大） 
杉本 龍彦       def      友金    （京外大） 
村瀬 寿男   ６－４ ６－３   野村    （大府大） 
内田 孝三   ２－６ １－６   継野    （大経大） 
片山  昭   ６－１ ６－２   鈴木    （大経大） 
上崎 暉久   ８－６ ６－４   羽間    （京 大） 
松下 武生   ６－２ ６－２   松浦    （阪 大） 
橋本 一義   ６－１ ６－０   坂井    （京工大） 
▽２回戦 
浪島 正幸 ３－６ ６－３ ６－２ 出口    （立命大） 
江口 秀一   ４－６ ０－６   亀島    （関 大） 
尾上 邦彦   １－６ ０－６   丸本    （大市大） 
三原  徹   ６－０ ６－１   辻     （桃 大） 
杉本 龍彦   ６－３ ８－６   橋口    （阪外大） 
村瀬 寿男   ６－３ ６－３   木道    （阪外大） 
片山  昭   ６－１ ６－３   芦田    （和 大） 
上崎 暉久 ６－３ １－６ ６－２ 長縄    （大工大） 
松下 武生   ６－０ ６－３   杉山    （神 大） 
橋本 一義   ７－５ 12－10   曽根    （神 大） 
西頭 康夫   ０－６ １－６   加藤    （京工大） 
▽３回戦 
浪島 正幸   ６－３ ６－２   横尾    （京 大） 
三原  徹   ６－０ ６－１   吉田    （阪外大） 
杉本 龍彦   ６－４ ６－１   佐瀬    （神 大） 
村瀬 寿男   ６－４ ６－３   継野    （大経大） 
片山  昭 ６－４ １－６ ２－６ 小口    （神 大） 
上崎 暉久 ６－３ １－６ ６－２ 甲斐    （関学大） 
松下 武生 ６－４ ４－６ ６－２ 石塚    （関学大） 
橋本 一義 ６－０ ０－６ ６－０ 本津    （関 大） 
▽４回戦 
浪島 正幸   ６－２ ８－６   熊谷    （甲南大） 
三原  徹   ６－３ ６－２   阿部    （京 大） 
杉本 龍彦   ０－６ １－６   津山    （甲南大） 
村瀬 寿男   ６－２ ６－４   村上    （甲南大） 
上崎 暉久   ６－２ ６－０   松下 武生 （同 大） 
橋本 一義   ６－０ ７－５   千星    （阪外大） 
▽５回戦 
浪島 正幸 ４－６ ６－４ ２－６ 亀島    （神商大） 
三原  徹   ３－６ ７－９   松本    （神商大） 
村瀬 寿男   ２－６ ３－６   網谷    （立命大） 
上崎 暉久   ６－８ １－６   横山    （関学大） 
橋本 一義   ３－６ １－６   森     （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１９８） 

▽１回戦 
三原･上崎－宮武･加瀬(神商大)  竹中･松下－桝田･石井(大府大) 
江口･片山－近藤;･広田(関学大) 内田･西頓－関原･吉木(大府大) 
▽２回戦 
村瀬･波島－星野･本田(神外大)  橋本･杉本－三宅･古谷(京学大) 
土崎･池際－平尾･橋詰(大府大)  三原･上崎－竹川･上月(大市大) 
▽３回戦  村瀬･波島－     橋本･杉本－     三原･上崎－ 
▽４回戦 
村瀬・波島   ８－６ ６－２   早野・堀越 （関学大） 
橋本・杉本   ５－７ ２－６   宮川・樋口 （関学大） 
三原・上崎 ６－１ ３－６ ６－２ 張本・丸川 （京 大） 
▽５回戦 

村瀬・波島 ８－６ ３－６ ４－６ 古井・横山 （阪外大） 
三原・上崎   ６－４ ７－５   久我・早川 （関 大） 
▽準々決勝 
三原・上崎 ６－２ １－６ ５－７ 網谷・竹内 （立命大） 
 
１９６２（昭和３７）年 

【全日本学生庭球選手権】第３０回 

           （ ７月 ４日～１１日 田園Ｃ） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１２） 

▽１回戦 
浮田 博臣   ６－３ ６－３   大沢    （早 大） 
▽２回戦 
浮田 博臣 ５－７ ６－４ ３－６ 西村    （慶応大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－５５） 

▽１回戦 
浮田・村瀬   ４－６ ３－６   竹内・樋口 （慶応大） 
 
１９６２（昭和３７）年 

【全日本庭球選手権】第３７回 

         予選（１０月３０日・３１日 靱公園TC） 
予選 (男子シングルス) 

▽FIN   浮田 博臣(同大) 6-4  3-6  2-6  0-6 藤園（神宮ｸ） 
予選 (男子ダブルス)  予選 (混合ダブルス) 

▽FIN  谷 (OB)・  ▽FIN   谷 (OB)・ 
         本戦（１１月 １日～ ８日 靱公園TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
久保 嘉定(OB朝日生命) ６－３ ６－３ ６－２ 河盛（甲南大） 
▽２回戦 
久保 嘉定(OB朝日生命) ２－６ ６－８ ２－６ 西村（慶応大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
久保(OB)･長尾(朝日生命)3－6 6－1 6－2 6－1鈴木･榎本(日大) 
▽２回戦 
久保(OB)･長尾(朝日生命)  3-6  7-5  6-3  6-0 小西･平野（住軽金） 
▽３回戦 
久保(OB)･長尾(朝日生命)４－６５－７０－６ 石黒･藤井(三菱電機) 
(混合ダブルス) 第２３回（Ｂ－２４） 

▽２回戦 
久保(OB)･川上(朝日生命) 6－1  6－4 四宮(積水化学)･福山(成蹊女) 
▽準々決勝 
久保(OB)･川上(朝日生命) 6－2  6－2佐藤(朝日生命)･有田(ｺﾛﾝﾋﾞｱ) 
▽準決勝 
久保(OB)･川上(朝日生命)   1－6  2－6   森 ･空野（日本生命） 
 
１９６２（昭和３７）年 

【京都オープン庭球トーナメント】第１８回 

           （  月  日～    ） 
(男子シングルス) 

▽決 勝  堀内  寛(OB京都ｸ)〈優 勝〉 

 

１９６２（昭和３７）年 

【甲子園正月庭球トーナメント】第１３回 

           （ １月 ２日～７日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１０６） 

▽１回戦  橋本 一義(同大)－村岡（関 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６０） 

▽１回戦 
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坂手･真砂(同大)－池田･宇井（ｼﾉﾉﾒｸﾗﾌﾞ） 

君浪(同大)･小畑(関大)－谷口･藪 (甲子園ク) 

 

１９６２（昭和３７）年 

【毎日庭球選手権】第３７回（春） 

           （ ５月 ５日～10日間 靭公園TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－２５６）(男子ダブルス)（Ｂ－１２７） 

 
１９６２（昭和３７）年 

【関西庭球選手権】第３８回 

           （ ９月１５日～９日間 甲子園TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－２１７） 

▽１回戦 
良元 英河(同大)－ 橋本 一義(同大)－ 川辺義次郎(同大)－ 
三原  徹(同大)－ 浮田 博臣(同大)－ 村瀬 寿男(同大)－ 
川廷 栄一(OB同大ｸ)－  谷  貞次(OB同大ｸ)－ 
▽２回戦 
良元 英河(同大) ４－６ ６－０ ６－１ 熊谷  (甲南大) 
橋本 一義(同大)   ２－６ ３－６   渡辺 (興)(阪 大) 
川辺義次郎(同大)   １－６ ２－６   芥川  (帝 人) 
三原  徹(同大)   ７－５ ６－０   高木  (帝 人) 
浮田 博臣(同大)   ６－１ ６－２   村岡  (関 大) 
村瀬 寿男(同大)   ４－６ ３－６   中島  (甲南大) 
川廷 栄一(OB同大ｸ)   １－６ ３－６   奥村  (大市大) 
谷  貞次(OB同大ｸ)   ６－２ ６－４   原山 (積水化学) 
▽３回戦 
良元 英河(同大)   ０－６ ２－６   藤本  (関学大) 
三原  徹(同大) ６－３ ４－６ ６－１ 酒井  (関学大) 
浮田 博臣(同大) 10－12 ６－４ ６－３ 鈴鹿   (甲南大) 
村瀬 寿男(同大)   ４－６ ３－６   中島  (甲南大) 
谷  貞次(OB同大ｸ)  ２－６ ６－４ ４－６ 小林  (甲南大) 
▽４回戦 
三原  徹(同大)   ４－６ ３－６   芥川  (帝 人) 
浮田 博臣(同大)   ３－６ ３－６   伊藤  (東洋紡) 
 (男子ダブルス)（Ｂ－１０６） 

▽１回戦 
三原・上崎(同大)－ 池際・土崎(同大)－ 橋本・杉本(同大)－ 
浮田・村瀬(同大)－ 川辺・松下(同大)－ 神川・波島(同大)－ 
▽２回戦 
三原・上崎(同大)   ５－７ ５－７   前川･浅井 (甲南大) 
池際・土崎(同大)   １－６ ０－６   西尾･平野 (甲南大) 
橋本・杉本(同大)   １－６ １－６   渡辺･小林 (甲南大) 
浮田・村瀬(同大)   ６－１ ６－１  村山(池田)･長尾(芦屋) 
川辺・松下(同大)   １－６ ２－６   松浦･辻村 (大市大) 
神川・波島(同大) ７－５ ４－６ ２－６ 宮川･樋口 (関学大) 
▽３回戦 
浮田・村瀬(同大)   ４－６ ３－６   中林･猪崎 (関学大) 
 
１９６３（昭和３８）年 

◆社会：吉展ちゃん誘拐事件(3/31)。 

    狭山事件と差別裁判事件。 

    警察庁－新道路標識実施(5/1)。 

国土地理院－基本地図25,000/1制採用を決定(8/30)。 

     観光渡航自由化－閣議了承(11/12)。 

    JF ｹﾈﾃﾞｨ米大統領暗殺(11/22 ﾀﾞﾗｽ)。 

【阪急京都線 大宮－河原町 地下線-延伸(6/)】 

★流行語：『丈夫で長持ち』 

◇本学ﾃﾆｽ：岩倉校地ｺｰﾄ開き(6/2～)。 

 

１９６３（昭和３８）年 

＜合 宿＞（３月１１日～１０日間）広島市営中央C 
                       たばこ会館 
１９６３（昭和３８）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （ ４月 ３日～    甲子園TC） 
＜男子２部リーグ＞ 

     ○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 関 大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○浮田・村瀬 ６－１ ５－７ ６－３ 増井・川崎 
Ｎo２×橋本・波島 ４－６ ４－６     林 ・亀島 
Ｎo３○三原・上崎 ９－７ ６－２     山本・堀井 
 (シングルス) 
Ｎo１○浮田 博臣 ６－１ ６－３     林  修三 
Ｎo２×村瀬 寿男 ７－９ ４－６     増井 良衛 
Ｎo３○三原  徹 ８－６ ２－６ ６－４ 亀島  進 
Ｎo４×上崎 輝久 ４－６ ５－７     川崎 順洋 
Ｎo５○橋本 一義 ６－１ １－６ ６－２ 早川  進 
Ｎo６×波島 正幸 １－６ ４－６     山本 武生 
 
     ○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 京 大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○浮田・村瀬 ６－３ ６－３     辻 ・張本 
Ｎo２○三原・上崎 ６－２ ６－３     西垣・田辺 
Ｎo３○橋本・波島 ７－５ ５－７ ８－６ 丸川・小八木 
 (シングルス) 
Ｎo１○浮田 博臣 ７－５ ６－３     辻 康次郎 
Ｎo２○村瀬 寿男 ８－６ ６－０     張本 泰雄 
Ｎo３○三原  徹 ６－１ ６－４     丸川 光正 
Ｎo４○上崎 輝久 ６－３ ３－６ ６－１ 西垣 嘉彦 
Ｎo５○波島 正幸 ４－６ ６－４ ６－３ 小八木規之 
Ｎo６○橋本 一義 ６－２ ６－４     田辺  学 
 

     ○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 大市大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×浮田・村瀬 ４－６ ３－６     松浦・奥村 
Ｎo２○橋本・波島 ６－３ ９－７     山田・光島 
Ｎo３○三原・上崎 ５－７ ６－４ ６－３ 辻村・田辺 
 (シングルス) 
Ｎo１○浮田 博臣 ６－３ ６－３     松浦 高久 
Ｎo２○村瀬 寿男 ６－２ ６－３     奥村  健 
Ｎo３×三原  徹 ４－６ ２－６     田辺 隆久 
Ｎo４○波島 正幸 ６－３ ７－５     山田 喜彦 
Ｎo５○上崎 輝久 ６－０ ６－２     川崎 久明 
Ｎo６○橋本 一義 ６－１ １－６ ６－４ 辻村 勝彦 
 

＜男子２部リーグ①位＞    同志社大学 ３勝０敗 

 
【入替戦】 

     × 同志社 １（複０－３ 単１－５）８ 神 大 

＜２部①位＞            ＜１部④位＞ 

 (ダブルス) 

Ｎo１×浮田・村瀬 ０－６ １－６ ３－６ 矢野・中野 
Ｎo２×三原・上崎 ２－６ ０－６ ２－６ 岩淵・梅本 
Ｎo３×橋本・波島 ４－６ ０－６ ４－６ 松村・小林 
 (シングルス) 
Ｎo１×浮田 博臣 1－6 6－4 1－6 2－6  矢野 尚義 



 14

Ｎo２×村瀬 寿男 ０－６ ３－６ ３－６ 梅本 泰正 
Ｎo３×三原  徹 ２－６ ３－６ ２－６ 中野 尭司 
Ｎo４×上崎 輝久 ６－８ ０－６ １－６ 岩淵 昭男 
Ｎo５×橋本 一義 ２－６ ４－６ ２－６ 松村 宏善 
Ｎo６○波島 正幸 ６－１ ６－２ ６－３ 小口 忠昭 
 
＜男子２部リーグ（残留）＞  同志社大学 

 
１９６３（昭和３８）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 （通算  ８勝２５敗） 

           （ ７月２１日・２２日 同大 岩倉） 

     × 同志社 １（複１－２ 単０－４）６ 立教大 

 (ダブルス)            ２引分 

Ｎo１×浮田・村瀬 6－2 2－6 4－6 6－4 0－6  高橋・倉光 
Ｎo２×三原・上崎6－4 6－2 2－6 4－6 3－6  町田・川口 
Ｎo３○橋本・波島 ８－６ ７－５ ６－２ 井上・広瀬 
 (シングルス) 
Ｎo１△浮田 博臣 ３－６ １-２ (降雨中止)   高橋 道雄 
Ｎo２△三原  徹 4－6 1－6 1-3 (降雨中止) 倉光  哲 
Ｎo３×村瀬 寿男 ３－６ ２－６ ０－６  町田 昭雄 
Ｎo４×波島 正幸 １－６ ２－６ １－６  木口 邦彦 
Ｎo５×上崎 輝久 6－4 4－6 1－6 1－6 川口 隆史 
Ｎo６×橋本 一義  6－4 6－2 0－6 5－7 3－6 広瀬 省蔵 
 
１９６３（昭和３８）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （ ７月２７日    同大 岩倉） 

     ○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 青学大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○浮田・村瀬 ６－３ ６－１     勝又・菅原 
Ｎo２○三原・上崎 ６－２ ６－４     則竹・大石 
Ｎo３×橋本・波島 ７－５ ３－６ ４－６ 和知・水野 
 (シングルス) 
Ｎo１○浮田 博臣 ６－２ ６－２     勝又 義彦 
Ｎo２○三原  徹 ６－３ ６－３     菅原 
Ｎo３○村瀬 寿男 ７－５ ６－２     水野 善之 
Ｎo４○上崎 輝久 ４－６ ７－５ ６－３ 則竹 幹隆 
Ｎo５×波島 正幸 ４－６ ６－３ ４－６ 和知 伸明 
Ｎo６○橋本 一義 ６－１ ６－３     奥田 
 

１９６３（昭和３８）年 

【定期戦】復活 第18回 対 京都大学戦 

           （１０月２７日    同大 岩倉） 

     ○ 同志社 ６（複２－１ 単４－１）２ 京都大 

 (ダブルス)            １引分 

Ｎo１×三原・上崎 １－６ ２－６     丸川・小八木 
Ｎo２○橋本・波島 ６－４ ６－３     張本・有岡 
Ｎo３○村瀬・川辺 ６－３ ３－６ ６－２ 那須・種村 
 (シングルス) 
Ｎo１△三原  徹 ８－６ ９－11  (日没)   丸川 光正 
Ｎo２×村瀬 寿男 ６－８ １－６     小八木規之 
Ｎo３○上崎 輝久 ６－２ ６－３     張本 泰雄 
Ｎo４○橋本 一義 ６－２ ８－６     羽間 安雄 
Ｎo５○波島 正幸 ６－４ ７－５     種村 凱夫 
Ｎo６○杉本 龍彦 ６－３ ６－４     土屋 恭三 
 

１９６３（昭和３８）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

           （１０月３１日    同大 岩倉） 

     ○ 同志社 ６（複２－１ 単４－１）２ 大市大 

 (ダブルス)            １引分 

Ｎo１×三原・上崎 ５－７ ６－３ ６－８ 辻村・光島 
Ｎo２○橋本・波島 ６－２ ６－４     川崎・野田山 
Ｎo３○江口・片山 ６－２ ６－２     上月・竹川 
 (シングルス) 
Ｎo１△三原  徹 ６－４ ６－８   (日没)  辻村 勝彦 
Ｎo２○村瀬 寿男 ６－２ ３－６ ６－０ 光島 邦昭 
Ｎo３×富田 正明 ６－８ ２－６     川崎 久明 
Ｎo４○川辺義次郎 ６－４ ６－１     竹川 正洋 
Ｎo５○大岡 征武 ６－１ ６－３     上月 清司 
Ｎo６○杉本 龍彦 ６－２ ６－３     乾  善博 
 

１９６３（昭和３８）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （１１月１７日    同大 岩倉） 

     × 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 関西大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×三原・上崎 ３－６ 10－８ ４－６ 増井・川崎 
Ｎo２○村瀬・川辺 ９－７ ６－４     伊東・児玉 
Ｎo３×橋本・波島 ５－７ ５－７     山本・堀井 
 (シングルス) 
Ｎo１○三原  徹 ６－１ ６－０     増井 良衛 
Ｎo２×村瀬 寿男 ３－６ ３－６     川崎 順洋 
Ｎo３×上崎 輝久 ４－６ ４－６     山本 武生 
Ｎo４○橋本 一義 ６－４ ６－３     堀井 正己 
Ｎo５○波島 正幸 ６－３ ２－６ ７－５ 児玉 久雄 
Ｎo６×杉本 龍彦 １－６ １－６     伊東 弘司 
 
１９６３（昭和３８）年 

【練習試合】    対 中京大学戦 

           （ ７月 １日     中京大） 

     △ 同志社 ３（複１－１ 単２－２）３ 中京大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×三原・上崎 ４－６ ４－６     辻 ・山西 
Ｎo２○村瀬・川辺 ６－３ ２－６ ７－５ 小川・石田 
 (シングルス) 
Ｎo１×三原  徹 ０－６ ５－７     山西  傑 
Ｎo２○上崎 輝久 １－６ ６－０ ６－４ 辻  英勇 
Ｎo３×川辺義次郎 ４－６ ７－６   def  石田 
Ｎo４○村瀬 寿男 ６－２ ６－１     杉本 
 

１９６３（昭和３８）年 

【練習試合】    対 中央大学戦 

           （１１月３０日     中央大） 

     × 同志社 ３（複 －  単 － ）６ 中央大 

 

１９６３（昭和３８）年 

【練習試合】    対 明治大学戦 

           （１２月 １日     明治大） 

     × 同志社 ０（複０－３ 単０－６）９ 明治大 

 

１９６３（昭和３８）年 

予選【関西学生春季庭球トーナメント】 

         予選（ ５月２０日～    各大学） 
予選出場者 (男子シングルス)（Ｂ－４０２） 
４回生 竹中 清史 尾上 邦彦 神川  功 
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３回生 東  正治 池際 克充 江口 秀一 片山  昭 
杉本 龍彦 橋本 一義 

２回生 上崎 輝久 内田 孝三 川辺義次郎 波島 正幸 
    松下 武生 
１回生 大岡 征武 富田 正明 谷口 宇平 西野 秀樹 
    松田 英夫 渡辺 洋治 石井 知信 堀井 真人 
    網谷 雄二 大西  誠 
予選出場組 (男子ダブルス)（Ｂ－１８１） 
竹中・東    尾上・片山  神川・江口  池際・土崎 
杉本・川辺   橋本・波島  内田・渡辺  松下・大岡 
富田・谷口   西野・大西  石井・松田  網谷・堀井 
 

１９６３（昭和３８）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

         本戦（ ６月 ３日～７日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１５） 

▽１回戦 
神川  功   ４－６ ３－６   甲斐    （甲南大） 
波島 正幸   ６－２ ６－４   川崎    （関 大） 
橋本 一義 ６－４ ５－７ １－６ 西尾    （甲南大） 
村瀬 寿男   ３－６ ２－６   高橋    （大府大） 
三原  徹   ６－３ ６－２   田辺    （京 大） 
石井 知信   ６－３ ６－３   尾崎    （阪 大） 
川辺義次郎   ２－６ ２－６   渡辺  (奉)  （阪 大） 
浮田 博臣   ６－２ ６－２   三上    （阪外大） 
杉本 龍彦   ３－６ ４－６   辻     （京 大） 
上崎 暉久   ６－８ ６－８   和田    （神外大） 
▽２回戦 
波島 正幸 ６－１ ４－６ ６－８ 辻村    （大市大） 
三原  徹   ３－６ ５－７   三上    （関学大） 
石井 知信   ３－６ ２－６   矢野    （神 大） 
浮田 博臣   ６－３ ６－１   津山    （甲南大） 
▽３回戦 
浮田 博臣   ６－３ ６－４   渡辺  (奉)  （阪 大） 
▽４回戦 
浮田 博臣   ０－６ ２－６   渡辺  (康)   (甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６２） 

▽１回戦 
石井・松田 ６－０ ３－６ ６－３ 森 ・森川 （関学大） 
神川・江口 ６－２ ４－６ ２－６ 前川・西尾 （甲南大） 
杉本・川辺   ６－２ ７－５   阿倍・中垣 （京 大） 
三原・上崎       def      田辺・西垣 （京 大） 
浮田・村瀬   ６－２ ７－５   丸川・小八木（京 大） 
橋本・波島   ６－１ ６－０   多武・段野 （神商大） 
▽２回戦 
石井・松田   １－６ １－６   野々村・甲斐（甲南大） 
杉本・川辺   ４－６ ４－６   河盛・浅井 （甲南大） 
三原・上崎   ３－６ １－６   本多・藤本 （関学大） 
浮田・村瀬   ２－６ ３－６   横山・吉井 （関学大） 
橋本・波島   ２－６ ０－６   渡辺・小林 （甲南大） 
 
１９６３（昭和３８）年 

【関西学生新進庭球トーナメント】兼 関西学生庭球(夏) 予選 
           （８月 １日～１０日 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－３４２） 

▽１回戦 
川辺義次郎   ６－０ ６－０   政友    （大府大） 
堀井 真人   ６－４ ６－１   高橋    （関 大） 

松下 武生   ７－５ ６－３   納谷    （大府大） 
渡辺 洋治   ６－０ ６－１   遠藤    （近 大） 
大岡 征武   ６－１ ６－０   石本    （神外大） 
杉本 龍彦   ６－３ ６－２   藤田    （大学大） 
富田 正明   ６－２ ６－１   森本    （大経大） 
大西  誠 ６－１ ３－６ ２－６ 辻野    （神 大） 
橋本 一義   ６－１ ６－３   金川    （京 大） 
松田 英夫   ６－４ ６－２   高畑    （阪 大） 
西田 裕一   ０－６ ２－６   官西    （阪 大） 
▽２回戦 
網谷 雄二       def      那須    （京 大） 
内田 孝三   １－６ ０－６   三村    （阪 大） 
谷口 宇平   ０－６ ２－６   蔵本    （関学大） 
川辺義次郎   ６－２ ６－３   永滝    （神商大） 
堀井 真人   ０－６ ０－６   浜田    （神 大） 
片山  昭   ６－１ ６－２   岡村    （大市大） 
池際 克允   ３－６ ３－６   高橋    （大府大） 
土居 祥治   １－６ １－６   金     （近 大） 
東  正治   ４－６ ４－６   中島    （神商大） 
波島 正幸       def      山路    （阪外大） 
松下 武生 １－６ ６－０ ３－６ 尾崎    （阪 大） 
渡辺 洋治 ０－６ ６－４ ０－６ 草山    （関 大） 
大岡 征武   ６－１ ６－２   鈴木    （大経大） 
杉本 龍彦   ６－１ ６－３   樋口    （桃山大） 
富田 正明 ６－２ ３－６ ６－８ 黒川    （和 大） 
橋本 一義   ６－０ ６－１   川崎    （京 大） 
松田 英夫   ６－１ ６－１   山本    （神 大） 
石井 知信   ６－１ ６－０   青田    （和 大） 
土崎 良昭   ４－６ １－６   束出    （阪 大） 
西野 秀樹   ０－６ ０－６   船越    （京工大） 
宇野 洋ニ   ６－０ ６－０   岩崎    （和 大） 
江口 秀一   ６－０ ６－３   今来    （甲南大） 
▽３回戦 
網谷 雄二 ６－２ ４－６ ２－６ 乾     （大市大） 
川辺義次郎   ６－２ ７－５   上月    （大府大） 
片山  昭   ６－２ ６－１   河田    （阪外大） 
波島 正幸   ６－１ ６－２   牧野    （大学大） 
大岡 征武 ４－６ ６－１ ６－２ 羽間    （京 大） 
杉本 龍彦   ６－１ ６－３   岩月    （京 大） 
橋本 一義   ６－１ ６－０   辻野    （神 大） 
松田 英夫   １－６ ０－６   出口    （立命大） 
石井 知信   ６－４ ６－１   藤井    （関 大） 
宇野 洋ニ ４－６ ７－５ １－６ 松村    （阪 大） 
江口 秀一 ６－１ ６－３     内田    （大経大） 
▽４回戦 
川辺義次郎   ６－３ ６－３   井元    （大学大） 
片山  昭   １－６ １－６   高橋    （大府大） 
波島 正幸   ６－３ ６－１   松野    （近 大） 
杉本 龍彦   ６－２ ６－３   大岡 征武 （同 大） 
橋本 一義   ６－１ ６－２   出口    （立命大） 
石井 知信   ６－４ ６－３   土井    （神商大） 
江口 秀一 ６－３ １－６ ６－４ 松村    （関学大） 
▽５回戦 
川辺義次郎 ４－６ ７－５ ２－６ 伊東    （関 大） 
波島 正幸   ６－０ ６－２   青野    （関 大） 
杉本 龍彦   ３－６ ３－６   津山    （甲南大） 
橋本 一義   ６－１ ６－２   張本    （京 大） 
石井 知信   ４－６ ３－６   木下    （阪 大） 
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江口 秀一   ６－２ ６－４   堀越    （関学大） 
▽６回戦 
波島 正幸 ２－６ ６－１ ６－４ 磯島    （関学大） 
橋本 一義   ６－４ ６－１   田村    （甲南大） 
江口 秀一   ２－６ １－６   野田    （阪外大） 
▽７回戦 
波島 正幸   ６－３ ６－３   高橋    （大府大） 
橋本 一義   ２－６ ４－６   丸川    （京 大） 
▽準々決勝 
波島 正幸   ６－４ ７－５   下條    （大府大） 
▽準決勝 
波島 正幸 ６－４ ５－７ ６－２ 小八木   （京 大） 
▽決 勝 
波島 正幸   ８－６ ７－５   丸川    （京 大） 
〈優 勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－１５５） 

▽１回戦 
橋本・波島   ６－４ ６－４   八木・九十九（京 大） 
松田・渡辺   ６－１ ６－１   上岡・林  （京 大） 
内田・富田   ６－３ ６－２   田中・小池 （大市大） 
▽２回戦 
西田・土居   ０－６ ２－６   古市・乾  （大市大） 
松下・大岡       def      江端・掛水 （大市大） 
西野・大西       def      竹内・岩橋 （和 大） 
谷口・堀井   ７－５ ６－３   籠島・中田 （神商大） 
橋本・波島   ６－１ ６－１   福田・松沢 （立命大） 
松田・渡辺   ３－６ ６－８   湯通堂・永滝（神商大） 
内田・富田   ０－６ １－６   山本・山本 （神商大） 
杉本・川辺   ６－１ ６－３   竹中・栗栖 （和 大） 
宇野・網谷   ４－６ ４－６   蔵本・山口 （関学大） 
江口・片山   ６－３ ６－２   信田・西村 （桃山大） 
▽３回戦 
松下・大岡   ６－０ ６－１   桃井・山角 （神外大） 
西野・大西   １－６ ０－６   西尾・高木 （甲南大） 
谷口・堀井   ０－６ １－６   小口・曽根 （神 大） 
橋本・波島   ６－２ ６－２   奥田・川崎 （京 大） 
杉本・川辺 ５－７ ６－２ ８－６ 西田・吉田 （京 大） 
江口・片山   ６－２ ６－３   斉藤・城口 （京 大） 
▽４回戦 
松下・大岡 ４－６ ６－２ ５－７ 田村・中島 （甲南大） 
橋本・波島   ６－１ ６－１   仲本・尾崎 （阪 大） 
杉本・川辺   １－６ ６－８   木山・土井 （神商大） 
江口・片山   ３－６ ０－６   伊東・児玉 （関 大） 
▽５回戦 
橋本・波島   ２－６ ４－６   丸川・小八木（京 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－１９９） 

▽１回戦 
吉田 博子   ０－６ ０－６   田渕   （甲南女大） 
福島多摩子 ６－４ ２－６ １－６ 吉村    （神女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－９８） 

▽１回戦 
福島・吉田   １－６ ２－６   河本・伊藤（甲南女大） 
 
１９６３（昭和３８）年 
【関西学生庭球選手権】（夏） 

         本戦（ ９月 ２日～７日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１６） 

▽１回戦 

杉本 龍彦 ４－６ ６－１ ６－４ 木下    （阪 大） 
橋本 一義 ４－６ ９－７ ３－６ 三上    （関学大） 
村瀬 寿男   ６－４ ６－０   和田    （神外大） 
川辺義次郎   ４－６ １－６   森     （甲南大） 
江口 秀一   １－６ ５－７   藤本    （関学大） 
石井 知信   ７－５ ６－３   山口    （関学大） 
大岡 征武   １－６ ２－６   松田    （関学大） 
波島 正幸   ２－６ １－６   野田    （阪外大） 
上崎 暉久   ２－６ １－６   松浦    （大市大） 
三原  徹   ６－３ ６－１   仲本    （阪 大） 
▽２回戦 
杉本 龍彦   ０－６ ３－６   猪崎    （関学大） 
村瀬 寿男 ６－３ ２－６ １－６ 岡本    （阪 大） 
浮田 博臣   ６－２ ６－０   小畑    （関 大） 
石井 知信   ６－２ ６－２   竹内    （立命大） 
三原  徹 ５－７ ６－２ ６－８ 宮川    （関学大） 
▽３回戦 
浮田 博臣 ６－３ ２－６ ６－１ 石井 知信 （同 大） 
▽４回戦 
浮田 博臣   ５－７ ４－６   松田    （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６３） 

▽１回戦 
松下・大岡   ２－６ ４－６   丸川・小八木（京 大） 
杉本・川辺 ５－７ ６－４ １－６ 増井・川崎 （関学大） 
村瀬・石井   ６－４ ８－６   宮川・樋口 （関学大） 
江口・片山   ０－６ ５－７   熊谷・塩田 （甲南大） 
橋本・波島 ４－６ ６－３ ６－２ 松浦・奥村 （大市大） 
三原・上崎 ６－２ ５－７ ７－５ 仲本・尾崎 （阪 大） 
▽２回戦 
村瀬・石井   ３－６ １－６   阿曽・甲斐 （甲南大） 
橋本・波島 ６－１ ５－７ ６－３ 熊谷・増田 （甲南大） 
三原・上崎   ６－４ ６－３   岩淵・荒木 （神 大） 
▽３回戦 
橋本・波島   ２－６ ４－６   吉井・松田 （関学大） 
三原・上崎 ６－２ ２－６ ０－６ 後藤・鈴鹿 （甲南大） 
 
１９６３（昭和３８）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

         （１１月 ５日～10日間 甲子園・各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－４０６） 

▽１回戦 
東  正治   ６－２ ６－４   浜田    （京学大） 
杉本 龍彦   ６－２ ６－４   本庄    （京 大） 
片山  昭       def      井上    （大学大） 
内田 幸三   ２－６ ７－９   吉田    （阪外大） 
松田 英夫   ６－０ ６－１   土居    （阪 大） 
富田 正明   ６－０ ６－１   三次    （大工大） 
西田 裕一   ６－０ ６－１   瀬野    （大工大） 
渡辺 洋治   ６－１ ６－２   梅本    （神 大） 
堀井 真人   １－６ ２－６   牧野    （大学大） 
宇野 洋二   ６－８ １－６   田中    （大市大） 
波島 正幸   ６－０ ６－２   藤田    （大学大） 
▽２回戦 
川辺義次郎       def      豊田    （大工大） 
西野 秀樹 ４－６ ８－６ ６－０ 梶原    （神 大） 
大岡 征武   ６－１ ６－１   長谷川   （神外大） 
池際 克充 ６－３ ５－７ ６－２ 近藤    （関学大） 
東  正治   ４－６ ４－６   宮武    （神商大） 



 17

杉本 龍彦   ７－９ ２－６   三村    （阪 大） 
片山  昭   ６－０ ６－１   北垣    （大府大） 
松田 英夫   ６－１ ６－０   山角    （神外大） 
富田 正明 ６－３ １－６ ６－１ 藤井    （関 大） 
西田 裕一   ５－７ ２－６   佐々木   （京府大） 
渡辺 洋治   ３－６ ２－６   堀井    （関 大） 
波島 正幸   ６－０ ６－２   小山    （阪 大） 
江口 秀一 ６－３ ４－６ ６－１ 青田    （和 大） 
大西 誠    ２－６ ０－６   佐瀬    （神 大） 
上崎 暉久   ６－０ ６－０   西     （神外大） 
▽３回戦 
川辺義次郎       def      沢田    （阪外大） 
西野 秀樹   １－６ １－６   佐藤    （大府大） 
大岡 征武   ６－３ ６－１   内田    （大経大） 
池際 克充 ６－３ ２－６ ５－７ 奥田    （京 大） 
片山  昭   ６－３ ６－２   江端    （大市大） 
松田 英夫   ２－６ ３－６   樋口    （関学大） 
富田 正明 ４－６ ７－５ １－６ 片山    （甲南大） 
波島 正幸   ６－１ ６－２   宮西    （阪 大） 
江口 秀一   ６－０ ６－４   渡辺    （大府大） 
上崎 暉久   ６－０ ６－２   長滝    （近 大） 
▽４回戦 
川辺義次郎   ２－６ ３－６   宮川    （関学大） 
大岡 征武   ６－３ ６－４   中井    （近 大） 
片山  昭   ５－７ ７－９   児玉    （関 大） 
波島 正幸   ６－４ ６－２   草山    （関 大） 
江口 秀一 ６－２ ２－６ ３－６ 種村    （京 大） 
上崎 暉久   ６－１ ６－２   川崎    （京 大） 
▽５回戦 
大岡 征武   １－６ ０－６   横山    （関学大） 
波島 正幸   ６－１ ６－２   小林    （大経大） 
上崎 暉久   ６－３ ６－４   段野    （神商大） 
▽６回戦 
波島 正幸   ７－５ ６－４   堀井    （関 大） 
上崎 暉久   ４－６ １－６   山本    （関 大） 
▽準々決勝 
波島 正幸   ８－６ ９－７   津山    （甲南大） 
▽準決勝 
波島 正幸   ５－７ ０－６   平野    （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１７０） 

▽１回戦 
内田・宇野 ６－３ ４－６ ４－６ 樋口・石浦 （阪 大） 
杉本・川辺   ６－２ ６－３   福田・井上 （大学大） 
大岡・富田   ６－３ ６－１   湯通堂・永滝（神商大） 
▽２回戦 
谷口・西田   ２－６ ３－６   川崎・野田山（大市大） 
上崎・波島   ６－０ ６－０   小谷・坂  （桃山大） 
松田・渡辺   ６－３ ６－４   渡辺・平尾 （大府大） 
杉本・川辺   ６－４ ６－２   瀬上・中野 （神外大） 
大岡・富田   ６－０ ６－４   坪田・三好 （神商大） 
江口・片山   ６－２ ６－２   山田・渕沢 （神 大） 
▽３回戦 
上崎・波島   ６－３ ８－６   羽間・本庄 （京 大） 
松田・渡辺   ６－２ ６－３   辻井・藤田 （阪 大） 
杉本・川辺   ６－１ ６－１   福井・吹田 （立命大） 
大岡・富田   ６－３ ６－１   川久保・中井（近 大） 
江口・片山   ６－１ ６－２   近藤・末次 （関学大） 
▽４回戦 

上崎・波島   ６－３ ６－４   松田・渡辺 （同 大） 
杉本・川辺 ３－６ ６－０ ６－１ 大岡・富田 （同 大） 
江口・片山   ０－６ ３－６   河盛・三村 （阪 大） 
▽５回戦 
上崎・波島   ６－０ ６－３   荒木・中林 （神 大） 
杉本・川辺   ２－６ ３－６   宮川・樋口 （関学大） 
▽準々決勝 
上崎・波島   ２－６ ９－11   田村・津山 （甲南大） 
(女子シングルス)（Ｂ－２０６） 

▽１回戦 
吉田 博子   ６－０ ６－１   伊藤    （同女大） 
福島多摩子             宮本    （神女大） 
▽２回戦 
吉田 博子   ６－０ ６－０   稗田    （阪 大） 
福島多摩子             沢井    （京府大） 
▽３回戦 
吉田 博子   ３－６ ３－６   平生   （山手女大） 
福島多摩子   ０－６ ３－６   寺川    （同女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－１０１） 

▽１回戦  福島・吉田 － 野口・新崎 （神外大） 
 
１９６３（昭和３８）年 

【全日本学生庭球選手権】第３１回 

           （ ７月１５日～８日間 靱公園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１２） 

▽１回戦 
三原  徹   １－６ ２－６   鈴木    （早 大） 
浮田 博臣   ３－６ ４－６   小川    （明治大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－５６） 

▽１回戦 
三原・上崎   １－６ １－６   小川・鈴木 （明治大） 
浮田・村瀬   ２－６ １－６   黒松・大地 （早 大） 
 

１９６３（昭和３８）年 

【全日本庭球選手権】第３８回 

           （１０月１７日～２５日 田園C） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
久保 嘉定(OB朝日生命)  6－4 6－2 6－1  浮田 博臣(同大) 
▽２回戦 
久保 嘉定(OB朝日生命) 0－6 6－3 0－6 3－6 小西 (住軽金) 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
久保(OB)･長尾(朝日生命)     def     本井･小浦（関学大） 
▽２回戦 
久保(OB)･長尾(朝日生命) 6－2 6－1 6－1  溝口･富成（法政大） 
▽準々決勝 
久保(OB)･長尾(朝日生命)4－6 2－6 3－6 広瀬(朝生)･半那(菱電) 
(混合ダブルス) 第２４回（Ｂ－２４） 

▽１回戦 
久保(OB朝生)･飯田(ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ) 6－2  6－0 岡本(帝人)･星(大鉄局) 
▽２回戦 
久保(OB朝生)･飯田(ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ) 3－6  4－6 
                                宮城(ｾﾞﾈﾗﾙ物産)･ﾉｰﾄﾞ(東京ｸ) 
１９６３（昭和３８）年 

【京都オープン庭球トーナメント】第１９回 

           （  月  日～    ） 
(男子シングルス) 
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▽決 勝  浮田 博臣(同大)〈優 勝〉 

(男子ダブルス) 

▽決 勝  堀内･藤井(OB京都ｸ)〈優 勝〉 

 

１９６３（昭和３８）年 

【京都府庭球選手権】第１７回 

           （１１月３日～２４日 二条城・京大） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
浮田博臣(同大)－大江(島津)   池際克充(同大)－今井(京都ｸ) 
橋本一義(同大)－奥村(京工大)  三原 徹(同大)－宮川(日窒) 
竹中清史(同大)－古屋(西京ｸ)   尾上邦彦(同大)－森下(日新電) 
島図博次(同大ｸ)－久本(京工大)  村瀬寿男(同大)－郡山(京外大)  
堀内 寛(OB京都ｸ)－高橋(島津) 
▽準々決勝 
浮田 博臣(同大) －      堀内  寛(OB京都ｸ) － 

▽準決勝 
浮田 博臣(同大) －      堀内  寛(OB京都ｸ) － 

▽決 勝 
浮田 博臣(同大) ６－２ ４－６  def   堀内  寛 (OB京都ｸ） 

〈優 勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－３１） 

▽１回戦 
島図･中井(OB 同大ｸ)－宮崎･平井(大丸) 
福田(OB同大ｸ)･浮田(同大)－宮川･北村(日窒) 
大木(OB京都ｸ)･高木(京都ｸ)－長谷川･古屋(西京ｸ) 
竹中･池際(同大)－横山･浮田(京大) 
三原･村瀬(同大)－尾松･水野(京都ｸ) 
▽２回戦 
堀内(OB京都ｸ)･井上(OB京都ｸ)－島図･中井(OB 同大ｸ) 
▽準々決勝 
堀内(OB京都ｸ)･井上(OB京都ｸ)－ 
福田(OB同大ｸ)･浮田(同大)－ 
大木(OB京都ｸ)･高木(京都ｸ)－･ 
三原・村瀬(同大)－ 
▽準決勝 
堀内(OB京都ｸ)･井上(OB京都ｸ)－福田(OB同大ｸ)･浮田(同大) 
三原・村瀬(同大)－大木(OB京都ｸ)･高木(京都ｸ) 
▽決 勝 
三原・村瀬(同大)   ６－４ ６－４   堀内･井上 (OB京都ｸ) 
〈優 勝〉 

(女子ダブルス)（Ｂ－１０） 

▽１回戦 
福島･吉田(同大)－三浦･采尾(大丸) 
(混合ダブルス)（Ｂ－８） 

▽１回戦 
堀内(OB京都ｸ)･福島(OB京都ｸ)－中野･高木(西京ｸ) 
 

１９６３（昭和３８）年 

【毎日庭球選手権】第３８回（春） 

           （ ５月 ８日～10日間 靭公園TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－２７１） 

▽２回戦 
浮田 博臣(同大)－ 尾上 邦彦(同大)－ 三原  徹(同大)－ 
村瀬 寿男(同大)－ 橋本 一義(同大)－ 杉本 龍彦(同大)－ 
片山  昭(同大)－ 東  正治(同大)－ 上崎 暉久(同大)－ 
松下 武生(同大)－ 
▽３回戦 

浮田 博臣(同大)      def       佐藤 (大府大) 
尾上 邦彦(同大)   １－６ ３－６   谷   (日 ﾚ) 
三原  徹(同大)   ６－１ ７－５   田村 (甲南大) 
村瀬 寿男(同大) ８－６ ２－６ ７－５ 西岡 (甲子園ｸ) 
橋本 一義(同大)   ６－１ ７－５   永山 (関 大) 
杉本 龍彦(同大) ６－１ ４－６ ３－６ 中島 (甲南大) 
片山  昭(同大)   ４－６ ２－６   藤本 (関学大) 
東  正治(同大)   ０－６ ２－６   矢野 (神 大) 
上崎 暉久(同大)   ６－１ ６－１   中島 (神商大) 
松下 武生(同大)   ２－６ ２－６   甲斐 (甲南大) 
▽４回戦 
浮田 博臣(同大)   ２－６ ３－６   工藤 (伊藤萬) 
三原  徹(同大)   １－６ ２－６   中野 (神 大) 
村瀬 寿男(同大)   １－６ １－６   杉野 (慶応大) 
橋本 一義(同大)   １－６ ２－６   野々村(甲南大) 
上崎 暉久(同大)   ０－６ ２－６   小西(住友金属) 
 (男子ダブルス)（Ｂ－１２６） 

▽１回戦 
浮田・村瀬(同大)－ 神川・江口(同大)－ 尾上・杉本(同大)－ 
三原・上崎(同大)－ 橋本・波島(同大)－ 片山・石井(同大)－ 
▽２回戦 
浮田・村瀬(同大) ６－４ ２－６ ６－１ 丸川･小八木(京大) 
神川・江口(同大)   ６－８ ６－８   田村･中島(甲南大) 
尾上・杉本(同大)    def       北条(芦屋ｸ)･鍋島(東雲ｸ) 
三原・上崎(同大)   ６－４ ６－２  渋谷･門永（関 大） 
橋本・波島(同大)   ４－６ ５－７  三上･樋口（関学大） 
片山・石井(同大)     ２－６ ４－６   岡本･渡辺（阪 大） 
▽２回戦 
浮田・村瀬(同大) ６－２ ４－６ ２－６ 本田･藤本（関学大) 
尾上・杉本(同大)   １－６ １－６   河盛･浅井（甲南大) 
三原・上崎(同大) ８－６ ３－６ ２－６ 山本･堀井（関 大) 
 
１９６３（昭和３８）年 

【関西庭球選手権】第３９回 

           （ ９月２５日～８日間 甲子園TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１６１） 

▽１回戦 
浮田 博臣(同大)－ 三原  徹(同大)－ 村瀬 寿男(同大)－ 
橋本 一義(同大)－ 片山  昭(同大)－ 杉本 龍彦(同大)－ 
東  正治(同大)－ 池際 克充(同大)－ 波島 正幸(同大)－ 
松下 武生(同大)－ 内田 孝三(同大)－ 川辺義次郎(同大)－ 
渡辺 洋治(同大)－ 石井 知信(同大)－ 松田 英夫(同大)－ 
谷口 宇平(同大)－ 大岡 征武(同大)－ 
▽２回戦 
浮田 博臣(同大)－ 三原  徹(同大)－ 村瀬 寿男(同大)－ 
橋本 一義(同大)－ 東  正治(同大)－ 石井 知信(同大)－ 
▽３回戦 
浮田 博臣(同大)   ６－０ ６－４   横山  (関学大) 
三原  徹(同大)   ２－６ ３－６   野々村 (甲南大) 
村瀬 寿男(同大)   ２－６ ４－６   飛鳥井 (慶応大) 
橋本 一義(同大)   ６－３ ６－４   松田  (関学大) 
東  正治(同大)   ０－６ ０－６   菅井  (大鉄局) 
石井 知信(同大)   ４－６ ０－６   有本 (日本生命) 
▽４回戦 
浮田 博臣(同大)   ６－０ ６－３   西岡  (甲子園ｸ) 
橋本 一義(同大)   ３－６ ３－６   工藤  (伊藤萬) 
▽５回戦 
浮田 博臣(同大) ６－２ ２－６ ６－３ 本田  (関学大) 
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▽準々決勝 
浮田 博臣(同大)   １－６ ３－６   小林  (甲南大) 
(男子ダブルス)（Ｂ－７９） 

▽１回戦 
三原・上崎(同大) def江口・片山(同大)－ 村瀬・石井(同大)－ 
浮田・尾上(同大)－ 杉本・川辺(同大)－ 橋本・波島(同大)－ 
松田・渡辺(同大)－ 西田・堀井(同大)－ 谷口・宇野(同大)－ 

▽２回戦 
江口・片山(同大)   ６－０ ６－１   速水･長谷川(桃山大) 
村瀬・石井(同大) ７－９ ６－３ ８－６ 四宮･森 (積水化学) 
浮田・尾上(同大)   ３－６ ０－６   工藤・鳴川(伊藤萬) 
杉本・川辺(同大)   ０－６ ６－８   阿曾・甲斐(甲南大) 
橋本・波島(同大)   ４－６ １－６   吉井・松田(関学大) 
松田・渡辺(同大)       def      草山・門永(関 大) 
西田・堀井(同大)   １－６ ０－６   増井・川崎(関 大) 
谷口・宇野(同大)   １－６ ３－６   横山・早野(関学大) 
▽３回戦 
江口・片山(同大)   １－６ ２－６  張(日生)･有本(芦屋) 
村瀬・石井(同大)     ６－８ ５－７    猪崎・谷崎(関学大) 
松田・渡辺(同大)     ０－６ ０－６    芥川・岡本(帝 人) 
 

１９６４（昭和３９）年 

◆社会：日本OECD加盟(4/28)。日米海底ｹｰﾌﾞﾙ開通(6/19)。 

        東海道新幹線開業(10/1)。【京都タワー完成(12/)】 

★流行語：『おれについてこい』 

◇SPT：第9回 冬季五輪 ｲﾝｽﾌﾞﾙｯｸ大会(1/29～2/9) 

    第18回 東京五輪(10/10～10/24)。 

       第1回 全日本らﾗｸﾞﾋﾞｰ選手権(3/20～花園) 同大優勝。 

◇ﾃﾆｽ：第1回【全日本学生室内庭球選手権】(11/27～)。 

 
１９６４（昭和３９）年 

＜合 宿＞（３月  日～１０日間）広島市営中央C 
                        菊水旅館 
１９６４（昭和３９）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （ ５月１８日～    甲子園TC） 
＜男子２部リーグ＞ 

     × 同志社 ３（複０－３ 単３－３）６ 関 大① 

 
     ○ 同志社 ８（複２－１ 単６－０）１ 京 大③ 

 (ダブルス)      （ ５月２２日～ 甲子園TC） 

Ｎo１×三原・上崎 ５－７ ３－６     丸川・小八木 
Ｎo２○橋本・波島 ６－０ ６－３     張本・金川 
Ｎo３○村瀬・石井 ６－３ ８－６     那須・種村 
 (シングルス) 
Ｎo１○三原  徹 ６－４ ６－４     丸川 光正 
Ｎo２×波島 正幸 ６－４ ６－４     羽間 安雄 
Ｎo３○橋本 一義 ２－６ ６－４ ６－１ 小八木規之 
Ｎo４○石井 知信 ６－２ ６－２     西田  靖 
Ｎo５○上崎 輝久 ２－６ ６－１ ６－２ 張本 泰雄 
Ｎo６○村瀬 寿男 ６－３ ６－２     金川    靖 
 

     ○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 大市大④ 

 

＜男子２部リーグ②位＞    同志社大学 ２勝１敗 

 
１９６４（昭和３９）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１－２ 単０－６）８ 立教大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○三原・上崎4－6 9－7 4－6 6－1 6－4 倉光・三浦 
Ｎo２×橋本・波島 ２－６ ４－６ ２－６ 広瀬・木口 
Ｎo３×村瀬・川辺 ２－６ ３－６ ６－８ 原田・笹山 
 (シングルス) 
Ｎo１×三原  徹 8－6 7－9 6－4 5－7 3－6 黒  勇 
Ｎo２×波島 正幸 6－4 2－6 2－6 4－6 木口 邦彦 
Ｎo３×橋本 一義 6－8 1－6 6－4 6－1 (棄権) 井上 詔夫 
Ｎo４×上崎 輝久 6－1 3－6 3－6 3－6  原田 正明 
Ｎo５×川辺義次郎 4－6 6－3 2－6 1－6  笹山 建三 
Ｎo６×村瀬 寿男 ６－８ ３－６ ０－６ 有馬 八郎 
 
１９６４（昭和３９）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （ ７月２２日    青学大 綱島） 

     ○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 青学大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×三原・上崎 ４－６ ９－11     勝又・菅原 
Ｎo２○橋本・波島 ７－５ ６－２     水野・笹倉 
Ｎo３○村瀬・杉本 ６－４ ７－５     三谷・杉山 
 (シングルス) 
Ｎo１×三原  徹 ４－６ ６－３ ５－７ 菅原 
Ｎo２○橋本 一義 ６－０ ６－２     勝又 
Ｎo３×上崎 輝久 ６－４ ３－６ ０－６ 水野 善之 
Ｎo４○波島 正幸 ６－２ ６－４     三谷 敦通 
Ｎo５×杉本 龍彦 ３－６ ６－３ ３－６ 笹倉 
Ｎo６○村瀬 寿男 ６－１ ５－７ ７－５ 長尾 
 

１９６４（昭和３９）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

           （１０月２１日   大市大 杉本町） 

     ○ 同志社 ８（複３－０ 単５－０）０ 大市大 

 (ダブルス)            １引分 

Ｎo１○波島・川辺 ６－３ ６－２     竹川・野田山 
Ｎo２○大岡・富田 ６－４ ６－３     掛水・上月 
Ｎo３○秋山・芳賀 ６－３ ６－２     乾 ・野田 
 (シングルス) 
Ｎo１△上崎 輝久 ６－２ １－０  (日没)   竹川 正洋 
Ｎo２○大岡 征武 ６－２ ６－４     乾  善博 
Ｎo３○秋山 政行 ６－３ ６－３     野田山 豊 
Ｎo４○芳賀龍太郎 ６－３ ６－０     野田 良秀 
No５○富田 正明 ７－５ ６－４     掛水 士郎 
Ｎo６○高木 繁一 ６－１ ６－４     瀬尾 昌弥 
 
１９６４（昭和３９）年 

【定期戦】復活 第19回 対 京都大学戦 

           （１０月２５日    京大 百万遍） 

     ○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 京都大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×上崎・秋山 １－６ ２－６     丸川・小八木 
Ｎo２○波島・川辺 １－６ ７－５ ６－３ 有岡・金川 
Ｎo３○大岡・富田 ６－４ ４－６ ６－３ 吉田・西田 
 (シングルス) 
No１×川辺義次郎 ２－６ ６－８     丸川 光正 
Ｎo２○上崎 輝久 ６－４ ６－２     小八木規之 
Ｎo３○波島 正幸 ６－２ ６－４     有岡 正樹 
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Ｎo４○秋山 政行 ６－３ ６－３     金川  靖 
Ｎo５○大岡 征武 ６－１ ８－６     西田  靖 
Ｎo６○芳賀龍太郎 ８－６ ８－６     吉田周二郎 
 

１９６４（昭和３９）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （１０月２７日    関大 千里山） 

     ○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 関西大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○上崎・秋山 ６－４ ６－３     山本・堀井 
Ｎo２○波島・川辺 ６－１ ６－１     児玉・田中 
Ｎo３×大岡・富田 ６－３ ２－６ ５－７ 明石・松嶋 
 (シングルス) 
Ｎo１×川辺義次郎 ８－６ １－６ ７－９ 山本 武生 
Ｎo２○上崎 輝久 ６－３ ６－２     堀井 正己 
Ｎo３○波島 正幸 ６－２ ６－２     児玉 久雄 
Ｎo４○秋山 政行 ６－２ ６－１     田中 健吾 
Ｎo５○大岡 征武 ６－０ ６－４     永山 隆造 
Ｎo６○富田 正明 ６－８ ６－２ ６－１ 明石 悟郎 
 
１９６４（昭和３９）年 

【練習試合】    対 神戸商科大学戦 

           （１０月２９日    同大 岩倉） 

     ○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 神商大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○波島・川辺 ６－０ ６－１ ９－７ 土井・小幡 
Ｎo２○大岡・富田 ６－１ ６－４ ６－３ 宮武・段野 
Ｎo３○秋山・芳賀 6－4 3－6 6－4 6－2 中島・成川 
 (シングルス) 
Ｎo１○上崎 輝久 10－８ ６－３ ６－３ 小幡 隆士 
Ｎo２○大岡 征武  6－4 1－6 0－6 6－3 6－2 土井  満 
Ｎo３○秋山 政行 ７－５ ６－１ ６－１ 段野 和征 
Ｎo４○芳賀龍太郎 ６－０ ６－４ ６－４ 宮武 末雄 
Ｎo５○富田 正明 ６－０ ６－３ ６－０ 中島 芳久 
Ｎo６○高木 繁一 7－9 4－6 6－0 6－0 6－1  加藤 種章 
 
１９６４（昭和３９）年 

予選【関西学生春季庭球トーナメント】 

           予選（ ４月 １日～    各大学） 

予選出場者 (男子シングルス)（Ｂ－３４８） 
４回生 東  正治 江口 秀一 片山  昭 杉本 龍彦 
３回生 川辺義次郎 
２回生 大岡 征武 富田 正明 谷口 宇平 西田 裕一 

西野 秀樹 松田 英夫 渡辺 洋治 堀井 真人 
１回生 伊良子光忠 高木 繁一 芳賀龍太郎 
予選出場組 (男子ダブルス)（Ｂ－１６０） 
東 ・池際  江口・片山  杉本・川辺  土崎・伊良子 
谷口・西田  大岡・松田   富田・芳賀   西野・堀井 

渡辺・高木 

 

１９６４（昭和３９）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

         本戦（ ４月２０日～７日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１４） 

▽１回戦 
渡辺 洋治   ０－６ ０－６   仲井   （明治大） 
波島 正幸   ０－６ ３－６   竹川    （大市大） 
川辺義次郎   ８－６ ６－２   羽間   （京 大） 

村瀬 寿男 ６－１ ４－６ ９－７ 上林   （和 大） 
三原  徹   ６－１ ６－２   出口   （立命大） 
上崎 暉久 ４－６ ６－３ ６－１ 門永   （関 大） 
石井 知信   ９－７ 10－８   北風   （神商大） 
橋本 一義 ３－６ ６－３ ６－１ 西尾   （甲南大） 
▽２回戦 
川辺義次郎   ６－８ ３－６   松田   （関学大） 
村瀬 寿男 ６－２ ４－６ １－６ 西尾   （甲南大） 
三原  徹 ７－５ ３－６ ６－３ 後藤   （甲南大） 
上崎 暉久   ４－６ １－６   甲斐   （甲南大） 
石井 知信   ６－８ ０－６   磯島   （関学大） 
橋本 一義   ２－６ ７－９   宮川   （関学大） 
▽３回戦 
三原  徹   ６－４ ６－１   木村   （甲南大） 
▽４回戦 
三原  徹   １－６ ２－６   松村   （神 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６０） 

▽１回戦 
江口・片山   ３－６ ２－６   西尾・山中（甲南大） 
橋本・波島 ４－６ ６－４ ４－６ 荒木・中林（神 大） 
村瀬・石井   ６－３ ９－７   草山・門永（関 大） 
三原・上崎   ６－３ ６－２   中原・田附（関学大） 
大岡・松田   ０－６ ５－７   松村・浜田（神 大） 
▽２回戦 
村瀬・石井   ７－９ ４－６   岡本・渡辺（阪 大） 
三原・上崎   ６－２ ６－３   西尾・円崎（甲南大） 
▽３回戦 
三原・上崎   ４－６ ７－９   仲井・辻 （明治大） 
 
１９６４（昭和３９）年 

【関西学生新進庭球トーナメント】兼 関西学生庭球(夏) 予選 

           （ ７月２８日～10日間 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－３８０） 

▽１回戦 
山口 善弘－谷沢（神商大）  富田 正明－岩橋（和 大） 
伊良子光忠－宮内（阪 大）  谷口 宇平－中島（阪 大） 
大岡 征武－荒木（神商大）  松田 英夫－浜田（京学大） 
西田 裕一－瀬尾（大市大）  内田 孝三－坪田（大府大） 
秋山 政行－鈴木（阪外大） 
▽２回戦 
宇野 洋ニ－宮田（阪 大）  大岡 征武－ 
松田 英夫－          秋山 政行－ 
芳賀龍太郎－間 （和 大）  原  四郎－ 山崎（京工繊） 
堀井 真人－山内（阪 大）  高木 繁人－ 三村（大学大） 
▽３回戦 
大岡 征武－         松田 英夫－ 
秋山 政行－         芳賀龍太郎－ 
原  四郎－ 
(男子ダブルス)（Ｂ－１５５） 

▽１回戦 
松田・芳賀－竹中・中川(和大)  伊良子･高木－松嶋・明石(関大) 
川辺・秋山－富士崎･宮西(阪大) 池際・内田－合木・橋本(立命) 
堀井・原 －真野・山中(甲南) 
▽２回戦 
西田・谷口－乾 ・野田(大市)  大岡・富田－今村・大岡(関大) 
宇野・山口－今来・新延(甲南)  松田・芳賀－ 
川辺・秋山－ 
▽３回戦 
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大岡・富田－   松田・芳賀－   川辺・秋山－ 
 
１９６４（昭和３９）年 
【関西学生庭球選手権】（夏） 

         本戦（ ８月３１日～７日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１５） 

▽１回戦 
村瀬 寿男   ２－６ ３－６   福井   （立命大） 
大岡 征武      def      継野   （大経大） 
川辺義次郎 ３－６ ７－５ ６－２ 片山   （甲南大） 
芳賀龍太郎   ４－６ ２－６   阿曽   （甲南大） 
橋本 一義   ６－０ ６－１   湯通堂  （神商大） 
上崎 暉久   ６－４ ６－１   織田   （京 大） 
原  四郎   １－６ ４－６   松本   （甲南大） 
波島 正幸   ３－６ ３－６   有岡   （京 大） 
▽２回戦 
大岡 征武   ２－６ ４－６   津山   （甲南大） 
川辺義次郎   ７－５ ６－４   尾崎   （阪 大） 
三原  徹 ２－６ ８－６ ６－３ 田淵   （神 大） 
橋本 一義   ４－６ ４－６   野田   （阪外大） 
上崎 暉久   ２－６ １－６   磯島   （関学大） 
▽３回戦 
川辺義次郎   ３－６ ２－６   甲斐   （甲南大） 
三原  徹   ２－６ ４－６   丸川   （京 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６７） 

▽１回戦 
三原・橋本   ６－４ ６－４   吹田・福井（立命大） 
松田・芳賀   ３－６ ４－６   阿曽・森 （甲南大） 
村瀬・高木   ７－５ ９－７   木村・山根（甲南大） 
上崎・秋山   ６－２ ６－２   三村・草庄（大学大） 
大岡・富田 ５－７ ７－５ ２－６ 田淵・吉岡（神 大） 
波島・川辺 ６－３ ６－８ ５－７ 山本・堀井（関 大） 
▽２回戦 
三原・橋本   ４－６ ３－６    加藤･宇津原 (関学大) 
村瀬・高木   ０－６ ０－６   宮川・樋口（関学大） 
上崎・秋山 ６－４ ４－６ ７－５ 後藤・鈴鹿（甲南大） 
▽３回戦 
上崎・秋山 ３－６ ６－２ ４－６ 西尾・円崎（甲南大） 
 
１９６４（昭和３９）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

     （１１月２１日～９日間 各大学他） 
(男子シングルス)（Ｂ－４０４） 

▽１回戦 
大岡 征武－松田（京工繊）  宇野 洋二－小松（京府大） 
秋山 政行－勝田（阪 大）  西田 裕一－山添（京府大） 
松田 英夫－川面（大市大）  芳賀龍太郎－吉川（京工繊） 
高木 繁一－小森（京 大）  山口 善弘－西本（立命大） 
原  四郎－山下（阪外大）  谷口 宇平－吉木（大府大） 
▽２回戦 
伊良子光忠－別所（京 大）  内田 孝三－山田（阪 大） 
富田 正明－沢田（神 大） 
▽６回戦（Ｂ－１６） 
秋山 政行－ 
(男子ダブルス)（Ｂ－１７３） 

▽１回戦 
江口・内田－高橋・後藤(関大) 伊良子・原－長田・石田(神外) 
秋山・芳賀－上岡・浮田(京大) 宇野・山口－松下・平松(兵農) 

西田・谷口－青山・芝野(兵農) 
▽２回戦 
松田・高木－高畠・神川(姫工) 大岡・富田－北村・吉田(桃山) 
▽準々決勝 秋山・芳賀－   大岡・富田－ 
 
１９６４（昭和３９）年 

【全日本学生庭球選手権】第３２回 

           （ ７月１０日～10日間 田園Ｃ） 
予選 (男子シングルス) 
▽１Ｒ 
上崎 暉久 ６－３ １－６ ９－７ 森田    （明治大） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦 
波島 正幸   ６－１ ６－２   尾崎   （広島商大） 
橋本 一義   ４－６ １－６   井上    （立教大） 
石井 知信      def      鈴木    （早 大） 
三原  徹   ２－６ ３－６   新井    （明治大） 
上崎 暉久   １－６ １－６   中島    （慶応大） 
▽２回戦 
波島 正幸   ５－７ １－６   三木    （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
三原・上崎       def      崎口・渡辺 （早 大） 
橋本・波島       def      石黒・町田 （立教大） 
▽２回戦 
三原・上崎   ３－６ ４－６   広瀬・木口 （立教大） 
橋本・波島   ３－６ ２－６   田中・飛鳥井（慶応大） 
 
１９６４（昭和３９）年 

【全日本学生室内庭球選手権】第１回 

           （１１月２７日～２９日 東京体育館） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１６） (男子ダブルス)（Ｂ－８） 

 
１９６４（昭和３９）年 

【全日本庭球選手権】第３９回 

           （１１月 １日～ ８日 靱公園TC） 
予選 (男子シングルス) 

▽FIN 
久保 嘉定(OB朝日生命) 6－8 6－2 6－0 6－4 小川（明治大） 
(男子シングルス) 

▽１回戦（Ｂ－６４） 
久保 嘉定(OB朝日生命)  2-6 6-4 6-1 6-4 斉藤 (嘉瀬自動車学校) 
▽２回戦 
久保 嘉定(OB朝日生命)  4－6 8－10 3－6 浅井  （甲南大） 
(男子ダブルス) 

▽１回戦（Ｂ－３２） 
久保(OB)･広瀬(朝日生命) ６－２ ６－１６－３ 中島･中島(慶応大) 
▽２回戦 
久保(OB)･広瀬(朝日生命) 6-0  6-3  5-7  3-6  6-2岡本･本井(帝人) 
▽準々決勝 
久保(OB)･広瀬(朝日生命) 9-7  8-10  0-6  7-5  6-4菅 ･柳 (朝生) 
▽準決勝 
久保(OB)･広瀬(朝日生命)  3-6  7-9  2-6 石黒(菱電)･渡辺功(早大) 
(混合ダブルス) 第２５回 

▽１回戦（Ｂ－２４） 
久保(OB)･風呂本(朝日生命) ６－２ ６－２ 菅井・福山（大鉄局） 
▽２回戦 
久保(OB)･風呂本(朝日生命) ３－６ ３－６ 石黒(菱電)･宮城(ﾌﾀﾊﾞﾔ) 
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１９６４（昭和３９）年 

【京都オープン庭球トーナメント】第２０回 

           （  月  日～    ） 
(男子ダブルス) 

▽決 勝  堀内(OB京都ｸ)･有本(関学大)〈優 勝〉 

 

１９６４（昭和３９）年 

【京都府庭球選手権】第１８回 

           （１０月２２日～    西院公園） 
(男子シングルス) 

▽決 勝  上崎 輝久(同大)〈優 勝〉 

(男子ダブルス) 

▽決 勝  波島･川辺 (同大)〈優 勝〉 

 

１９６４（昭和３９）年 

【毎日庭球選手権】第３９回（春） 

           （ ５月 ６日～９日間 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－２６０） 

▽２回戦 
三原  徹(同大)   ６－４ ６－２   山本  (甲南大) 
村瀬 寿男(同大)   ７－５ ６－０   石村  (関学大) 
橋本 一義(同大)   ６－３ ６－４   佐藤  (大府大) 
杉本 龍彦(同大)   ３－６ ４－６   中島  (甲南大) 
片山  昭(同大)   ６－２ ６－１   堀内  (立命大) 
池際 克充(同大)   ５－７ ２－６   山本  (甲南大) 
江口 秀一(同大)   ４－６ ６－８   加藤  (大府大) 
土崎 良昭(同大)       def       古市   (大市大) 

上崎 暉久(同大)   ６－４ ６－４   科野  (関学大) 
波島 正幸(同大) ７－５ ４－６ ６－３ 沢田  (神 大) 
川辺義次郎(同大)   ２－６ ５－７   阿曽  (甲南大) 
石井 知信(同大) ６－３ ５－７ ６－１ 井上  (京 大) 
大岡 征武(同大)   ２－６ １－６   田村 (積水化学) 
宇野 洋二(同大)   １－６ １－６   山本  (関 大) 
西田 裕一(同大)   ３－６ １－６   松井  (関 大) 
谷口 宇平(同大)   ０－６ ４－６   新延   (甲子園ｸ) 
松田 英夫(同大)      def       大谷  (日本電炉) 

渡辺 洋治(同大)   ３－６ １－６   芥川  (帝 大) 
堀井 真人(同大)   ０－６ ０－６   磯島  (関学大) 
秋山 政行(同大)   １－６ ４－６   野々村 (甲南大) 
伊良子光忠(同大)   ３－６ ４－６   原   (京外大) 
芳賀龍太郎(同大)   ３－６ ０－６   早野   (関学大) 
高木 繁一(同大) ４－６ ６－３ ４－６ 小田原(日本電炉) 
山口 善弘(同大)   ０－６ ２－６   小浦  (関学大) 
原  四郎(同大)   ０－６ １－６   工藤  (伊藤萬) 
岡村   (同大)   ２－６ １－６   四宮 (積水化学) 
▽３回戦 
三原  徹(同大) ６－１ ２－６ ６－１ 中林  (神 大) 
村瀬 寿男(同大) ２－６ ６－２ ６－４ 小幡  (神商大) 
橋本 一義(同大) ６－４ ３－６ ６－３ 鈴鹿  (甲南大) 
片山  昭(同大)             田中 (甲子園ク) 
土崎 良昭(同大)              横山  (関学大) 
上崎 暉久(同大)   ６－２ ６－４   水内  (関学大) 
波島 正幸(同大) ６－４ ５－７ ２－６ 西岡 (甲子園ク) 
石井 知信(同大) ５－７ ６－１ ６－３ 堀越  (関学大) 
松田 英夫(同大)   ０－６ ０－６    岡本  (阪 大) 
▽４回戦 
三原  徹(同大)   ９－７ ６－３   小田原(日本電池) 

村瀬 寿男(同大)   ４－６ ３－６   横山  (関学大) 
橋本 一義(同大)   ３－６ ２－６   芥川  (帝 人) 
上崎 輝久(同大)   ８－10 ２－６   柳  (朝日生命) 
石井 知信(同大)   １－６ ２－６   吉井   (関学大) 
▽５回戦（Ｂ－３２） 
三原  徹(同大)   ３－６ １－６   松田    (関学大) 
(男子ダブルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦 
橋本・波島(同大) ６－８ ６－１ ７－５ 田中・坂井(関 大) 
村瀬・石井(同大)    ６－１ ６－３   竹川・掛水(大市大) 
渡辺・高木(同大)    ６－４ ６－３   原 ・波川(京外大) 
宇野・原 (同大)     １－６ ２－６     野々村･浅井(甲南大) 
西野・堀井(同大)   1－６ ３－６    江端・瀬尾 (大市大) 
伊良子･山口(同大) ７-５  ３-６ ４-６  森 (大沢商会)･本津(関大) 
秋山・芳賀(同大) ４－６ ７－５ ７－５   松沢・橋本 (立命大) 
三原・上崎(同大)   ６－３ ６－０    羽間・有岡 (京 大) 
杉本・川辺(同大)       def       貞砂・横内(松下電器) 
江口・片山(同大) ６－３ ３－６ ７－９  松岡・喜多(大工大) 
大岡・松田(同大)   ３－６ ４－６    川島・科野(関学大) 
谷口・西田(同大)   ２－６ ４－６    丸川･小八木(京 大) 
▽２回戦 
橋本・波島(同大) 
村瀬・石井(同大)   ６－４ ６－３   小口・曽我(神 大) 
渡辺・高木(同大)   １－６ ０－６   有本・河盛(日 生) 
杉本・川辺(同大)   １－６ １－６   古田・森 (日 生) 
秋山・芳賀(同大)   １－６ ５－７   高木・京谷(甲南大) 
三原･上崎(同大) ６-１ ６-０ 御木本(東京ク)･岡田(大阪国際ク) 
▽３回戦 
村瀬・石井(同大)   １－６ ０－６   宮川・樋口(関学大) 
三原・上崎(同大) ６－３ ０－６ ２－６ 有本・岡田(日 生) 
 
１９６４（昭和３９）年 

【関西庭球選手権】第４０回 

           （ ９月１４日～８日間 甲子園TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１９８） 

▽１回戦 
三原  徹(同大)   ９－７ ６－４   守安  (関 大) 
橋本 一義(同大)   ６－１ ６－１   丹治  (関 大) 
上崎 暉久(同大) ４－６ ６－４ ６－３ 森  (積水化学) 
川辺義次郎(同大)   ６－１ ６－２   西尾 (三菱重工) 
大岡 征武(同大)   ６－２ ８－６   木村  (甲南大) 
富田 正明(同大)   ９－７ ８－６   河盛  (阪 大) 
谷口 宇平(同大)   １－６ ３－６   吉井  (関学大) 
宇野 洋二(同大)   ０－６ ４－６   山口  (関学大) 
西田 裕一(同大)   ２－６ ３－６   光島  (大市大) 
松田 英夫(同大)   １－６ ２－６   工藤  (伊藤萬) 
伊良子光忠(同大)   １－６ ２－６   小林  (住軽金) 
芳賀龍太郎(同大) １－６ 11－９ ４－６ 早野  (関学大) 
高木 繁一(同大)   ２－６ ３－６   甲斐  (甲南大) 
山口 善弘(同大) ４－６ ６－３ １－６ 加藤  (大府大) 
久保嘉定(OB朝日生命) ６－１ ６－２    松嶋   (関 大) 
▽２回戦 
三原  徹(同大) ４－６ ６－３ ３－６ 加藤  (関学大) 
橋本 一義(同大)   ６－３ ６－２   松本  (甲南大) 
上崎 暉久(同大)   ６－２ ６－２   高木  (甲南大) 
波島 正幸(同大)   ６－１ ６－２   根来 (日本電炉) 
川辺義次郎(同大)   ６－０ ６－０   新廷  (甲南大) 
大岡 征武(同大)   ２－６ ２－６   木口  (立教大) 
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富田 正明(同大)   ８－10 ７－９   吉井  (関学大) 
秋山 政行(同大)   ６－０ ６－２   川廷 栄一(OB同大ｸ) 
原  四郎(同大)   １－６ ２－６   阿曾  (甲南大) 
久保嘉定(OB朝日生命) ６－４ ６－３   高屋    (関学大) 
▽３回戦 
橋本 一義(同大)   ０－６ １－６   浅井  (甲南大) 
上崎 暉久(同大)   ２－６ ２－６   酒井   (日ﾚ) 
波島 正幸(同大)   ０－６ ２－６   広瀬 (朝日生命) 
川辺義次郎(同大)   １－６ １－６   野々村 (甲南大) 
秋山 政行(同大)   ０－６ １－６     田村 (積水化学) 
久保嘉定(OB朝日生命) ５－７ ２－６   小林   (住軽金) 
 (男子ダブルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
波島・川辺(同大)   ６－４ ６－４  永山・後藤(関 大) 
大岡・富田(同大)   ４－６ ３－６  山中・京谷(甲南大) 
谷口・西田(同大)   １－６ ２－６  吉井・松田(関学大) 
松田・芳賀(同大)６－０ １－６ ２－６ 小田原･鈴木(日本電炉) 
宇野・山口(同大)   ０－６ １－６  四宮･田村(積水化学) 
伊良子・原(同大)   ２－６ ３－６  児玉・田中(関 大) 
▽２回戦 
上崎・秋山(同大) ６－２ ４－６ ６－４ 松本・森 (積水化学) 
波島・川辺(同大)    ０－６ ２－６ 久保･広瀬 (OB朝日生命) 
▽３回戦 
上崎・秋山(同大)   ２－６ ３－６   瀬村・榊 (日本大) 
▽４回戦 
久保･広瀬 (OB朝日生命) ６－１ 11－９ 広瀬・木口(立教大) 
▽準々決勝 
久保･広瀬 (OB朝日生命) ６-４ ３-６ ８-６ 浅井･甲斐 (甲南大) 
▽準決勝 
久保･広瀬 (OB朝日生命) ６-２ ６-４ ６-３ 平野･小林 (住軽金) 
▽決 勝 
久保･広瀬 (OB朝日生命) 14-12 3-6 6-4 4-6 6-2 有本･河盛(日生) 
〈優 勝〉 
(混合ダブルス) 

▽準決勝 
久保(OB朝日生命)･アピア(ｲﾝﾄ )゙４-６ ４-６広瀬･伊波(朝日生命) 
 
 


