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１９６５（昭和４０）年 

◆社会：米軍－北爆開始(ﾍﾞﾄﾅﾑ戦争)(2/7)。 

        山一證券事件(5/21)(証券ﾌﾞｰﾑに陰り)。 

        ﾉｰﾍﾞﾙ物理学賞－朝永振一郎(11/21)。 

★流行語：『ファイトで行こう』 

◇SPT：ｼﾝｻﾞﾝ五冠馬達成(12/26)。 

◇ﾃﾆｽ：第1回【全日本室内ﾃﾆｽ選手権】(2/19～) 

 

１９６５（昭和４０）年 

＜合 宿＞（３月１０日～１０日間）広島市営中央C 
                       徳田屋旅館 
１９６５（昭和４０）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （ ５月２５日～    甲子園TC） 
＜男子２部リーグ＞ 

     × 同志社 ４（複２－１ 単２－４）５ 関 大① 

 (ダブルス) 

Ｎo１×芳賀・亀山 ４－６ １－６     山本・堀井 
Ｎo２○上崎・川辺 ６－３ ６－１     児玉・坂井 
Ｎo３○波島・大岡 ５－７ ６－１ ６－３ 後藤・明石 
 (シングルス) 
Ｎo１×上崎 輝久 ３－６ ６－４ １－６ 山本 武生 
Ｎo２×波島 正幸 ６－１ ４－６ ２－６ 堀井 正己 
Ｎo３○川辺義次郎 ６－２ 15－13     後藤 克彦 
Ｎo４×大岡 征武 ７－５ ２－６ ３－６ 児玉 久雄 
Ｎo５×富田 正明 ５－７ ３－６     明石 悟郎 
Ｎo６○秋山 政行 ６－２ ６－３     松嶋 睦男 
 
     ○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 京 大③ 

 (ダブルス)          （ ５月２５日   甲子園TC） 

Ｎo１×波島・川辺 ５－７ ４－６     丸川・小八木 
Ｎo２○上崎・秋山 ６－０ ８－６     有岡・本庄 
Ｎo３○大岡・富田 ７－５ ６－２     西田・井上 
 (シングルス) 
Ｎo１×上崎 輝久 １－６ ２－６     丸川 光正 
Ｎo２○波島 正幸 ６－４ ６－２     有岡 正樹 
Ｎo３○大岡 征武 ６－４ ６－３     吉田周二郎 
Ｎo４○川辺義次郎 ６－４ ７－５     小八木規之 
Ｎo５○富田 正明 ６－４ ３－６ ６－２ 井上 雅雄 
Ｎo６○秋山 政行 ７－５ ６－１     西田  靖 
 

     ○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 神商大④ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○波島・川辺 ６－３ ６－１     小幡・段野 
Ｎo２○芳賀・亀山 ６－１ ６－４     中島・成川 
Ｎo３×大岡・富田 ２－６ ４－６     土井・宮武 
 (シングルス) 
Ｎo１○上崎 輝久 １－６ ２－６     小幡 隆士 
Ｎo２○亀山 久光 ６－０ ６－１     加瀬 種章 
Ｎo３○川辺義次郎 ６－２ ４－６ ６－１ 段野 和征 
Ｎo４○大岡 征武 ６－１ ３－６ ６－３ 土井  満 
Ｎo５○波島 正幸 ６－４ ６－２     宮武 末雄 
Ｎo６○秋山 政行 ６－３ ６－４     中島 芳久 
 

＜男子２部リーグ②位＞    同志社大学 ２勝１敗 

 
１９６５（昭和４０）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 初参加 ＜女子の部＞ 

       （  月  日～    ） 
＜女子４部リーグ＞ ２１校によるトーナメント 

▽１回戦 
     ○ 同志社     不戦勝 

▽２回戦 
     ○ 同志社 ４（複２－０ 単２－１）１ 阪 大 

▽３回戦 
     ○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 神戸薬大 

▽準決勝 
     × 同志社 ０（複０－２ 単０－３）５ 関学大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×横山・永末 ０－６ ０－６     浦野・行平 
Ｎo２×吉田・鍵野 ２－６ ５－７     本山・池上 
 (シングルス) 
Ｎo１×永末 摩美 １－６ ２－６     浦野 純子 
Ｎo２×横山由美子 １－６ ２－６     行平美江子 
Ｎo３×吉田 博子 １－６ ２－６     本山 道子 
 

＜女子４部トーナメント＞  同志社大学(女子) ベスト４ 

 
１９６５（昭和４０）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

          （ ７月２４日・２５日 同大 岩倉） 

     × 同志社 ２（複１－２ 単１－４）６ 立教大 

 (ダブルス)            １引分 

Ｎo１×上崎・秋山     ０－３     原田・有馬 
Ｎo２×大岡・富田     １－３     笹山・石川 
Ｎo３○芳賀・亀山     ３－２     太田・泉谷 
 (シングルス) 
Ｎo１△上崎 輝久     ２－２ （引分） 原田 正明 
Ｎo２×亀山 久光     ０－３     有馬 八郎 
Ｎo３×大岡 征武     １－３     石川 
Ｎo４×川辺義次郎     １－３     笹山 建三 
Ｎo５×富田 正明     ２－３     太田 
Ｎo６○秋山 政行     ３－０     泉谷 
 
１９６５（昭和４０）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （１０月１３日    同大 岩倉） 

     ○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 青学大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○波島・川辺 ８－６ ６－３     三谷・中嶋 

Ｎo２○大岡・富田 ６－４ ６－４     羽石・杉山 
Ｎo３○秋山・亀山 ６－２ ６－２     丸野・竹内 
 (シングルス) 
Ｎo１○上崎 輝久 ６－３ ６－３     丸野 忠人 
Ｎo２○大岡 征武 ６－１ ６－３     竹内  肇 
Ｎo３○秋山 政行 ６－４ ６－１     三谷 敦通 
Ｎo４○亀山 久光 ６－３ ６－１     杉山 雅人 
Ｎo５○富田 正明 ６－４ ６－４     中嶋 康博 
Ｎo６×高木 繁一 ６－８ ６－４ ６－８ 小泉  稔 
 
１９６５（昭和４０）年 

【対抗戦】     対 神戸商科大学戦 

           （ ９月 ４日    同大 岩倉） 

     ○ 同志社 ７（複２－２ 単５－３）５ 神商大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×大岡・富田 ３－６ ２－６     小幡・段野 
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Ｎo２○松田・奥田 ２－６ ６－３ ６－３ 山岡・若狭 
Ｎo３×山口・大石 ７－５ ２－６ ２－６ 永滝・湯通堂 
Ｎo４○山下・小金丸３－６ ６－１ ６－２ 籠島・宮井 
 (シングルス) 
Ｎo１×秋山 政行 ５－７ ６－８     小幡 隆士 
Ｎo２○亀山 久光 ６－４ 13－11     段野 和正 
Ｎo３×芳賀龍太郎 １－６ ８－10     若狭 恒久 
Ｎo４○高木 繁一 ７－５ ３－６ ６－２ 山岡 和男 
Ｎo５○谷口 宇平 ６－４ ７－５     永滝 信一 
Ｎo６○大石  理 ６－０ ６－４     三好亮之助 
Ｎo７×伊良子光忠 ４－６ ２－６    湯通堂三千男 
Ｎo８○原  四郎 ６－４ ６－４     増田良太郎 
 

１９６５（昭和４０）年 

【対抗戦】     対 大阪外国語大学戦 

           （１０月１７日    同大 岩倉） 

     ○ 同志社 ５（複１－２ 単４－２）４ 阪外大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○秋山・亀山 ３－６ ６－４ ６－０ 野田・藤井 
Ｎo２×松田・奥田 １－６ ８－10     瀬上・平賀 
Ｎo３×山口・大石 ４－６ ３－６     富永・久保 
 (シングルス) 
Ｎo１×亀山 久光 ２－６ ０－６     野田  茂 
Ｎo２○秋山 政行 ６－１ ６－４     平賀 正弘 
Ｎo３○山口 善弘 ６－１ ６－４     富永  宏 
Ｎo４○高木 繁一 ８－６ ６－４     藤井 克彦 
Ｎo５×谷口 宇平 ５－７ ５－７     川越 竜三 
Ｎo６○奥田  豊 ６－４ ２－６ ６－３ 久保 亮三 
 
１９６５（昭和４０）年 

【練習試合】    対 大阪外国語大学戦  ＜女子の部＞ 

           （１０月１７日     阪外大） 

     ○ 同志社 ３（複１－１ 単２－０）１ 阪外大 

 (ダブルス)            １引分 

Ｎo１○横山・永末 ９－７ ６－８ ６－１ 小沢・高木 
Ｎo２×西沢・野口 １－６ １－６     米谷・中川 
 (シングルス) 
Ｎo１△永末 摩美 ６－４ ４－４   (日没)  高木 加代 
Ｎo２○横山由美子 ６－２ ７－５     小沢美津恵 
Ｎo３○鍵野 美代 ６－４ ７－５     米谷 洋子 
 

１９６５（昭和４０）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

           （１０月２０日    同大 岩倉） 

     ○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 大市大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○秋山・亀山 ８－６ ６－２     野田山・瀬尾 
Ｎo２○芳賀・高木 ６－２ ６－１     二村・藤沢 
Ｎo３×渡辺・谷口 ５－７ ４－６     野田・庄山 
 (シングルス) 
Ｎo１×大岡 征武 ３－６ ３－６     野田山 豊 
Ｎo２○山口 善弘 ３－６ ７－５ ６－４ 瀬尾 昌弥 
Ｎo３○松田 英夫 ６－２ ６－４     野田 良彦 
Ｎo４○奥田  豊 ６－２ ６－４     二村 正和 
Ｎo５○大石  理 ８－６ ６－１     野村  隆 
Ｎo６○那須  正 ６－２ ６－１     庄山 泰夫 
 
１９６５（昭和４０）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （１０月２４日    同大 岩倉） 

     ○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 関西大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○大岡・富田 13－11 ２－６ ６－４ 竹田・後藤 
Ｎo２○秋山・亀山 ６－４ ６－４     田中・守安 
Ｎo３×芳賀・高木 ４－６ ６－１ ２－６ 明石・松嶋 
 (シングルス) 
Ｎo１○大岡 征武 ６－３ ２－６ ６－２ 竹田 博明 
Ｎo２×秋山 政行 ３－６ ６－２ ４－６ 明石 悟郎 
Ｎo３○亀山 久光 ６－１ ６－１     後藤 克彦 
Ｎo４○富田 正明 ６－４ ３－６ ７－５ 田中 健吾 
Ｎo５○芳賀龍太郎 ６－２ ６－４     永山 隆造 
Ｎo６○松田 英夫 ６－１ ２－６ ６－２ 松嶋 睦男 
 

１９６５（昭和４０）年 

【練習試合】    対 京都大学戦 

           （１０月３０日    同大 岩倉） 

     ○ 同志社 ７（複３－２ 単４－２）４ 京都大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○渡辺・谷口 ６－３ ３－６ ６－２ 坂本・田保 
Ｎo２○宇野・西田 ６－３ ６－２     斉藤・吉田 
Ｎo３○山下・小金丸６－２ ８－６     白井・小森 
Ｎo４×吉村・堀江 ５－７ ２－６     江原・福田 
Ｎo５×四宮・畑森 ３－６ ２－６     安藤・加舎 
 (シングルス) 
Ｎo１○渡辺 洋治 ６－１ ６－３     田保 収平 
Ｎo２○西田 裕一 ６－３ ６－２     江原 俊治 
Ｎo３○那須  正 ７－５ ２－６ ６－２ 坂本  賢 
Ｎo４×伊良子光忠 ５－７ ４－６     斉藤 正美 
Ｎo５×原  四郎 ８－６ ４－６ １－６ 吉田 良博 
Ｎo６○山下  寛 ６－１ ５－７ ６－３ 福田  隆 
 
１９６５（昭和４０）年 

【定期戦】復活 第20回 対 京都大学戦 

           （１１月 ３日    同大 岩倉） 

     ○ 同志社 ７（複３－０ 単４－２）２ 京都大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○大岡・富田 ６－１ ６－２     有岡・本庄 
Ｎo２○秋山・亀山 ６－１ ６－１     吉田・井上 
Ｎo３○芳賀・高木 ６－０ ６－１     金川・織田 
 (シングルス) 
Ｎo１×大岡 征武 ３－６ ６－４ ４－６ 有岡 正樹 
Ｎo２○秋山 政行 12－10 ６－２     井上 雅雄 
Ｎo３○亀山 久光 ６－３ ６－３     金川  靖 
Ｎo４○富田 正明 ６－３ ４－６ ７－５ 吉田周二郎 
Ｎo５×芳賀龍太郎 ５－７ ６－８     本庄 義信 
Ｎo６○松田 英夫 ６－１ ６－４     織田 和雄 
 
１９６５（昭和４０）年 

【対抗戦】     対 京都大学戦     ＜女子の部＞ 

           （１１月 ３日    京大 百万遍） 

     ○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 京都大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○吉田・鍵野 ６－２ ６－２     野上・真田 
Ｎo２×西沢・野口 ２－６ ４－６     小坂・小島 
 (シングルス) 
Ｎo１×永末 摩美 ２－６ ４－６     野上 和子 
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Ｎo２○横山由美子 ６－０ ８－６     松本 路子 
Ｎo３○鍵野 美代 ６－０ ６－０     一本松 
 

１９６５（昭和４０）年 

【対抗戦】     対 神戸大学戦 

           （１１月２８日    同大 岩倉） 

     ○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 神 大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×大岡・富田 ６－３ ２－６ ４－６ 沢田・吉岡 
Ｎo２○秋山・亀山 ６－１ ６－２     田淵・中林 
Ｎo３○松田・奥田 12－14 ６－３ ６－４ 井上・武田 
 (シングルス) 
Ｎo１×大岡 征武 ６－４ ６－４     中林 正彦 
Ｎo２○秋山 政行 ６－０ ３－６ ６－４ 沢田 欣輝 
Ｎo３○亀山 久光 ６－４ ５－７ ６－２ 田淵  進 
Ｎo４○富田 正明 ７－５ ２－６ ６－１ 吉岡 伸敏 
Ｎo５○芳賀龍太郎 ４－６ ６－１ ６－４ 武田 直彦 
Ｎo６○高木 繁一 ６－２ ６－４     周  再生 
 
１９６５（昭和４０）年 

【対抗戦】     対 関西学院大学戦 

           （１２月 ５日     関学） 

     × 同志社 １（複１－２ 単０－６）８ 関学大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×大岡・富田 ５－７ ７－５ ６－８ 奥村・細井 
Ｎo２○秋山・亀山 ６－３ ６－４     松村・田附 
Ｎo３×松田・奥田 ４－６ １－６     鈴木・谷 
 (シングルス) 
Ｎo１×大岡 征武 ０－６ ６－２ ２－６ 横山 良治 
Ｎo２×秋山 政行 ４－６ ３－６     今井 和夫 
Ｎo３×亀山 久光 ３－６ ２－６     加藤 芳隆 
Ｎo４×富田 正明 ４－６ ２－６     細井 貞蔵 
Ｎo５×芳賀龍太郎 ２－６ １－６     奥村 達雄 
Ｎo６×松田 英夫 ２－６ ６－８     鈴木 善雄 
 
１９６５（昭和４０）年 

予選【関西学生春季庭球トーナメント】 

          予選（ ４月 １日～ ５日 各大学） 

予選出場者 (男子シングルス)（Ｂ－３６５） 
３回生 大岡 征武 宇野 洋二 富田 正明 谷口 宇平 

西田 裕一 松田 英夫 
２回生 伊良子光忠 高木 繁一 芳賀龍太郎 原  四郎 
    山口 善弘 
１回生 亀山 久光 山下  寛 大石  理 
予選出場組 (男子ダブルス)（Ｂ－１６２） 
大岡・富田   宇野・山口   西田・谷口   松田・高木 

芳賀・亀山   原  ・山下  伊良子・大石 

 

１９６５（昭和４０）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

         本戦（ ４月１９日～７日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１０６） 

▽１回戦 
松田 英夫 ２－６ ６－４ １－６ 宇津原   （関学大） 
高木 繁一   １－６ １－６   津山    （甲南大） 
川辺義次郎   ６－４ ６－４   中野    （神外大） 
大岡 征武   ６－１ ６－１   美濃部   （大経大） 
亀山 久光 ６－４ ３－６ ７－５ 和田    （神外大） 

芳賀龍太郎   ３－６ ３－６   加藤    （関学大） 
富田 正明   １－６ ４－６   今井    （関学大） 
上崎 暉久 ７－９ ６－２ ６－１ 沢田    （神 大） 
波島 正幸   ６－１ ６－３   明石    （関 大） 
▽２回戦 
川辺義次郎   ８－６ ６－１   永山    （関 大） 
秋山 政行 ５－７ ６－２ ３－６ 野田    （阪外大） 
大岡 征武   ６－３ ６－４   河盛    （阪 大） 
亀山 久光   ６－２ ６－２   下ノ村   （甲南大） 
上崎 暉久 ６－３ ７－９ ６－１ 荒木    （神 大） 
波島 正幸 ２－６ ６－１ ６－３ 吉田    （京 大） 
▽３回戦 
川辺義次郎   ３－６ ２－６   津山    （甲南大） 
大岡 征武   １－６ ２－６   丸川    （京 大） 
亀山 久光 ７－５ ４－６ １－６ 磯島    （関学大） 
上崎 暉久 ６－４ ４－６ ６－２ 木下    （阪 大） 
波島 正幸   ２－６ １－６   渡辺 (奉) （阪 大） 
▽４回戦 
上崎 暉久   ４－６ ３－６   宮川    （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－５６） 

▽１回戦 
上崎・秋山   ６－２ ６－０   福井・吹田 （立命大） 
波島・川辺   ６－４ ６－１   小室・磯島 （関学大） 
大岡・富田   ６－３ ６－２   吉田・平賀 （阪外大） 
芳賀・亀山   ２－６ ０－６   吉岡・沢田 （神 大） 
▽２回戦 
上崎・秋山   ５－７ ４－６   児玉・坂井 （関 大） 
波島・川辺 ６－４ ０－６ ６－４ 木下・辻井 （阪 大） 
大岡・富田   ２－６ １－６   西尾・円崎 （甲南大） 
▽３回戦 
波島・川辺   ３－６ ２－６   平野・津山 （甲南大） 
 
１９６５（昭和４０）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～１２日 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－３８８） 

▽１回戦 
高木 繁一－八木 （大経大） 伊良子光忠－奥田 （大経大） 
小金丸健治－鳥居 （大市大） 芳賀龍太郎－萬谷 （阪外大） 
宇野 洋ニ－橋本 （大工大） 西田 裕一－橋本 （神外大） 
堀江 久良   １－６ ０－６   小西    （兵農大） 
松田 英夫   ６－０ ６－０   水橋    （近 大） 
大石  理   ６－３ ６－０   池田    （大学大） 
渡辺 洋治   ６－１ ６－０   増田    （神商大） 
吉村紘一郎   １－６ １－６   小室    （関学大） 
山下  寛－谷山 （関学大） 四官 幹雄－喜岡 （神外大） 
原  四郎   ６－０ ６－０   原     （近 大） 
山口 善弘   ６－０ ６－２   安中    （大工大） 
▽２回戦 
富田 正明－平松 （兵農大） 西野 秀樹－黒川 （和 大） 
谷口 宇平－野村 （大市大） 畑森 文夫－谷  （関学大） 
奥田  豊－多村 （神商大） 高木 繁一－林  （神商大） 
芳賀龍太郎－永野 （阪 大） 
松田 英夫   ６－２ ６－３   室山    （神 大） 
大石  理   ６－３ ６－１   村上    （甲南大） 
渡辺 洋治   ６－０ ６－２   安田    （京 大） 
西田 裕一   ４－６ ７－９   周     （神 大） 
原  四郎   ５－７ ２－６   三好    （神商大） 
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山口 善弘   ６－０ ６－２   碓井    （大経大） 
▽３回戦 
富田 正明－里井 （大市大） 谷口 宇平－小沼 （京 大） 
奥田  豊－         芳賀龍太郎－ 
松田 英夫   ８－６ ６－１   中山    （関学大） 
大石  理－田淵 （神 大） 
山口 善弘   ６－２ ６－３   村瀬    （阪 大） 
▽４回戦 
富田 正明   ６－２ ６－１   黒川    （和 大） 
谷口 宇平   ５－７ ４－６   渡辺    （関学大） 
奥田  豊   ６－４ ７－５   木村    （甲南大） 
芳賀龍太郎   ６－１ ７－５   山根    （甲南大） 
松田 英夫   ５－７ ３－６   田淵    （神 大） 
山口 善弘   ６－２ ６－３   山岡    （神商大） 
▽５回戦 
富田 正明   ６－４ ６－０   冨永    （阪外大） 
奥田  豊   ０－６ ２－６   谷     （関学大） 
芳賀龍太郎   ０－６ ２－６   森川    （阪 大） 
山口 善弘   ３－６ １－６   明石    （関 大） 
▽６回戦 
富田 正明   ６－４ ７－５   平山    （甲南大） 
▽準々決勝 
富田 正明 ６－３ ４－６ ６－２ 谷     （関学大） 
▽準決勝 
富田 正明   ０－６ ３－６   後藤    （関 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１７５） 

▽１回戦 
松田・奥田      def       梅田・柴田 （大学大） 
山口・大石－佐野・浅田(阪大)  伊良子・原－津田・藤川(京学) 
芳賀・高木－田村・山内(阪大) 
▽２回戦 
山下･小金丸－山岡･若狭(神商)  吉村･四宮－大久保･富田(和大) 
畑森・堀江   １－６ ０－６   竹田・守安 （関 大） 
谷口・渡辺   ６－３ ６－１   河村・鈴木 （京 大） 
宇野・西田             山本・木村 （甲南大） 
松田・奥田   ６－１ ９－７   荒木・湯山 （立命大） 
山口・大石      def      湯通堂・永滝（神商大） 
▽３回戦 
松田・奥田   ６－１ ６－３   柳田・増成 （甲南大） 
山口・大石             安村・浜田 （関学大） 
芳賀・高木   ７－５ ６－３   大隈・藤野 （関 大） 
谷口・渡辺             山本・春日 （甲南大） 
▽４回戦 
松田・奥田   ６－３ ６－１   山口・大石 （同 大） 
芳賀・高木 ３－６ ６－３ ５－７ 山崎・小室 （関学大） 
▽５回戦 
松田・奥田 ８－６ ２－６ ６－２ 釜山・西井 （関学大） 
▽準々決勝 
松田・奥田 ５－７ ７－５ ４－６ 竹田・守安 （関 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－２４２） 

▽１回戦 
野口 美子－寺本 （大学大） 吉田 博子－久賀田(武庫川女) 
鍵野 美代－西田（神女薬大） 永末 摩美－大橋 （帝塚山） 
西沢 啓子－江草 （大学大） 
▽２回戦 
横山由美子－安部 （帝塚山） 永末 摩美－金井（武庫川女） 
▽３回戦  永末 摩美－ 
▽４回戦 

永末 摩美   ３－６ １－６   小川   （神戸女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－１２０） 

▽１回戦 
吉田･鍵野－松本･幸田(神大)  西沢･野口－真保･久賀田(武庫川) 
横山･永末－吉田･野田(聖和女大) 
▽２回戦  吉田・鍵野－           横山・永末－ 
▽３回戦  吉田・鍵野－       横山・永末－ 
▽４回戦 
吉田・鍵野   ２－６ ２－６   重満・中村 （甲南大） 
横山・永末 ６－４ ４－６ ５－７ 米谷・中川 （阪外大） 
 
１９６５（昭和４０）年 
【関西学生庭球選手権】（夏） 

         本戦（ ８月２６日～７日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１０） 

▽１回戦 
山口 義弘   ３－６ １－６   瀬上    （阪外大） 
谷口 宇平   ２－６ １－６   田淵    （神 大） 
奥田  豊   ２－６ ３－６   竹田    （関 大） 
亀山 久光   ６－４ ６－４   守安    （関 大） 
松田 英夫 ４－６ ６－２ ６－８ 小山田   （甲南大） 
川辺義次郎   ６－０ ６－０   三木    （関学大） 
大岡 征武   ６－３ ６－２   小浦  (源)  （関学大） 
芳賀龍太郎   ６－４ ７－５   竹川    （大市大） 
富田 正明   ６－３ ６－２   野田    （大市大） 
秋山 政行   ６－４ ８－６   片山    （甲南大） 
波島 正幸       def      山本    （甲南大） 
▽２回戦 
亀山 久光   ７－５ ８－６   荒木    （神 大） 
上崎 暉久 ６－４ ４－６ ５－７ 井上    （京 大） 
川辺義次郎   ７－９ ３－６   細井    （関学大） 
大岡 征武   ６－４ ７－５   吉田    （京 大） 
芳賀龍太郎   ０－６ １－６   松村    （関学大） 
富田 正明   ５－７ ４－６   磯島    （関学大） 
秋山 政行   ６－０ ６－０   鈴木    （関学大） 
▽３回戦 
亀山 久光   ２－６ ３－６   丸川    （京 大） 
大岡 征武   ６－８ ４－６   明石    （関 大） 
秋山 政行   ４－６ ４－６   磯島    （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－５９） 

▽１回戦 
上崎・山下   ７－９ ６－３   有岡・本庄 （京 大） 
松田・奥田 ６－２ ５－７ ６－３ 小山田・山根（甲南大） 
大岡・富田   ６－０ ６－０   釜山・西井 （関学大） 
山口・大石   １－６ １－６   明石・松島 （関 大） 
芳賀・高木 ６－１ ４－６ ６－３ 黒川・中川 （和 大） 
波島・小金丸      def      竹田・守安 （関 大） 
川辺・伊良子 ６－４ ４－６ ４－６ 平山・森  （甲南大） 
秋山・亀山   ６－０ ６－３   小浦(源)・岡本（関学大） 
▽２回戦 
松田・奥田   ２－６ ２－６   西尾・甲斐 （甲南大） 
大岡・富田   ５－７ ４－６   吉田・井上 （京 大） 
芳賀・高木 ６－４ ０－６ ２－６ 磯島・今井 （関学大） 
秋山・亀山   ２－６ ４－６   河盛・木下 （阪 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－４７） 

▽１回戦 

永末 摩美   ４－６ １－６   中山    （大女大） 

(女子ダブルス)（Ｂ－２７） 
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▽１回戦 
吉田・鍵野   １－６ ２－６   奥出・梶本 （大市大） 
横山・永末   １－６ ０－６   岩橋・伊藤（大谷女短） 
 
１９６５（昭和４０）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

           （１１月１３日～11日間 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－４４６） 

▽１回戦 
那須  正   ６－１ ６－０   星野   （立命大） 
松田 英夫   ６－３ ６－４   張    （大薬大） 
堀江 久良   １－６ ０－６   湯山   （立命大） 
亀山 久光－高橋（大学院）  秋山 政行－中川（和 大） 
山下  寛－周 （神 大）  原  四郎－合木（立命大） 
西田 裕一－安田（立命大）  伊良子光忠－河村（桃山大） 
山口 義弘－中井（京 大）  大石  理－谷口（京工大） 
畑森 文夫－倉内（京府大）  宇野 洋二－佐伯（京 大） 
谷口 宇平－田中（大市大）  渡辺 洋治－納田（阪 大） 
小金丸健治－岩中（大経大）   四宮 幹雄－田附（関学大） 
奥田  豊－中堀（京府大）  芳賀龍太郎－松井（大工大） 
富田 正明－野瀬（大府大）  吉村紘一郎－中野（大院大） 
▽２回戦 
高木 繁一   ６－２ ６－３   古池   （神外大） 
那須  正   ６－０ ６－４   湯通堂  （神商大） 
松田 英夫   ６－０ ６－３   梅田   （京 大） 
亀山 久光－児玉 （関 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１９８） 

▽１回戦 
山口・大石－川久保・山下（近 大） 
山下・小金丸－梅本・児玉（神 大） 
松田・奥田   ６－０ ６－２   中西・常友 （兵農大） 
富田・那須－高橋・梅田(和大)  宇野・西田－山本・円崎(甲南) 
芳賀・高木－市原・松井(大工)  渡辺・谷口－松井・平野(阪大) 
▽２回戦 
秋山・亀山－小泉・高橋(芦屋)  伊良子・原－田附・高屋(関学) 
(女子シングルス)（Ｂ－２６２） 

▽１回戦 
野口 美子 － 佐々木（京府大） 
▽２回戦 
永末 摩美－新良（神戸女大） 西沢 啓子－杉浦（甲南女） 
横山由美子－円 （山手女短） 鍵野 美代－今江（大学大） 
吉田 博子－吉本 （大女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－１３３） 
▽２回戦 
吉田・鍵野－中井・佐々木（芦屋女） 
西沢・野口－中西・野田（武庫川女） 
永末・横山－芳賀・武貞 （関学大） 
 
１９６５（昭和４０）年 

【全日本学生庭球選手権】第３３回 

           （ ７月１７日～８日間 香炉園TC） 
予選 (男子ダブルス) 

▽FIN   大岡･富田 ５－７ ４－６ 菅原･水野（青学大） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦 
川辺義次郎   ２－６ ４－６   浅田    （法政大） 
亀山 久光   ３－６ ０－６   倉片    （早 大） 
波島 正幸   ４－６ ２－６   筧     （慶応大） 

大岡 征武 ６－２ ５－７ ７－５ 藤井    （福岡大） 
秋山 政行   ６－２ ６－１   樋爪    （早 大） 
上崎 暉久   ２－６ ３－６   菅     （早 大） 
▽２回戦 
大岡 征武   ０－６ ２－６   鈴木    （早 大） 
秋山 政行   ３－６ ２－６   野田    （阪外大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
波島・川辺 ６－２ ４－６ ９－７ 横山・久志本（慶応大） 
上崎・秋山   ０－６ １－６   木口・倉光 （立教大） 
▽２回戦 
波島・川辺   １－６ ４－６   井上・中山 （慶応大） 
 
１９６５（昭和４０）年 

【全日本室内庭球選手権】第１回 

           （ ２月１９日～２１日 東京体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－１９）  (男子ダブルス)（Ｂ－８） 

(女子シングルス)（Ｂ－８）   (女子ダブルス)（Ｂ－４） 

 

１９６５（昭和４０）年 

【全日本庭球選手権】第４０回 

           （１１月 ６日～14日 田園Ｃ） 
(混合ダブルス) 第２６回（Ｂ－２４） 

▽１回戦 
久保(OB)･小幡(朝日生命) 6－2  6－4 西村(三菱ﾚｲﾉﾙｽﾞ)･伴 (田園ｸ) 
▽準々決勝 
久保(OB)･小幡(朝日生命)  3-6  6-1  6-4  広瀬･風呂本(朝日生命) 
▽準決勝 
久保(OB)･小幡(朝日生命) 3－6 11－9 6－3 藤井(菱電)･木村(芦屋ｸ) 
▽決 勝 
久保(OB)･小幡(朝日生命) 9-7  3-6  2-6 石黒(菱電)･宮城(伊勢丹ｸ) 
〈準優勝〉 

 
１９６５（昭和４０）年 

【京都オープン庭球トーナメント】第２１回 

           （  月  日～    ） 
(男子シングルス) 

▽決 勝  田中 良和 (OB西京ｸ)〈優 勝〉 

(混合ダブルス) 

▽決 勝  田中(OB西京ｸ)･矢能(同女大)〈優 勝〉 

 

１９６５（昭和４０）年 

【京都府庭球選手権】第１９回 

           （  月  日～    ） 
(男子シングルス) 

▽決 勝  上崎 輝久(OB同大ｸ)〈優 勝〉 

(男子ダブルス) 

▽決 勝  堀内・良元(OB同大ｸ)〈優 勝〉 

 

１９６５（昭和４０）年 

【毎日庭球選手権】第４０回（春） 

           （ ５月１１日～９日間 香枦園TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－２２５） 

▽１回戦 

宇野 洋二(同大)－高田(立命)  芳賀龍太郎(同大)－瀬上 (大外) 
亀山久光(同大)－宇津原(関学) 松田英夫(同大)3-6 2-6小林(住軽) 
波島 正幸(同大)－野村(大市)  渡辺 洋治(同大)－高橋(日電炉) 
小金丸健治(同大)－小浦(関学) 谷口 宇平(同大)－野田 (大市) 
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奥田  豊(同大)－阪田(京大) 秋山 政行(同大)－西脇 (神大) 
西田 裕一(同大)－甲斐(甲南) 川辺義次郎(同大)－松本 (甲南) 
上崎 暉久(同大)－福井(立命) 大岡征武(同大)－根来 (日電炉) 
高木 繁一(同大)－斉藤(京大) 山下 寛(同大)－江端  (大市) 
富田 正明(同大)－小室(関学) 原 四郎(同大)－鈴木 (日電炉) 
▽２回戦 

大石  理(同大)－三田(神大) 伊良子光忠(同大)－乾  (大市) 
奥田  豊(同大)   １－６ ２－６   磯島  (関学大) 
芳賀龍太郎(同大)   ４－６ ２－６    吉井  (関学大) 
秋山 政行(同大) ９－７ ３－６ ６－３ 松島  (関 大) 
高木 繁一(同大) １－６ ６－３ １－６ 加藤  (関学大) 
渡辺 洋治(同大)   ０－６ ２－６   廣瀬 (朝日生命) 
大岡 征武(同大)   ３－６ ２－６   津山  (甲南大) 
上崎 輝久(同大)   ６－４ ９－７   後藤  (関 大) 
川辺義次郎(同大)   ６－２ ７－５   橋本  (立命大) 
波島 正幸(同大)   ６－０ ６－２   小林  (大学大) 
三原  徹(OB蝶理)            上月  （大市大） 
▽３回戦 

大石  理(同大)   ０－６ ２－６   宮川  (関学大) 
秋山 政行(同大)   １－６ ０－６   工藤  (伊藤萬) 
上崎 輝久(同大) ４－６ ６－３ 10－８ 小川 (積水化学) 
川辺義次郎(同大)   ２－６ ４－６   甲斐  (甲南大) 
波島 正幸(同大)   ２－６ ４－６   野々山 (伊藤萬) 
三原  徹(OB蝶理)             高木   (甲南大) 
▽４回戦（Ｂ－３２） 
上崎 暉久(同大)   ２－６ ０－６   甲斐   (甲南大) 
三原  徹(OB蝶理) １－６ １－６   柳    (朝日生命) 
(男子ダブルス)（Ｂ－１０５） 

▽１回戦 
松田・高木(同大)  ２－６ １－６   工藤･野々山(伊藤萬) 
大岡・富田(同大)－後藤・明石 (関 大)  
西野(同大)･坪田(神商)－吉田・岩子 (日本ｱﾙﾐ) 
渡辺・山下(同大)－松本・広田(積水化学) 
波島・川辺(同大)－高屋・釜山 (関学大) 
上崎・秋山(同大)－岡本・中山 (関学大) 
伊良子･大石(同大)－安岡・松田 (日本ｱﾙﾐ) 
芳賀・亀山(同大)－根来・高橋(日本電炉) 
宇野・原 (同大)－吉見・伊藤(甲子園ク) 
▽２回戦 
谷口・西田(同大) ９－７ ４－６ ２－６ 小浦・西井(関学大) 
渡辺・山下(同大)   ０－６ １－６   吉井・横山(関学大) 
波島・川辺(同大) ５－７ ６－３ ６－２ 片山・真野(甲南大) 
上崎・秋山(同大)   ６－１ ８－６  小林・継野(大経大) 
伊良子・大石(同大)   １－６ ０－６  丸川･小八木(京 大) 
芳賀･亀山(同大) ２-６ ７-５ ０-６  岡田(大阪国際)･廣瀬(朝生) 
▽３回戦 
波島・川辺(同大)   ０－６ ２－６  横山・吉井(関学大) 
上崎・秋山(同大)   ０－６ ２－６  古田・森(日本生命) 
 

１９６５（昭和４０）年 

【関西庭球選手権】第４１回 

           （ ９月 ６日～８日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－２０４） 

▽１回戦 
小金丸建治(同大)   １－６ ３－６   松島  (関 大) 
亀山 久光(同大)   ６－３ ６－３   大隈  (関 大) 
秋山 政行(同大)   10－12 ０－６      田附    (関学大) 
松田 英夫(同大)   ６－３ ６－１   井上  (甲南大) 

高木 繁一(同大) ７－９ ６－３ ６－４ 段野  (神商大) 
畑森 文夫(同大)   １－６ ０－６   市川  (甲南大) 
原  正幸(同大)   １－６ １－６   田村 (積水化学) 
宇野 洋二(同大)   ２－６ ０－６   高屋  (関学大) 
四宮 幹雄(同大)   １－６ １－６   小浦  (関学大) 
▽２回戦 
亀山 久光(同大)   ６－３ ６－２   高木  (甲南大) 
大岡 征武(同大)   ０－６ １－６   浅井  (甲南大) 
松田 英夫(同大)   ０－６ ０－６   小浦  (関学大) 
高木 繁一(同大)   １－６ ５－７   芥川  (帝 人) 
奥田  豊(同大)   ５－７ ４－６   鈴木  (関学大) 
▽３回戦 
亀山 久光(同大)   ０－６ １－６   岡本  (帝 人) 
 (男子ダブルス)（Ｂ－９２） 

▽２回戦 
谷口・渡辺(同大)   ２－６ ２－６    有本・河盛(日本生命) 
上崎・波島(同大)  ０－６ ３－６  鈴木・小田原(日本電炉) 
吉村・堀江(同大)      def      浅田・佐野 (阪 大) 
伊良子・原(同大)        def        工藤・野々山(伊藤萬) 
山下・小金丸(同大) ０－６ ４－６    伊藤・風間(日本生命) 
大岡・富田(同大)   ６－３ ６－２    鈴木・谷   (関学大) 
芳賀・高木(同大)  ６－１ ９－７    中山・小沢(関学大) 
松田・奥田(同大)   １－６ ２－６    磯島・今井(関学大) 
▽３回戦 
吉村・堀江(同大)  ０－６ ０－６   有本・河盛(日本生命) 
伊良子・原(同大)  ０－６  ２－６    田村･野々村 (日ﾚ) 
大岡・富田(同大)   ６－３ ６－２    奥村・細井 (関学大) 
芳賀・高木(同大)  ４－６ ４－６    酒井・松浦   (日ﾚ) 
▽４回戦 
大岡・富田(同大)   ４－６ ３－６    宮川・松田 (関学大) 
(女子シングルス)（Ｂ－８５） 

▽１回戦 
野口 美子(同大)   １－６ ０－６   中村  (甲南大) 
永末 摩美(同大) ６－０ ０－６ ６－４ 石野 (成蹊女大) 
吉田 博子(同大) ６－３ ６－８ ２－６ 池上  (関学大) 
▽２回戦 
鍵野 美代(同大)   ６－１ ６－１   中畑 (成蹊女高) 
横山由美子(同大)   ２－６ ６－８   荒井  (甲南大) 
永末 摩美(同大)   １－６ ３－６   行平  (関学大) 
西沢 啓子(同大)   ５－７ ２－６   岸田 (大谷女大) 
▽３回戦 
鍵野 美代(同大)   ０－６ ０－６    沢松 (和) (神戸ｸ) 
(女子ダブルス)（Ｂ－５１） 

▽１回戦 
野口・西沢(同大)    ０－６ ０－６   石井・河野(甲子園ｸ) 
永末・横山(同大)   ６－０ ６－３   森 ・岸田(大谷女短) 
▽２回戦 
吉田・鍵野(同大)  ６－１ ６－３   中畑・岡本(成蹊女高) 
永末・横山(同大) ６－４ ３－６ ２－６ 清水・三宅(甲南女大) 
▽３回戦 
吉田・鍵野(同大)  ２－６ ３－６   谷崎・橋本(甲南女大) 
 
１９６５（昭和４０）年 

【関西社会人庭球トーナメント】 

           （ ９月１９日～    靭公園TC） 
(男子シングルス) 

▽準決勝 
三原  徹(OB蝶理)  ６－３ ６－４  伊藤  (日本生命) 
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▽決 勝 
三原  徹(OB蝶理)  ２－６ １－６  吉見   (甲子園ｸ) 
〈準優勝〉 

 
１９６６（昭和４１）年 

◆社会：いざなぎ景気(3C－ｶﾗｰ TV・ｶｰ・ｸｰﾗｰ)。 

       全日空ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ 727型機東京湾に墜落(2/4)。 

 中国－文化大革命(6/ ～8/18)終結－天安門紅衛兵勝利集会。 

     建国記念日を2/11と正式に答申(12/9)。 

【国立京都国際会館開館(5/)】 

★流行語：『困っちゃうな』 

 

１９６６（昭和４１）年 

＜合 宿＞（３月 ７日～１０日間）松山 道後温泉C 
 

１９６６（昭和４１）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （ ５月２４日～    甲子園TC） 
＜男子２部リーグ＞ 

○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 神 大② 

 (ダブルス) 

Ｎo１○秋山・亀山 ６－２ ７－５     中林・田淵 
Ｎo２○大岡・富田 ４－６ ６－４ ６－１ 吉岡・沢田 
Ｎo３×松田・奥田 ５－７ ６－８     安倍・前田 
（シングルス） 
Ｎo１×富田 正明 ６－４ ４－６ ４－６ 田淵  進 
Ｎo２×芳賀龍太郎 ５－７ ６－８     沢田 欣輝 
Ｎo３○亀山 久光 ６－２ ７－５     中林 正彦 
Ｎo４○大岡 征武 ７－５ ５－７ ６－１ 吉岡 伸敏 
Ｎo５○秋山 政行 ６－１ ６－３     北尾 善明 
Ｎo６×高木 繁一 ３－６ ３－６     阿倍 多聞 
 

○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 京 大③ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○秋山・亀山 ６－２ ６－４     金川・織田 
Ｎo２○大岡・富田 ６－４ ４－６ ６－２ 有岡・井上 
Ｎo３×芳賀・高木 ６－１ ４－６ ３－６ 本庄・吉田 
 (シングルス) 
Ｎo１○亀山 久光 ６－４ ６－４     井上 雅雄 
Ｎo２○富田 正明 ７－５ ６－４     有岡 正樹 
Ｎo３○芳賀龍太郎 ４－６ ７－５ ６－３ 吉田周二郎 
Ｎo４○大岡 征武 ６－１ ６－４     本庄 義信 
Ｎo５○秋山 政行 ６－３ ６－０     金川  靖 
Ｎo６×奥田  豊 ２－６ ４－６     織田 和雄 
 

○ 同志社 ８（複２－１ 単６－０）１ 神商大④ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○秋山・亀山 ６－２ ６－４     小幡・段野 
Ｎo２○大岡・富田 ６－１ ６－４     永滝・湯通堂 
Ｎo３×芳賀・高木 ４－６ ４－６     若狭・宮井 
 (シングルス) 
Ｎo１○富田 正明 ６－１ ６－１     小幡 隆士 
Ｎo２○亀山 久光 ６－２ ６－３     永滝 信一 
Ｎo３○芳賀龍太郎 ４－６ ６－３ ６－３ 若狭 恒久 
Ｎo４○大岡 征武 ６－４ ６－３     段野 和征 
Ｎo５○秋山 政行 ６－０ ６－０     宮井 和彦 
Ｎo６○松田 英夫 ６－１ ５－７ ６－３ 三好亮之助 
 
＜男子２部リーグ①位＞    同志社大学 ３勝０敗 

 
【入替戦】 

○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 阪 大 

＜２部①位＞            ＜１部④位＞ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○秋山・亀山 ６－１ ６－２ ６－２ 中原・久保 
Ｎo２○大岡・富田 6－1 6－8 4－6 6－2 6－2  木下・森川 
Ｎo３×芳賀・高木 ５－７ ３－６ ３－６ 河盛・辻井 
 (シングルス) 
Ｎo１○亀山 久光 6－2 6－0 2－6 6－4  木下 義隆 
Ｎo２○富田 正明 5－7 6－2 6－0 6－1 森川  隆 
Ｎo３○芳賀龍太郎 6－2 7－5 1－6 6－4 河盛 隆造 
Ｎo４○大岡 征武 ６－１ ６－２ ６－３  上野 文武 
Ｎo５○秋山 政行 ６－１ ６－０ ６－３  辻井 宣博 
Ｎo６×松田 英夫 6－2 6－4 4－6 6－8 4－6  田中 英嗣 
 

＜男子１部リーグ（昇格）＞  同志社大学 

 

１９６６（昭和４１）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】      ＜女子の部＞ 

     （ ５月２５日～    ） 
＜女子３部リーグ＞ 

× 同志社 ２（複２－０ 単２－１）３ 関学大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○吉田・鍵野 ２－６ ６－２ ６－２ 行平・池上 
Ｎo２×横山・永末 ２－６ １－６     藤井・前川 
 (シングルス) 
Ｎo１×永末 摩美 ２－６ ３－６     行平美江子 
Ｎo２×横山由美子 ２－６ ３－６     池上 玲子 
Ｎo３○鍵野 美代 ６－２ ６－０     今泉 秀子 
 

× 同志社 ２（複２－０ 単３－０）３ 大女大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○吉田・鍵野 ６－２ ６－１     浜田・中山 
Ｎo２×横山・永末 １－６ ３－６     能本・中川 
 (シングルス) 
Ｎo１×永末 摩美 １－６ ６－３ ３－６ 浜田真佐子 
Ｎo２×横山由美子 ４－６ ０－６     中山恵美子 
Ｎo３○鍵野 美代 ６－１ ６－３     中川 宏子 
 

○ 同志社 ３（複２－０ 単１－０）０ 阪外大 

 (ダブルス)            ２中止 

Ｎo１○吉田・鍵野 ６－０ ６－２     高木・小沢 
Ｎo２○横山・永末 ６－８ ６－３ ６－２ 米谷・中川 
 (シングルス) 
Ｎo１ 永末 摩美     (降雨中止) 
Ｎo２ 横山由美子     (降雨中止) 
Ｎo３○鍵野 美代 ６－４ ７－５     高木 加代 
 
＜女子３部リーグ③位＞    同志社大学(女子) １勝２敗 

 
１９６６（昭和４１）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （ ７月２２日・２３日 立教大） 

○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 立教大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×秋山・亀山 １－６ ３－６ ４－６ 有馬・佐藤 
Ｎo２○大岡・富田 ７－５ ６－０ ６－４ 笹山・鈴木 
Ｎo３○芳賀・高木 4－6 4－6 8－6 6－3 6－2 須田・富田 
 (シングルス) 
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Ｎo１×富田 正明 ３－６ ４－６ ０－６ 三浦 允行 
Ｎo２×芳賀龍太郎 １－６ １－６ ２－６ 有馬 八郎 
Ｎo３○亀山 久光 ６－２ ６－２ ６－１ 笹山 健三 
Ｎo４○秋山 政行 ６－４ ６－０ ６－３ 鈴木 国彰 
Ｎo５○大岡 征武  3－6 1－6 7－5 9－7 6－1 佐藤 俊彦 
Ｎo６×高木 繁一 6－3 5－7 3－6 6－3 3－6須田 健治 
 
１９６６（昭和４１）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （ ７月２１日     青学大） 

○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 青学大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○秋山・亀山 ６－４ ６－８ ６－４ 三谷・中嶋 

Ｎo２○大岡・富田 ６－３ ８－６     羽石・小泉 
Ｎo３×松田・宇野 ５－７ ０－６     畔柳・鈴木 
 (シングルス) 
Ｎo１○亀山 久光 ６－０ ９－７     杉山 雅人 
Ｎo２○富田 正明 ６－３ ６－３     羽石  滋 
Ｎo３×芳賀龍太郎 ３－６ ６－３ １－６ 中嶋 康博 
Ｎo４○秋山 政行 ６－３ ６－１     鈴木 
Ｎo５○大岡 征武 ６－２ ６－２     宮川 
Ｎo６○高木 繁一 ６－３ ６－８ ６－２ 小泉  稔 
 
１９６６（昭和４１）年 

【練習試合】    対 京都大学戦 

           （ ９月 ７日    同大 岩倉） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  京都大 

 (ダブルス) 

Ｎo１                   小森・清水 
Ｎo２                   小沼・間宮 
Ｎo３                   津田・福田 
 (シングルス) 
Ｎo１                   坂本  賢 
Ｎo２                   清水  憲 
Ｎo３                   江原 俊治 
Ｎo４                   小森 啓輔 
Ｎo５                   間宮  清 
Ｎo６                   田中 真征 
 
１９６６（昭和４１）年 

【定期戦】復活 第21回 対 京都大学戦 

           （ ９月 ８日    同大 岩倉） 

○ 同志社 ７（複３－０ 単４－２）２ 京都大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○亀山・奥田 12－10 ６－２     井上・織田 
Ｎo２○高木・中田 ７－９ ６－３ ６－１ 鈴木・斉藤 
Ｎo３○大石・山下 ７－５ ６－２     田保・吉田 
 (シングルス) 
Ｎo１×秋山 政行 ５－７ ４－６     井上 雅雄 
Ｎo２○亀山 久光 ６－０ ６－２     斉藤 正美 
Ｎo３×奥田  豊 ４－６ ３－６     織田 和雄 
Ｎo４○高木 繁一 ３－６ ９－７ ６－３ 田保 収平 
Ｎo５○中田 泰男 ６－３ ６－２     鈴木 孝平 
Ｎo６○山下  寛 ６－４ ６－１     吉田 良将 
 
１９６６（昭和４１）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

           （１０月２６日     大市大） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  大市大 

 (ダブルス) 

Ｎo１                   庄山・文田 
Ｎo２                   二村・土肥 
Ｎo３                   河野・梅本 
 (シングルス) 
Ｎo１                   庄山 泰夫 
Ｎo２                   二村 正和 
Ｎo３                   文田 秀夫 
Ｎo４                   土肥 一夫 
Ｎo５                   西田 雅和 
Ｎo６                   河野 憲治 
 

１９６６（昭和４１）年 

【対抗戦】     対 大阪市立大学戦   ＜女子の部＞ 

           （１０月２６日     大市大） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  大市大 

 (ダブルス) 

Ｎo１                   谷内・藤本 
Ｎo２                   玉田・沖原 
 (シングルス) 
Ｎo１                   谷内志津代 
Ｎo２                   藤本  偲 
Ｎo３                   玉田 玲子 
 

１９６６（昭和４１）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （１０月３０日     関大） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  関西大 

 (ダブルス) 

Ｎo１                   坂井・守安 
Ｎo２                   後藤・尾園 
Ｎo３                   中山・茶円 
 (シングルス) 
Ｎo１                   明石 悟郎 
Ｎo２                   後藤 克彦 
Ｎo３                   坂井  孟 
Ｎo４                   松嶋 睦男 
Ｎo５                   守安 修一 
Ｎo６                   大隈 辰哉 
 
１９６６（昭和４１）年 

予選【関西学生春季庭球トーナメント】 

               （ ３月３０日～４月３日 各大学） 

予選出場者 (男子シングルス)（Ｂ－３５４） 
４回生 宇野 洋二 谷口 宇平 西田 裕一 西野 秀樹 

    渡辺 洋治 

３回生 伊良子光忠 高木 繁一 原  四郎 山口 善弘 

２回生 小金丸建治 奥田  豊 山下  寛 大石  理 

    畑森 文夫 

１回生 中田 泰男 佐々木信雄 大鉢 憲二 田中 利和 
予選出場組 (男子ダブルス)（Ｂ－１６２） 
宇野・西田  渡辺・谷口  松田・奥田  高木・大鉢 

伊良子・佐々木   山口・中田  原 ・ 田中 

小金丸・馬場    大石・山下 

予選出場者 (女子シングルス)（Ｂ－２２１） 
４回生 吉田 博子 
２回生 鍵野 美代 永末 摩美 横山由美子 西沢 啓子 
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    野口 美子 
予選出場組 (女子ダブルス)（Ｂ－１０２） 
吉田・鍵野  横山・永末  西沢・野口 

１９６６（昭和４１）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

           （ ４月１８日～８日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２４） 

▽１回戦 
大岡 征武 ６－０ ５－７ ６－３ 北尾   （神 大） 
富田 正明   ６－１ ６－１   久保   （阪外大） 
松田 英夫   ４－６ １－６   辻本   （甲南大） 
渡辺 洋治   １－６ ４－６   木本   （甲南大） 
中田 泰男   ０－６ ０－６   宇津原  （関学大） 
亀山 久光   ６－０ ６－０   安井   （大学大） 
山口 義弘   ０－６ ２－６   後藤   （関 大） 
芳賀龍太郎   ６－２ ６－２   大多和  （関学大） 
大石  理   ４－６ ３－６   中林   （神 大） 
山下  寛   １－６ ２－６   上崎   （甲南大） 
奥田  豊   ４－６ ４－６   谷    （関学大） 
秋山 政行   ６－２ ６－３   松本   （甲南大） 
高木 繁一 ６－３ ５－７ ６－４ 若狭   （神商大） 
▽２回戦 
大岡 征武   ３－６ ２－６   森川   （阪 大） 
富田 正明    10－８  ８－６   井上   （京 大） 
亀山 久光     ６－０ ６－１   吉田   （京 大） 
芳賀龍太郎     ６－２ ６－１   円崎   （甲南大） 
秋山 政行   １－６ ２－６   山本   （中京大） 
高木 繁一   ２－６ １－６   京谷   （甲南大） 
▽３回戦 
富田 正明   ６－２ ６－３   松村   （関学大） 
亀山 久光 ６－８ ６－４ ６－１ 横山   （関学大） 
芳賀龍太郎 ６－４ ４－６ ６－３ 後藤   （関学大） 
▽４回戦 
富田 正明   ５－７ １－６   松田   （関学大） 
亀山 久光   ５－７ ０－６   甲斐   （甲南大） 
芳賀龍太郎   ４－６ １－６   奥村   （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６８） 

▽１回戦 
秋山・亀山   ６－１ ６－２   前田・北尾（神 大） 
大石・山下   ４－６ ３－６   山本・内田（中京大） 
大岡・富田   ６－２ ６－１   田中・辻井（阪 大） 
山口・中田   ４－６ ３－６   森川・大原（阪 大） 
松田・奥田   ０－６ ６－８   高木・円崎（甲南大） 
渡辺・谷口 ４－６ ７－５ ３－６ 川久保・松田（近 大） 
芳賀・高木   ６－４ ６－４  下ノ村・木村（甲南大） 
▽２回戦 
秋山・亀山   ６－２ ６－２  磯島・荒木 （関学大） 
大岡・富田   ６－２ ６－３  山本・京谷 （甲南大） 
芳賀・高木   ５－７ １－６  明石・松島 （関 大） 
▽３回戦 
秋山・亀山   ６－３ ６－０  河盛・木下 （阪 大） 
大岡・富田   ５－７ ４－６  横山・今井 （関学大） 
▽準々決勝 
秋山・亀山 3－6 0－6 8－6 1－6 宮川・松田 （関学大） 
(女子シングルス)（Ｂ－５１） 

▽１回戦 
横山由美子   ７－５ ６－１   山田   （神外大） 
永末 摩美   ６－４ ６－１   佐々木  （大学大） 
鍵野 美代   ４－６ ３－６   門田   （大学大） 

▽２回戦 
横山由美子 ６－４ ３－６ ４－６ 滝川  （成蹊女短） 
永末 摩美   ０－６ ２－６   佐原  （成蹊女短） 
(女子ダブルス)（Ｂ－２７） 

▽１回戦 
横山・永末   １－６ ６－８   門田・芝山（大学大） 
吉田・鍵野   ６－０ ６－３   杉浦・橘（甲南女大） 
▽２回戦 
吉田・鍵野   ５－７ ５－７   松永・吉村（神女大） 
 
１９６６（昭和４１）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２７日～８月５日 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－５０２） 

▽１回戦 
伊良子光忠 ３－６ ６－２ ６－２ 大瀬戸  （京 大） 
大石  理   ６－０ ６－０   植田   （京外大） 
原  四郎   ６－１ ７－５   山本   （京産大） 
堀江 久良      def       藤本   （京産大） 
高木 繁一       def      小沼   （京 大） 
松村 憲樹   ８－６ ６－３   西中   （京産大） 
原田 雅弘       def       富士田  （桃山大） 
松田 英夫   ６－２ ６－１   多村   （神商大） 
原  正幸－増田 （京外大） 小金丸健治－梶田（阪 大） 
宇野 洋ニ－前田 （京府大） 田中 利和－松田（大学大） 
有岡 正夫   ６－２ ６－１   大谷   （大学大） 
奥田  豊   ６－０ ６－０   真野   （甲南大） 
渡辺 洋治   ６－２ ６－２   原    （阪 大） 
山口 善弘   ６－２ ６－２   東間   （桃山大） 
大鉢 憲二   ６－２ ６－２   森田   （大学大） 
吉村紘一郎      def       斉藤   （京工大） 
谷口 宇平       def       田仲   （関 大） 
佐々木信雄   ６－３ ６－４   宮地   （神 大） 
馬場 信吾   ６－１ ６－０   江口   （京 大） 
中田 泰男   ６－０ ６－０   宮本   （京工大） 
佐藤  亭   ３－６ ３－６   鷲尾   （神商大） 
西田 裕一       def       緒方   （神外大） 
山下  寛   ６－２ ６－１   中村   （大学大） 
▽２回戦 
伊良子光忠 ６－４ ２－６ １－６ 辻    （関 大） 
大石  理   ６－０ ６－２   小森   （京 大） 
原  四郎   ２－６ ４－６   酒井   （桃山大） 
松村 憲樹   ６－１ ６－１   山仲   （大薬大） 
原田 雅弘   ０－６ ０－６   安井   （大学大） 
松田 英夫   ６－３ ６－０   高橋   （大学大） 
原  正幸   ４－６ １－６   里井   （大府大） 
小金丸健治   ６－１ ６－０   荒川   （近 大） 
宇野 洋ニ   ６－２ ８－６   藤原   （大府大） 
有岡 正夫   １－６ １－６   山本   （甲南大） 
奥田  豊   ６－０ ６－０   倉橋   （関学大） 
渡辺 洋治       def       水野   （阪 大） 
山口 善弘   ６－０ ６－４   大野   （阪 大） 
大鉢 憲二 ６－４ ２－６ １－６ 谷沢   （神商大） 
佐々木信雄   ４－６ ５－７   坂上   （和 大） 
馬場 信吾 ７－５ ２－６ ６－１ 林    （阪外大） 
中田 泰男   ６－３ ６－２   児玉   （神 大） 
山下  寛   ６－４ ６－４   岡    （大学大） 
▽３回戦 
大石  理 ６－３ ５－７ ６－１ 岡野   （大府大） 
松村 憲樹   １－６ ０－６   大多和  （関学大） 
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松田 英夫   ６－４ ９－７   安井   （大学大） 
小金丸健治   １－６ １－６   岡本   （関学大） 
宇野 洋ニ   ５－７ ３－６   増成   （甲南大） 
奥田  豊   10－８ ６－４   江見   （立命大） 
山口 善弘             戎    （大学大） 
馬場 信吾 ６－２ ２－６ ０－６ 湯山   （立命大） 
中田 泰男   ６－１ ６－２   梅本   （大市大） 
山下  寛   ６－１ ６－０   松田   （近 大） 
▽４回戦 
大石  理       def      釜山   （関学大） 
松田 英夫       def       大多和  （関学大） 
奥田  豊 ６－４ ３－６ ６－８ 山本   （甲南大） 
山口 善弘 ６－３ ４－６ ６－１ 庄山   （大市大） 
中田 泰男 ３－６ ９－７ ６－２ 山岡   （神商大） 
山下  寛 ３－６ ３－６     瀬尾   （大市大） 
▽５回戦 
大石  理   ２－６ ５－７   北尾   （神 大） 
山口 善弘   ２－６ ０－６   木本   （甲南大） 
中田 泰男   ３－６ ３－６   渡辺   （近 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－２０５） 

▽１回戦 
佐々木・大鉢  ６－１ ６－４   倉内・杉江（京府大） 
宇野・松田   ６－２ ６－１  奥田・佐々木（大経大） 
大石・山下   ６－２ ６－２   安井・後藤（大学大） 
高木・中田   ６－１ ８－６   梅本・河野（大市大） 
田中・馬場   ６－０ ６－０  富士田・前島（桃山大） 
吉村・堀江       def       上野・村瀬（阪 大） 
山口・伊良子      def       小西・中西（京産大） 
▽２回戦 
原 ・松村 １－６ ７－５ ３－６ 外山・岩中（大経大） 
渡辺・谷口       def      清水・出雲（関 大） 
佐々木・大鉢 ６－２ ３－６ ６－８ 中山・西山（関学大） 
原田・佐藤   ０－６ ４－６  長谷川・村上（京府大） 
宇野・松田   ６－２ ６－１   井口・加藤（京 大） 
大石・山下   ６－１ ６－２   藤本・小松（阪 大） 
高木・中田   ６－１ ６－３  百々野・奥村（京産大） 
田中・馬場   ９－７ ６－１   増田・曽田（神商大） 
山口・伊良子  ６－２ ６－２   山本・東田（京産大） 
▽３回戦 
宇野・松田 ２－６ ７－５ ０－６ 大多和・池田（関学大） 
大石・山下   ９－７ ６－３   戎 ・宇野（大学大） 
高木・中田   ６－２ ６－０   小沼・間宮（京 大） 
田中・馬場   １－６ ３－６   庄山・ニ村（大市大） 
山口・伊良子  ０－６ ２－６   中山・茶円（関 大） 
▽４回戦 
大石・山下   ６－１ ６－１   古池・松岡（神外大） 
高木・中田 １－６ ６－２ ３－６ 浅野・柴山（甲南大） 
▽５回戦 
大石・山下   ４－６ ０－６  大多和・池田（関学大） 
(女子シングルス)（Ｂ－３０７） 

▽１回戦 
西沢 啓子   ６－１ ６－１   田中   （帝塚山） 
赤津 栖子       def       植田   （聖 和） 
▽２回戦 
野口 美子             森島   （神 大） 
西沢 啓子             福間   （樟 蔭） 
鍵野 美代   ６－２ ６－４   内藤   （神女大） 
鋸屋 幸子             斉藤   （帝塚山） 
林  則子   ７－５ ６－１   佐々木  （聖 和） 

横山由美子   ６－２ ６－２   町田   （梅 花） 
加藤けい子   ７－５ ６－４   荒川   （聖 和） 
▽３回戦 
鍵野 美代             妻藤   （京外大） 
鋸屋 幸子   ６－２ ６－１   柿原   （京府大） 
林  則子   ６－１ ６－３   葮山   （神外大） 
横山由美子   ６－２ ６－３   浅田   （桃山大） 
加藤けい子 ２－６ ６－３ １－６ 曹    （山 手） 
▽４回戦  
鍵野 美代   ６－１ ６－１   橘   （甲南女大） 
鋸屋 幸子   ０－６ ０－６   三宅   （甲南大） 
林  則子   ３－６ １－６   谷内   （大市大） 
横山由美子   ７－５ ６－０   曹    （山 手） 
▽５回戦 
鍵野 美代   ９－７ ６－３   寺田   （神 大） 
横山由美子   １－６ ３－６   山田   （梅 花） 
▽６回戦 
鍵野 美代   ２－６ １－６   田中   （成 螇） 
(女子ダブルス)（Ｂ－１５０） 

▽１回戦 
野口・加藤 ５－７ ６－３ ２－６ 藤山・市橋（神女大） 
▽２回戦 
鍵野・横山   ６－３ ６－２    原・深西（甲南女大） 
鋸屋・赤津       def       酒井・伊藤（帝塚山） 
西沢・林    ６－２ ７－５   土内・正埜（樟 蔭） 
▽３回戦 
鍵野・横山   ６－３ ６－４  久賀田･内田(武庫川女大) 
西沢・林    ０－６ ０－６   井上・三宅（甲南大） 
▽４回戦 
鍵野・横山   ５－７ ２－６   岩崎・横手（大学大） 
 

１９６６（昭和４１）年 
【関西学生庭球選手権】（夏） 

           （ ８月１５日～７日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２４） 

▽１回戦 
大石  理   １－６ ２－６   岡本   （関学大） 
亀山 久光   ６－２ ６－２   川越   （阪外大） 
大岡 征武 ４－６ ８－６ ６－３ 山本   （中京大） 
山下  寛   ０－６ １－６   鈴木   （関学大） 
富田 正明   ６－２ ６－１   茶円   （関 大） 
芳賀龍太郎   ２－６ ８－10   吉岡   （神 大） 
山口 義弘   ０－６ ０－６   今井   （関学大） 
秋山 政行 ４－６ ６－１ ２－６ 上崎   （甲南大） 
中田 泰男      def       道原   （福岡大） 
奥田  豊 ４－６ ７－５ ６－４ 坂井   （関 大） 
松田 英夫 ２－６ ６－２ ４－６ 段野   （神商大） 
▽２回戦 
亀山 久光 ３－６ ６－４ ６－２ 木本   （甲南大） 
大岡 征武   ６－４ ６－２   西尾   （甲南大） 
富田 正明   ６－１ ６－２   林    （関学大） 
中田 泰男   １－６ １－６   明石   （関 大） 
奥田  豊   ６－３ ６－４   小室   （関学大） 
▽３回戦 
亀山 久光 ６－２ ３－６ ０－６ 今泉   （中京大） 
大岡 征武   ２－６ ３－６   倉光   （立教大） 
富田 正明   ４－６ ２－６   栗岡   （慶応大） 
奥田  豊   ３－６ ３－６   宮川   （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－７１） 
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▽１回戦 
秋山・亀山   ６－１ ６－４   浅野・柴山（甲南大） 
芳賀・奥田   ３－６ ３－６   高木・西尾（甲南大） 
大石・山下 ６－３ ０－６ ６－４ 阿部・武田（神 大） 
高木・中田   ７－９ ４－６   小幡・曾田（神商大） 
大岡・富田   ６－１ ６－２   渡辺･川久保（近 大） 
▽２回戦 
秋山・亀山 １－６ ６－３ ６－２ 中林・周 （神 大） 
大石・山下   ３－６ １－６   加藤･宇津原（関学大） 
大岡・富田 ６－２ ４－６ ６－３ 沢田・前田（神 大） 
▽３回戦 
秋山・亀山 ６－８ ６－２ ６－０ 奥村・細井（関学大） 
大岡・富田       def        栗岡・古林（慶応大） 
▽４回戦 
秋山・亀山 ３－６ ２－６ ４－６  三村(明大)･中島(慶大) 
 
１９６６（昭和４１）年 

【関西学生室内庭球選手権】第１回 

       （１２月 ５・６・７日 大阪市立中央体育館） 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
芳賀・奥田     ３－６     坂井・守安（関 大） 
秋山・亀山     ６－３    大多和・池田（関学大） 
大石・山下     ４－６     今井・高屋（関学大） 
高木・中田     ２－６     後藤・尾園（関 大） 
▽２回戦 
秋山・亀山   ６－２ ６－２   中山・茶円（関 大） 
▽準々決勝 
秋山・亀山 ０－６ ６－４ ９－７ 今井・高屋（関学大） 
▽準決勝 
秋山・亀山 ７－９ ６－４ ６－３ 奥村・細井（関学大） 
▽決勝 
秋山・亀山 ４－６ ６－４ １－６ 加藤・宇津原（関学大） 
〈準優勝〉 

(女子ダブルス) 

▽１回戦（Ｂ－１６） 
鍵野・横山     ６－４     門田・森田（大学大） 
▽２回戦 
鍵野・横山   ５－７ ３－６ 寺川・色川（武庫川女大） 
 
１９６６（昭和４１）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

           （１１月１２日～11日間 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－５０６） 

▽１回戦 
伊良子光忠   ６－０ ６－１   広田   （京 大） 
高木 繁一   ６－０ ６－０   森本   （京工大） 
松村 憲樹   ６－２ ６－２   直木   （京府大） 
原  正幸   ９－11 ７－９   小泉   （芦屋大） 
原田 雅弘   ６－０ ６－０   中西   （京府大） 
田中 利和   ６－０ ６－０   神原   （大歯大） 
山下  寛   ６－０ ６－１   古谷   （神商大） 
大石  理   ６－２ ６－２   中沢   （大薬大） 
原  四郎   ６－０ ６－１   井口   （京外大） 
奥田  豊       def      西尾   （京工大） 
佐々木信雄       def      溝口   （追手門） 
山口 善弘 ６－３ ６－８ ６－３ 梅本   （桃山大） 
馬場 信吾   ６－０ ６－０   加藤   （京 大） 
大鉢 憲二   ６－０ ６－０   栗谷   （大工大） 
有岡 正夫   ５－７ ０－６   二村   （大市大） 

中田 泰男   ６－０ ８－６   長谷川  （京府大） 
小金丸健治   ７－５ ６－３   高橋   （芦 大） 
村沢  泉       def       織田   （京 大） 
沢野 唯志   ６－４ ９－７   般原   （神 大） 
▽２回戦 
伊良子光忠   ２－６ ０－６   山根   （甲南大） 
高木 繁一   ６－１ ７－５   西山   （関学大） 
松村 憲樹 ７－５ ２－６ ４－６ 阪本   （京 大） 
原田 雅弘   ０－６ １－６   中山   （関 大） 
田中 利和 １－６ ６－２ １－６ 堅田   （神 大） 
山下  寛   ６－１ ６－０   糸川   （大歯大） 
大石  理   ６－２ ７－５   村内   （阪 大） 
原  四郎 ４－６ 10－８ ３－６ 清水   （関 大） 
奥田  豊   ６－２ ６－１   岩本   （桃山大） 
佐々木信雄   ６－１ ６－３   武藤   （京府大） 
山口 善弘 ４－６ ６－２ ６－３ 吉原   （阪 大） 
馬場 信吾   ６－１ ６－３   舟木   （大経大） 
大鉢 憲二   ６－１   def     田中   （阪 大） 
中田 泰男   ６－１ ６－４   吉田   （和 大） 
小金丸健治   ４－６ ３－６   周    （関学大） 
沢野 唯志   １－６ ３－６   石川   （関 大） 
▽３回戦 
高木 繁一 ０－６ ６－４ ６－１ 中村   （大府大） 
山下  寛 ２－６ ７－５ ６－２ 円治   （関 大） 
大石  理 ６－４ ５－７ ６－４ 出口   （大体大） 
奥田  豊   ６－０ ６－２   高橋   （大学大） 
佐々木信雄 ４－６ ６－３ ３－６ 竹村   （関学大） 
山口 善弘   ６－２ ６－２   藤原   （大府大） 
馬場 信吾   ７－５ ６－１   犬伏   （関 大） 
大鉢 憲二   １－６ ３－６   山本   （甲南大） 
中田 泰男 ６－２ ２－６ ６－０ 吉田   （和 大） 
▽４回戦 
高木 繁一 ６－４ ４－６ ６－４ 山根   （甲南大） 
山下  寛   ３－６ １－６   大隅   （関 大） 
大石  理   １－６ ２－６   渡辺   （近 大） 
奥田  豊   ５－７ １－６   竹村   （関学大） 
山口 善弘   ３－６ ５－７   荒木   （関学大） 
馬場 信吾   ２－６ ３－６   釜山   （関学大） 
中田 泰男   11－９ ７－５   二村   （大市大） 
▽５回戦 
高木 繁一   １－６ ４－６   林    （関学大） 
中田 泰男 10－８ ３－６ ３－６ 山本   （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－２２０） 

▽１回戦 
原田・村沢      def      康 ・原 （阪 大） 
小金丸・有岡   ６－２  ６－２  玉井・大谷内（大学大） 
大石・山下   ６－０ ６－１   小西・中西（京産大） 
原 ・沢野      def      白井・福田（京 大） 
佐々木・大鉢  ２－６ ３－６   上崎・木本（甲南大） 
高木・中田   ６－０ ６－１   高橋・穗永（和 大） 
原 ・松村 ６－４ ３－６ ６－１ 宇野・滝沢（甲南大） 
山口・馬場   ６－３ ７－５   梶田・水岡（阪 大） 
▽２回戦 
伊良子・田中     def      西中・綿谷（京産大） 
小金丸・有岡  ６－３ ６－３   酒井・平本（京外大） 
大石・山下   ６－０ ６－２   西端・服部（神商大） 
原 ・沢野   １－６ １－６   森川・大原（阪 大） 
高木・中田   ６－０ ６－４   松田・吉川（大学大） 
原 ・松村   ６－３ ６－２   武貞・勝呂（神 大） 
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山口・馬場   ６－１ ６－４   桑原・西田（大市大） 
▽３回戦 
伊良子・田中  ３－６ ３－６   中山・茶円（関 大） 
小金丸・有岡 ３－６ ８－６ ２－６ 松田・伊豆田（近 大） 
大石・山下   ６－３ ６－４   浅野・今井（甲南大） 
高木・中田   ６－１ ６－１   藤田・谷口（京工大） 
原 ・松村   ０－６ ５－７   大隅・藤野（関 大） 
山口・馬場   ２－６ ６－８   増成・柴山（甲南大） 
▽４回戦 
大石・山下   ７－５ ６－２   森川・酒井（桃山大） 
高木・中田   ７－９ ０－６   上崎・木本（甲南大） 
▽５回戦 
大石・山下 ２－６ ６－４ ２－６ 森川・大原（阪 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－３５４） 

▽１回戦 
永末 摩美   ６－０ ６－０   三崎   （聖 和） 
林  則子      def       岡木   （京女大） 
▽２回戦 
加藤けい子   ６－０ ６－０   岡    （帝短大） 
鋸居 幸子   ６－３ ６－０   吉永   （京女大） 
横山由美子   ６－０ ６－０   加藤   （神女大） 
永末 摩美   ６－１ ６－２   福原   （甲南大） 
林  則子   ６－３ ６－３   原田   （大女大） 
野口 美子   １－６ ０－６   白崎   （樟 蔭） 
鍵野 美代   ６－０ ６－０   中江   （帝塚山） 
西沢 啓子       def      浅井   （京府大） 
▽３回戦 
加藤けい子   ２－６ ３－６   日下  （甲南女大） 
鋸居 幸子   ４－６ ０－６   浅田   （桃 大） 
横山由美子   ６－２ ６－１   佐々木  （聖 和） 
永末 摩美             宇野   （帝短大） 
林  則子   ２－６ ３－６   大野   （成 蹊） 
鍵野 美代   ６－１ ６－１   酒井   （大学大） 
西沢 啓子   ０－６ ３－６   前川   （関学大） 
▽４回戦 
横山由美子   ６－２ ６－１   沢井   （帝短大） 
永末 摩美 ３－６ ６－３ ６－３ 田村   （神女大） 
鍵野 美代   ６－０ ６－１   飯田   （帝塚山） 
▽５回戦 
横山由美子 ６－１ １－６ ６－４ 飯野   （神女大） 
永末 摩美   ５－７ ２－６   能本   （大女大） 
鍵野 美代   ４－６ ２－６   藤本   （大市大） 
▽準々決勝 
横山由美子   １－６ ０－６   田中  （成蹊女短） 
(女子ダブルス)（Ｂ－１８４） 

▽１回戦 
西沢・野口   ６－２ ６－０   小椋・松盛（樟 蔭） 
永末・林  11－９ ４－６ ６－４ 青山・塩川（樟 蔭） 
▽２回戦 
西沢・野口   ６－１ ７－５  中島・寺阪（山手短大） 
永末・林              池永・松本（同女大） 
鍵野・横山   ６－２ ６－４  梅田・横田（甲南女大） 
加藤・鋸屋   ６－３ ６－４   志田・三代（阪 大） 
▽３回戦 
西沢・野口 ６－４ ３－６ １－６ 岩尾・佐々木（同女大） 
永末・林    ４－６ ２－６   能本・中川（大女大） 
鍵野・横山   ６－１ ６－０   沢井・藤木（帝短大） 
加藤・鋸屋   ６－１ ６－０   小林・木下（樟 蔭） 
▽４回戦 

鍵野・横山 ４－６ ６－２ 13－11 能本・中川（大女大） 
加藤・鋸屋   ２－６ １－６  田中・有地（成蹊女大） 
▽５回戦 
鍵野・横山   ４－６ ４－６   前川・藤井（関学大） 
 
１９６６（昭和４１）年 
【関東学生庭球選手権】（夏） 

           （ ８月２３日～２９日 ） 
(男子シングルス) 

▽１回戦 
亀山 久光 ６－３ ４－６ ７－５ 森    （慶応大） 
▽２回戦 
亀山 久光 １－６ ６－４ １－６ 木村   （成蹊大） 
 

１９６６（昭和４１）年 

【全日本学生庭球選手権】第３４回 

           （ ７月１６日～２３日 田園Ｃ） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２８）(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

(女子シングルス)（Ｂ－６４） (女子ダブルス)（Ｂ－３２） 

 

１９６６（昭和４１）年 

【全日本庭球選手権】第４１回 

           （１１月 １日～ ９日 靱公園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
秋山・亀山(同大) ２－６ ６－８ ３－６ 手塚･黒松(朝日生命) 
 
１９６６（昭和４１）年 

【京都オープン庭球トーナメント】第２２回 

           （ ４月  日～    ） 
(男子ダブルス) 

▽決 勝  田中(OB 西京ｸ)･江崎(ｺﾞｰﾙﾄﾞｸﾗﾌ )゙〈優 勝〉 

 

１９６６（昭和４１）年 

【京都府庭球選手権】第２０回 

           （１１月 ３日～２３日 西院公園） 
(男子シングルス)（Ｂ－５０） 

▽１回戦 
谷口宇平(同大)－ 堀内 寛(OB同大ｸ)－ 島図博次(OB同大ｸ)－ 
富田正明(同大)－ 田中良和(OB西京ｸ)－  竹中清史(OB同大ｸ)－ 
西田裕一(同大)－ 大岡征武(同大)－ 
松田英夫(同大)6-0 6-0土屋(西院) 松田英夫(同大)1-6 7-9本庄(京大) 
▽準々決勝 
富田 正明(同大)       def         吉田   （京 大） 
大岡 征武(同大)       def       江崎   （立命ｸ） 
田中 良和(OB西京ｸ) ２－６ ６－２ ６－３  有岡  （京 大） 
▽準決勝 
田中 良和(OB西京ｸ) １－６ ６－３ ６－２  江崎   （立命ｸ） 
▽決 勝 
田中 良和(OB西京ｸ)  ２－６ １－６   吉田  （京 大） 
〈準優勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－３９） 

▽１回戦 
島図･竹中(OB同大ｸ)－         谷口･西田(同大)－ 
石井･松田(同大)－            大岡･富田(同大)－ 
 

１９６６（昭和４１）年 

【毎日庭球選手権】第４１回（春） 

           （ ５月１０日～11日間 香枦園TC） 
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 (男子シングルス)  

▽１回戦（Ｂ－２８２） 

奥田  豊(同大)   ６－０ ６－４   北川  (大府大) 
佐々木信雄(同大)       def      岡田  (三菱電機) 
▽２回戦 

中田 泰男(同大)   ６－２ ６－１   神沢  (甲南大) 
山口 善弘(同大) ６－４ ３－６ ３－６ 中田  (神 大) 
谷口 宇平(同大) ６－２ ２－６ ６－０ 八木  (神 大) 
原  四郎(同大)   ６－１ ８－６   武貞  (神 大) 
奥田  豊(同大)   １－６ １－６  森 良一(日本生命) 
小金丸健治(同大)   １－６ １－６   織田  (京 大) 
松田 英夫(同大)   ６－１ ６－２   井村  (神 大) 
高木 繁一(同大)   ６－１ ６－４   間宮  (京 大) 
宇野 洋二(同大)   １－６ ２－６   辻本  (甲南大) 
有岡 正夫(同大) ２－６ ６－４ ４－６ 田中  (京 大) 
伊良子光忠(同大)   ２－６ ３－６   円井 (香枦園ク) 
大鉢 憲二(同大)   ０－６ ２－６   野田山 (大市大) 
田中 利和(同大)   １－６ １－６   野田  (阪外大) 
渡辺 洋治(同大)   ６－０ ６－１   森本  (関 大) 
馬場 信吾(同大)   ４－６ ３－６   茶円  (関 大) 
佐々木信雄(同大)   ５－７ ５－７   仲井  (日本電炉) 
山下  寛(同大)       def      安田   (京 大) 
芳賀龍太郎(同大)   ６－０ ６－０    勝呂  (神 大) 
大石  理(同大) ６－２ ４－６ ４－６ 薮木  (近 大) 
西田 裕一(同大)   １－６ ３－６   小林  (住友金) 
▽３回戦 

中田 泰男(同大)   ４－６ ２－６   吉岡  (神 大) 
谷口 宇平(同大)   ２－６ ３－６   高木  (甲南大) 
原  四郎(同大)   ４－６ １－６   河盛  (阪 大) 
松田 英夫(同大) ６－２ ３－６ ０－６ 井上  (京 大) 
高木 繁一(同大) ２－６ ６－３ ６－８ 釜山  (関学大) 
渡辺 洋治(同大) ２－６ ６－２ ３－６ 田附  (関学大) 
山下  寛(同大)   ３－６ ２－６   木下   (阪 大) 
芳賀龍太郎(同大)   ６－４ ６－４    平山  (甲南大) 
▽４回戦 

芳賀龍太郎(同大) ４－６ ７－５ ２－６  三木  (帝 人) 
 (男子ダブルス)（Ｂ－１２４） 

▽１回戦 
伊良子・佐々木(同大) １－６ １－６    田辺・田辺(芦屋ｸ) 
大石・山下(同大)   ４－６ ４－６ 仲井・鈴木(日本電炉) 
芳賀・高木(同大)   ６－３ ６－４  八木・徳田(神 大) 
山口・中田(同大)５－７ ６－３ ３－６ 野田・片山(大市大) 
渡辺・谷口(同大)   ６－０ ６－４  池田・森田(関 大) 
小金丸・馬場(同大)  ４－６ ４－６  鈴木・谷 (関学大) 
松田・奥田(同大)   ６－１ ６－０   今来・村上(甲南大) 
原 ・田中(同大) ３－６ １－６   小林(住軽金)･野々村(日ﾚ) 
宇野・西田(同大)   ０－６ ３－６  田中・坂井(関 大) 
大鉢・有岡(同大)   ２－６ ０－６  河盛・木下(阪 大) 
▽２回戦 
芳賀・高木(同大) ０－６ ６－３ ０－６ 守安・尾園(関 大) 
渡辺・谷口(同大)12－10 ５－７ ３－６ 川久保･川久保(近大) 
松田・奥田(同大)   ２－６ １－６  加藤・宇津原(関学大) 
(女子シングルス)（Ｂ－１３１） 

▽１回戦 
鍵野 美代(同大)   ６－１ ６－０   宮川  (神女大) 
横山由美子(同大)   ６－２ ６－０   平井  (甲南大) 
永末 摩美(同大)   ６－２ ６－３   津村  (甲南大) 
野口 美子(同大)   ０－６ １－６   森藤(武庫川女大) 

西沢 啓子(同大)   ６－２ ６－２   西松  (大女大) 
吉田 博子(同大)   ６－１ ６－２   寺田  (神女大) 
▽２回戦 
鍵野 美代(同大)   ０－６ ０－６   河野  (甲子園ｸ) 
横山由美子(同大)   ３－６ ５－７   白崎 (樟蔭女大) 
永末 摩美(同大)   ０－６ １－６   上間  (住友金) 
西沢 啓子(同大)   ０－６ ４－６   橋本  (甲南大) 
吉田 博子(同大)   ０－６ ０－６   沢松(和)  (神戸ｸ) 
(女子ダブルス)（Ｂ－６３） 

▽１回戦 
西沢・野口(同大) ６－３ ６－８ ６－４ 内藤・市橋 (神女大) 
横山・永末(同大) ４－６ ６－３ ８－６ 佐々木･津村(甲南大) 
吉田・鍵野(同大)   ６－１ ６－０  伊丹・平井 (神女大) 
▽２回戦 
西沢・野口(同大)   ２－６ ２－６  荒井・斉藤 (甲南大) 
横山・永末(同大)   ０－６ ０－６  奥出・梶本 (大市大) 
吉田・鍵野(同大)   １－６ ２－６  福山・星  (大鉄局) 
 
１９６６（昭和４１）年 

【中国庭球選手権】第２０回 

         （ ８月２０日～２３日 広島市中央ﾃﾆｽｺｰﾄ） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
大岡 征武(同大)   ６－３ ６－３   芝柴    (防府ｸ） 
宇野 洋二(同大)   ６－４ ７－５   北原   （岡山ｸ） 
富田 正明(同大)   ６－３ ６－１   藤田（国泰寺高教） 
松田 英夫(同大)   ６－２ ６－１   中川  （岡山大） 
▽２回戦 
大岡 征武(同大)   ６－０ ６－１   井本   （岡山ｸ） 
宇野 洋二(同大)   １－６ ４－６   岡田   （呉 ｸ） 
富田 正明(同大)        def       瀬口 （宇部興産） 
松田 英夫(同大) ６－８ ９－７ ６－２ 池村 （段谷産業） 
▽３回戦 
大岡 征武(同大)   ６－３ ６－１   津村 （広島商大） 
富田 正明(同大)   ９－７ ６－０   辻    （防府ｸ） 
松田 英夫(同大)   ６－２ ６－１   阿部 （広島商大） 
▽準々決勝 
大岡 征武(同大)   ４－６ ６－８   四反田 （広商大） 
富田 正明(同大)   ６－０ ８－６   磯島  （関学大） 
松田 英夫(同大)   ３－６ ４－６   加藤  （広商大） 
▽準決勝 
富田 正明(同大)   ６－３ ７－５   加藤  （広商大） 
▽決勝 
富田 正明(同大) ３－６ ６－３ ４－６ 中村   （岡山ｸ） 
〈準優勝〉 
(男子ダブルス)（Ｂ－４０） 

▽１回戦 
宇野･松田(同大)       def      松本・原口 (三菱銀行) 
▽２回戦 
宇野･松田(同大)  １－６ １－６   杉原・岡田   (呉 ｸ) 
大岡･富田(同大) ６－０ ６－２  津島(広島ﾏﾂﾀﾞ)･高井(広大医研) 
▽３回戦 
大岡･富田(同大)  ９－７ ６－４   川本(田頭ﾀｲﾙ)･林(造幣局) 
▽準々決勝 
大岡･富田(同大) ６－４ ４－６ ６－２    中村･佐々木（岡山ｸ） 
▽準決勝 
大岡･富田(同大)   ６－４ ７－５     辻 ・柴崎 （防府ｸ） 
▽決勝 
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大岡･富田(同大)  ６－４ ８－６   吉田・柴崎 （山口大） 
〈優 勝〉 
 
１９６６（昭和４１）年 

【四国庭球選手権】 

          （ ９月１７日～１８日 県営道後ﾃﾆｽｺｰﾄ） 
(男子シングルス)（Ｂ－３３）  (男子ダブルス)（Ｂ－１９） 
雨天の為 昭和４１年度大会 中止 

 

１９６６（昭和４１）年 

【関西庭球選手権】第４２回 

           （ ８月３０日～９日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－   ） 

▽１回戦 
富田 正明(同大)   ７－５ ６－１   小浦 (源)(関学大) 
田中 利和(同大)   ５－７ ３－６   小泉  (芦 大) 
原田 雅弘(同大)   ０－６ ０－６   横山  (関学大) 
伊良子光忠(同大)   ２－６ ２－６   河盛   (芦屋ｸ) 
谷口 宇平(同大)   １－６ ３－６   京谷  (甲南大) 
原  正幸(同大)       def       河越   (阪外大) 
亀山 久光(同大)   ６－０ ６－０ 能登谷(日本住宅公団) 
秋山 政行(同大)   ６－０ ６－１   加藤  (京産大) 
大岡 征武(同大)   ６－１ ６－０   岡崎  (香枦園ｸ) 
大石  理(同大) ６－０ ５－７ ６－０ 安村  (関学大) 
山下  寛(同大)   ６－３ ６－０   瀬川 (ｾﾞﾈﾗﾙ石油) 
馬場 信吾(同大)            def        白井    (京  大) 
小金丸建治(同大)   ６－２ ６－１   宇野  (甲南大) 
大鉢 憲二(同大)   ２－６ ４－６   藤原  (関学大) 
佐藤   (同大)       def        宮井  (神商大) 
中田 泰男(同大)   ６－０ ６－０   木全 (早川電気) 
有岡 正夫(同大)   ６－０ ６－０   宮木  (京外大) 
山口 善弘(同大)   １－６ ２－６   山本  (甲南大) 
宇野 洋二(同大)   ０－６ ０－６   平尾  (京府大) 
高木 繁一(同大)   ２－６ ２－６   鈴木 (日本電炉) 
芳賀龍太郎(同大)   ６－４ ６－４   柴田  (香枦園ｸ) 
松村 憲樹(同大)       def        三輪  (甲南TS) 
奥田  豊(同大)         def        高橋 (日本電炉) 
▽２回戦 
富田 正明(同大)   ５－７ ４－６   猪崎   (中ﾓｽﾞｸ) 
亀山 久光(同大)   ６－１ ６－３   二村  (大市大) 
秋山 政行(同大)   ６－０ ８－６   久保  (阪外大) 
大岡 征武(同大)   ６－２ ６－２   高取 (ｾﾞﾈﾗﾙ石油) 
大石  理(同大) ７－５ ２－６ ３－６ 茶円   (関 大) 
山下  寛(同大)   ６－３ ６－３   松島    (京産大) 
馬場 信吾(同大) ２－６ ７－５ ３－６ 中野  (阪 大) 
小金丸建治(同大)   ９－７ ６－２   静野   (芦 大) 
中田 泰男(同大) ６－４ ６－８ ０－６ 上崎  (甲南大) 
有岡 正夫(同大)   ０－６ ０－６   田辺   (芦 ｸ) 
芳賀龍太郎(同大) ６－８ ６－３ ６－２ 池宗  (関学大) 
奥田  豊(同大)   ６－３  ６－３     藤野  (関 大) 
▽３回戦 
亀山 久光(同大) ３－６ ６－１ ６－２ 尾園  (関 大) 
秋山 政行(同大)   ６－２ ６－４   大隈  (関 大) 
大岡 征武(同大)   １－６ ３－６   宇津原  (関学大) 
山下  寛(同大)   １－６ ０－６   藤井  (三菱電機) 
小金丸建治(同大)   ０－６ ０－６   奥村   (関学大) 
芳賀龍太郎(同大)   ４－６ １－６   細井  (関学大) 
奥田  豊(同大) ７－５  ５－７ １－６  辻本  (甲南大) 

▽４回戦 
亀山 久光(同大)   ２－６ ０－６   渡辺 (住友中研) 
秋山 政行(同大)   ３－６ ３－６   宇津原 (関学大) 
(男子ダブルス)（Ｂ－   ） 

▽１回戦 
伊良子・田中(同大)  ２－６ ４－６   渡辺･三村  (池田ｸ) 
原 ・松村(同大)       def        山根･増成 (甲南大) 
原田・佐藤(同大)           def        鈴木･谷  (阪 大) 
秋山・亀山(同大)     ６－４ ６－１     森島･田中(和歌山ｸ) 
山口・馬場(同大)    ４－６ ６－８     玉井･首藤(大阪ｶﾞｽ) 
大石・山下(同大)         def         真野･萩野 (甲南大) 
大岡・富田(同大)   ６－１ ６－１   松島･浅井 (京産大) 
小金丸・有岡(同大) ６－２ ２－６ ６－４ 北尾･中井 (京薬大) 
宇野・谷口(同大)     ６－２ ６－４   藤井･西井 (甲南大) 
芳賀・奥田(同大)    ３－６ ７－９ 大多和･池田 (関学大) 
佐々木・大鉢(同大)   １－６ ２－６  山本･柳田 (甲南大) 
▽２回戦 
秋山・亀山(同大)   ６－３ ６－３   大隈･藤野 (関 大) 
大石・山下(同大)    ９－７ ７－５   山中･高垣 (芦屋ク) 
大岡・富田(同大) ７－５ ４－６ ７－５ 中山･茶円 (関 大) 
小金丸・有岡(同大)  １－６ ０－６   春日･木本  (甲南大) 
宇野・谷口(同大)    ２－６ １－６    加藤･宇津原(関学大) 
高木・中田(同大)   ６－１ ６－２   安村･倉橋  (関学大) 
▽３回戦 
秋山・亀山(同大)   ６－２ ６－２   松原･藤原 (関学大) 
大石・山下(同大)    ０－６ ０－６    松村･高屋 (関学大) 
大岡・富田(同大)   ６－２ ６－２   池宗･村松 (関学大) 
高木・中田(同大)   １－６ １－６   本井･三木 (帝 人) 
▽４回戦 
秋山・亀山(同大)  ８－10 ４－６  古田(日生)･市山(旭化成) 
大岡・富田(同大)  ２－６ ５－７     横山･今井 (関学大) 
(女子シングルス)（Ｂ－   ） 

▽１回戦 
横山由美子(同大)   ６－２ ６－１   福原  (甲南大) 
鋸屋 幸子(同大) ３－６ ６－１ ４－６ 堀尾 (甲南女大) 
林  則子(同大)   ６－０ ６－０   北里  (甲南大) 
鍵野 美代(同大)   ６－０ ６－１   松下 (大谷女短) 
加藤けい子(同大)   １－６ ０－６   坂田 
西沢 啓子(同大) ７－５ ４－６ ３－６ 梅田 (甲南女大) 
永末 摩美(同大)   ４－６ ６－８   一円  (関学大) 
▽２回戦 
野口 美子(同大)   ６－４ ７－５   増田  (芦女短) 
横山由美子(同大)   ６－０ ６－１   吉田  (芦女短) 
林  則子(同大)   ３－６ １－６   佐々木 (甲南大) 
鍵野 美代(同大) ６－２ ４－６ ６－２ 谷内  (大市大) 
▽３回戦 
野口 美子(同大)   ０－６ ０－６   沢松(和)  (神戸ｸ) 
横山由美子(同大)   ０－６ ０－６   森藤 (武庫川女) 
鍵野 美代(同大)   １－６ ０－６   坂田  (日 生) 
(女子ダブルス)（Ｂ－   ） 

▽１回戦 
野口・加藤(同大) ６－４ ２－６ ０－６ 山崎･神吉 (甲南大) 
永末・鋸屋(同大)   ２－６ ０－６    寺川･色川(武庫川女) 
西沢・林 (同大)   ６－０ ６－０  原 ･堀尾(甲南女大) 
▽２回戦 
鍵野・横山(同大)   ６－１ ６－０   若松･藤井(成蹊女高) 
西沢・林 (同大)    ３－６ ４－６   永井･西本 (香枦園ｸ) 
▽３回戦 
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鍵野・横山(同大)   ０－６ ０－６  木村(芦ｸ)･河野(甲子園ｸ) 
 
１９６７（昭和４２）年 

◆社会：資本取引の自由化－基本方針を閣議決定(6/6)。 

        ﾍﾞﾄﾅﾑ特需。日本航空世界1週線の営業開始(3/6)。 

       中東戦争(ｱﾗﾌﾞ諸国－ｲｽﾗｴﾙ)(6/5)。 

       東南ｱｼﾞｱ諸国連合結成(8/8)。 

【国道１号線東山バイパス開通(4/)】 

★流行語：『イエイエ』 

◇本学ﾃﾆｽ：部長－恒藤 武二教授 就任(4/1～)。 

 

１９６７（昭和４２）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）熊本 
 

１９６７（昭和４２）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （ ４月 ９日～    芦屋） 
＜男子１部リーグ＞ 

× 同志社  （複 －  単 － ）  甲南大 

 (ダブルス) 

Ｎo１ 秋山・亀山 
Ｎo２ 
Ｎo３ 
 (シングルス) 
Ｎo１ 亀山 久光             円崎  勝 
Ｎo２                   上崎 和之 
Ｎo３                   木本結一郎 
Ｎo４                   春日  徹 
Ｎo５                   京谷 光雄 
Ｎo６                   山根 義治 
 

× 同志社  （複 －  単 － ）  関学大 

 (ダブルス) 

Ｎo１ 秋山・亀山 
Ｎo２ 
Ｎo３ 
 (シングルス) 
Ｎo１ 亀山 久光 
Ｎo２ 
Ｎo３ 
Ｎo４ 
Ｎo５ 
Ｎo６ 
 

× 同志社  （複 －  単 － ）  関西大 

 

＜男子１部リーグ④位＞    同志社大学 ０勝３敗 

 
【入替戦】 

× 同志社  （複 －  単 － ）  神 大 

＜１部④位＞            ＜２部①位＞ 

 (ダブルス) 

Ｎo１ 秋山・亀山             周 ・堅田 
Ｎo２                   沢田・武田 
Ｎo３                   阿部・前田 
 (シングルス) 
Ｎo１ 亀山 久光             沢田 欣輝 
Ｎo２                   阿部 大聞 
Ｎo３                   武田 直彦 

Ｎo４                   北尾 善明 
Ｎo５                   行田 三郎 
Ｎo６                   前田 克巳 
 

＜男子１部リーグ（降格）＞  同志社大学 

 
１９６７（昭和４２）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】      ＜女子の部＞ 

     （  月  日～   ） 
＜女子３部リーグ＞ 

 同志社  （複 －  単 － ） 

 

＜女子３部リーグ 位＞    同志社大学(女子)  勝 敗 

 

１９６７（昭和４２）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

          （  月  日・  日 同大 岩倉） 

 同志社  （複 －  単 － ）  立教大 

 
１９６７（昭和４２）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （ ７月２１日    同大 岩倉） 

○ 同志社  （複 －  単 － ）  青学大 

 (ダブルス) 

Ｎo１                   杉山・畔柳 
Ｎo２                   中嶋・羽石 
Ｎo３                   小泉・鈴木 
 (シングルス) 
Ｎo１                   小泉  稔 
Ｎo２                   羽石  滋 
Ｎo３                   杉山 雅夫 
Ｎo４                   中嶋 康博 
Ｎo５                   鈴木 克徳 
Ｎo６                   宮川  真 
 
１９６７（昭和４２）年 

【定期戦】復活 第22回 対 京都大学戦 

           （  月  日    京大） 

○ 同志社 ７（複２－２ 単５－２）４ 京都大 

 

１９６７（昭和４２）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （  月  日     関大） 

△ 同志社 ４（複１－２ 単３－２）４ 関西大 

 (ダブルス)            １引分 

Ｎo１×亀山・奥田 ５－７ ２－６     大隈・茶円 
Ｎo２○山下・中田 ７－５ ６－３     石川・藤野 
Ｎo３×大石・田中 ５－７ ２－６     尾園・花園 
 (シングルス) 
Ｎo１△亀山 久光 ６－２ ４－６ 1-2 (日没) 茶円 一夫 
Ｎo２×奥田  豊 １－６ ３－６     尾園 順司 
Ｎo３○中田 泰男 ７－５ ６－８ ６－１ 石川 武平 
Ｎo４×大石  理 ３－６ ２－６     大隈 辰哉 
Ｎo５○馬場 信吾 ６－３ ７－５     藤野  甫 
Ｎo６○山下  寛 １－６ ６－４ ６－２ 中山 順一 
 
１９６７（昭和４２）年 

予選【関西学生春季庭球トーナメント】 

             （ ４月２５日～６日間 各大学） 
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予選出場者 (男子シングルス)（Ｂ－４２３） 

４回生 伊良子光忠 高木 繁一 原  四郎 

３回生 小金丸建治 山下  寛 大石  理 

２回生 中田 泰男 有岡 正夫 柴田 信雄 大鉢 憲二 

田中 利和 原  正幸 馬場 信吾 松村 憲樹 

１回生 浅野 和典 田中 敏文 

予選出場組 (男子ダブルス)（Ｂ－１９２） 

原四郎・柴田  奥田・中田  大石・山下 小金丸・原正幸 

馬場・有岡   大鉢・田中  原田・松村  田中・浅野 

予選出場者 (女子シングルス)（Ｂ－２５４） 

３回生 永末 摩美 横山由美子 西沢 啓子 野口 美子 

２回生 林  則子 鋸屋 幸子 加藤けい子 

予選出場組 (女子ダブルス)（Ｂ－１２９） 

鍵野・横山  永末・林   野口・西沢  加藤・鋸屋 

 
１９６７（昭和４２）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

           （ ５月 ８日～８日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２１） 

▽１回戦 
高木 繁一 ６－４ ３－６ ５－７ 竹村   （関学大） 
亀山 久光   ６－３ ６－２   沢田   （関学大） 
奥田  豊   ６－３ ６－３   磯島   （関学大） 
大石  理   １－６ ３－６   石川   （中京大） 
芳賀龍太郎   ４－６ ３－６   伊豆田  （近 大） 
中田 泰男   ６－３ ６－４   藤原   （関学大） 
秋山 政行   ６－１ ６－２   井上   （大経大） 
▽２回戦 
亀山 久光   ６－２ ６－２   長谷川  （中京大） 
奥田  豊   ６－１ ８－６   守安   （関 大） 
中田 泰男 ６－４ ２－６ ０－６ 加藤   （大府大） 
秋山 政行   ６－３ ６－２   荒木   （関学大） 
▽３回戦 
亀山 久光   ６－２ ６－４   小浦   （関学大） 
奥田  豊 ０－６ ８－６ ６－３ 細井   （関学大） 
秋山 政行   ６－４ ６－４   奥村   （関学大） 
▽４回戦 
亀山 久光 ２－６ ６－３ ３－６ 高屋   （関学大） 
奥田  豊   ４－６ １－６   京谷   （甲南大） 
秋山 政行 ６－２ ２－６ ４－６ 加藤   （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６１） 

▽１回戦 
芳賀・高木   ６－４ ８－６   文田・中野（大市大） 
奥田・中田 ４－６ ７－５ ６－４ 石川・藤野（関 大） 
大石・山下   ４－６ １－６   石川・松本（中京大） 
▽２回戦 
芳賀・高木   ３－６ ２－６  大多和・池田（関学大） 
奥田・中田 ６－１ ５－７ ６－３ 鈴木・谷 （関学大） 
秋山・亀山   ６－３ ６－３   春田・上崎（甲南大） 
▽３回戦 
奥田・中田   ３－６ ２－６   京谷・円崎（甲南大） 
亀山・秋山 ２－６ ６－２ ３－６ 後藤・尾園（関 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－４９） 

▽１回戦 
横山由美子   ６－３ ６－３   依田  （甲南女大） 
永末 摩美   ２－６ ３－６   大野  （成蹊女大） 
▽２回戦 

横山由美子   １－６ １－６   中川 （武庫川女大） 
鍵野 美代 12－10 ３－６ ６－２ 鈴木   （甲南大） 
▽３回戦 
鍵野 美代   １－６ ４－６   田中  （成蹊女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－２２） 

▽１回戦 
横山・鍵野   ６－２ ９－７  鈴木・福城（甲南女大） 
▽２回戦 
横山・鍵野   ３－６ ０－６ 松田・中川（武庫川女大） 
 
１９６７（昭和４２）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１２日～10日間 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－５２３） 

▽１回戦  有岡 正夫－八木（神 大） 
▽２回戦 
有岡 正夫   ６－０ ６－３   橘     （和 大） 
大石  理－足立（立命大）  芳賀龍太郎－折橋 （京 大） 
井上 正則   ４－６ ３－６   島     （立命大） 
原田 雅弘   ４－６ ４－６   佐野    （阪 大） 
小金丸建治   ６－１ ６－２   谷本    （神 大） 
山口 善弘   ５－７ ３－６   中村    （大府大） 
寺田 恵一 ２－６ ７－５ ６－４ 勝呂    （神 大） 
山下  寛－中尾（神商大）  田中 利和－吉富  （京外大） 
馬場 信吾－加藤（和 大）  栩木 信司 def秋山 (阪外大） 
鳥居 由和   ６－０ ６－０   小橋    （和 大） 
高木 繁一－都井（桃山大）    石田 誠一－野津  （京工大） 
高橋  健   ６－０ ６－２   矢野    （神商大） 
原  正幸－野（桃山大） 
柴田 信雄   ６－０ ６－０   中山    （近 大） 
▽３回戦 
有岡 正夫－田淵（大経大）  大石  理－浅井 （京産大） 
芳賀龍太郎－錦田（阪 大）   小金丸健治－高垣 （大経大） 
山下  寛   ６－０ ６－３   山田    （大薬大） 
馬場 信吾－江藤（神外大） 
栩木 信司   ０－６ ０－６   西村    （甲南大） 
鳥居 由和   ６－０ 10－８   片山    （阪 大） 
高木 繁一－中西（神商大） 
高橋  健－安田（立命大） 
原  正幸－                 柴田 信雄－ 
▽４回戦 
大石  理－                 芳賀龍太郎－ 
小金丸健治－西 （京工大） 
寺田 恵一   ０－６ ０－６   藤井    （甲南大） 
山下  寛－                 馬場 信吾－ 
鳥居 由和－ 吉田（京 大） 高木 繁一－ 
柴田 信雄－ 
(男子ダブルス)（Ｂ－２２１） 

▽１回戦 
石田･高橋－岡本･柏谷(関学大)  馬場･田中－山田･安岡(神外大) 
小金丸･原－津田･田中(京大)山口･伊良子－神子沢･高木(阪外大) 
柴田･鳥居－鈴木･千川(近 大) 山下･大石－玉田･松尾(関学大) 
寺田･井上－康 ･小松(阪 大) 有岡･原田－井村･松浦(神 大) 
▽２回戦 
芳賀･高木－岩田･芹沢(京 大) 馬場･田中－ 
山下･大石－ 
(女子シングルス)（Ｂ－４５５） 

▽１回戦 
平山 陽子－藤原（京 大）  野口 美子－佐倉（京教大） 
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加藤けい子－南 （芦 大）  西沢 啓子－長谷川(京教大) 
永末 摩美－木戸（聖 和）  林  則子－中島（神女大） 
内山 佳子－都竹（帝 大） 
▽２回戦 
横山由美子－寺坂（山 手）  井上 啓子－北川（京府大） 
鋸屋 幸子－森川（帝 院）  永末 摩美－ 
林  則子－ 
▽３回戦 
横山由美子－    永末 摩美－    林  則子－ 
(女子ダブルス)（Ｂ－２０９） 

▽１回戦 
野口・鋸屋－和泉・富永(姫短)  西沢・加藤－横田・桝岡(平 安) 
内山・井上－森平・北埜(羽衣)  永末・林  －藤井・正久(神外大) 
▽２回戦  永末・林 (同大) 
 
１９６７（昭和４２）年 
【関西学生庭球選手権】（夏） 

           （ ９月 ５日～８日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１０２） 

▽１回戦 
中田 泰男   ６－２ ６－１   小浦   （関学大） 
山下  寛   ０－６ ２－６   堀井   （阪 大） 
大石  理   ４－６ ６－８   浅野   （甲南大） 
馬場 信吾 ６－２ ６－８ １－６ 杜多   （京 大） 
高木 繁一 ２－６ 13－11 ６－２ 行田   （神 大） 
芳賀龍太郎   ４－６ ３－６   岡本   （関学大） 
柴田 信雄   ６－３ ６－２   中村   （大府大） 
▽２回戦  
中田 泰男   ４－６ ７－９   高西   （大教大） 
秋山 政行 ２－６ ６－２ ６－４ 西井   （関学大） 
奥田  豊   ６－１ ６－３   高島   （近 大） 
亀山 久光   ６－２ ７－５   地宗   （関学大） 
高木 繁一   ６－１ ６－４   荒木   （関学大） 
柴田 信雄   １－６ １－６   高屋   （関学大） 
▽３回戦 
秋山 政行   ９－11 ３－６   前田   （神 大） 
奥田  豊   ０－６ ４－６   上崎   （甲南大） 
亀山 久光   ６－３ ６－３   北尾   （神 大） 
高木 繁一   ０－６ ３－６   林    （関学大） 
▽４回戦 
亀山 久光   ６－３ ６－１   林    （関学大） 
▽準々決勝 
亀山 久光 ２－６ ９－11 ２－６ 今井   （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－５３） 

▽１回戦 
芳賀・高木   ６－２ ６－４   西端・若狭（神商大） 
山下・大石      def       武田・周 （神 大） 
馬場・中田   ６－３ ６－４   小浦・釜山（関学大） 
▽２回戦 
芳賀・高木   ６－８ ４－６  渡辺・川久保（近 大） 
秋山・亀山   ８－６ ６－１   荒木・林 （関学大） 
奥田・中田   ８－６ ６－１   吉田・斎藤（京 大） 
山下・大石   １－６ ２－６  大多和・池田（関学大） 
馬場・中田   ０－６ ４－６   春田・上崎（甲南大） 
▽３回戦 
秋山・亀山   ２－６ ５－７   磯島・竹村（関学大） 
奥田・中田   １－６ １－６   辻本・木本（甲南大） 
(女子シングルス)（Ｂ－４９） 

▽１回戦 

鍵野 美代   １－６ ５－７   熊谷   （大女大） 
永末 摩美   ６－３ ６－３   幸田   （神 大） 
横山由美子   ２－６ ２－６   静木   （大市大） 
林  則子   ０－６ １－６   桝谷   （甲南大） 
▽２回戦 
永末 摩美   ４－６ ０－６   小川  （甲南女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－２８） 

▽１回戦 
鍵野・横山 ２－６ ７－５ ６－４ 能本・中川（大女大） 
永末・林        def       熊谷・北 （大女大） 
▽2回戦 
鍵野・横山   １－６ ０－６   田原・桝谷（甲南大） 
永末・林    ０－６ ０－６  谷崎・橋本（甲南女大） 
 
１９６７（昭和４２）年 

【関西学生室内庭球選手権】第２回 

        （１２月１１・１２日 大阪市立中央体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－１０） 
▽２回戦 
亀山 久光 12－14 ６－２ 14－16 加藤  （関学大） 
 
１９６７（昭和４２）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

           （１１月 ３日～12日間 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－５２１） 

▽１回戦 
有岡 正夫 ８－６ ３－６ ６－２ 服部   （神商大） 
柴田 信雄      def      大沢   （阪 大） 
寺田 恵一   ４－６ ５－７   岡本   （関学大） 
小金丸健治   ６－０ ６－０   峯下   （大府大） 
原  正幸   ６－０ ６－０   安岡   （神外大） 
高橋  健   ３－６ ５－７   斎藤   （京 大） 
栩木 信司   １－６ ２－６   山本   （姫工大） 
鳥居 由和   ６－３ ６－０   奥村   （京産大） 
大石  理   ６－０ ６－４   黒瀬   （京 大） 
山下  寛   ６－１ ６－２   遠藤   （姫工大） 
井上 正則   ２－６ ３－６   中野   （阪 大） 
原田 雅弘   １－６ ２－６   天光   （大経大） 
中田 泰男   ６－０ ６－０   森田   （立命大） 
馬場 信吾   ６－２ ６－０   小豆沢  （京 大） 
石田 誠司      def      宗方   （大体大） 
田中 利和   ６－０ ６－４   清水   （関 大） 
▽２回戦 
有岡 正夫   ３－６ ５－７   長町   （近 大） 
小金丸健治   ６－４ ６－１   小沼   （京 大） 
原  正幸   ６－２ ６－２   中西   （神商大） 
鳥居 由和   ５－７ ２－６   森脇   （関 大） 
大石  理   ６－２  12－10    大植   （大府大） 
山下  寛   ６－３ ７－５   松島   （京産大） 
中田 泰男   ６－０ ６－３   一杉   （神商大） 
馬場 信吾   ６－０ ６－０   黒田   （大体大） 
石田 誠司   ６－１ ６－２   直江   （京教大） 
田中 利和   ６－０ ６－０   絹巻   （追手門） 
▽３回戦 
小金丸健治      def      戒    （大学大） 
原  正幸 ４－６ ６－４ ３－６ 堀井   （阪 大） 
大石  理   ６－２ ６－３   西    （京工大） 
山下  寛   ６－０ ６－４   沢    （桃山大） 
中田 泰男   ６－２ ６－１   天光   （大経大） 
馬場 信吾   ７－５ ６－０   広江   （阪外大） 
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石田 誠司 ６－４ ２－６ ６－８ 宇野   （大学大） 
田中 利和   ６－４ ６－１   広瀬   （甲南大） 
▽４回戦 
山下  寛 ８－10 ６－２ ６－４ 大石  理（同 大） 
中田 泰男   ６－０ ６－１   出雲   （関 大） 
馬場 信吾   ６－３ ６－３   宇野   （大院大） 
田中 利和   １－６ ２－６   北尾   （神 大） 
▽５回戦 
山下  寛 ２－６ ６－４ ２－６ 柏谷   （関学大） 
中田 泰男   ９－７ ６－２   地宗   （関学大） 
馬場 信吾 ６－４ ２－６ ５－７ 藤原   （関学大） 
▽準々決勝 
中田 泰男   ４－６ ２－６   花園   （関 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－２２６） 

▽１回戦 
山下・中田      def      橘 ・篠原（和 大） 
原 ・鳥居   ６－０ ６－０   野島・若林（大府大） 
大石・田中      def      西本・高橋（大学大） 
小金丸・高橋 ６－２ ３－６ ６－４ 久保・秋山（大経大） 
有岡・原田   ６－３ ６－１   浮田・堀部（関外大） 
柴田・馬場      def      中野・中山（追手門） 
▽２回戦 
山下・中田   ６－４ ６－１   吉川・杉本（大教大） 
原 ・鳥居   ２－６ ４－６   松田・薮木（近 大） 
大石・田中   ６－２ ６－４   中村・安田（大府大） 
小金丸・高橋  １－６ ４－６   行田・堅田（神 大） 
有岡・原田             西端・栗岡（神商大） 
栩木・井上 ７－５ ６－８ ８－６ 渡辺・萩野（大府大） 
▽３回戦 
山下・中田   ６－２ ６－３   岩崎・田村（関外大） 
大石・田中   ６－０ ６－０   渡部・森田（神商大） 
栩木・井上      def      戒 ・宇野（大学大） 
▽４回戦 
山下・中田   ６－４ ６－３   関谷・山田（近 大） 
大石・田中 ６－３ ３－６ ７－９ 吉田・林 （京 大） 
栩木・井上   ０－６ ０－６   西井・小沢（関 大） 
▽５回戦 
山下・中田 ６－４ ４－６ ３－６ 茶園・尾園（関 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－４９２） 

▽１回戦 
内山 佳子      def      古川   （羽 衣） 
西沢 啓子   ６－３ ６－３   中島   （芦 女） 
鋸屋 幸子   10－８ ６－１   柴田   （大教大） 
林  則子   ６－０ ６－０   樋口  （甲南女大） 
野口 美子   ６－３ ６－０   柳野   （同女大） 
永末 摩美   ６－０ ６－１   奈良田  （京女大） 
井上 啓子      def      本田   （平 安） 
加藤けい子      def      大久保  （京教大） 
横山由美子   ６－０ ６－０   山本   （ダム女） 
▽２回戦 
内山 佳子   １－６ ５－７   武貞   （関学大） 
西沢 啓子   １－６ １－６   神江   （聖 和） 
鋸屋 幸子   ６－０ ６－０   垣本   （大薬大） 
林  則子   １－６ ２－６   衣笠  （大谷女短） 
野口 美子   ６－１ ６－０   井上   （京教大） 
永末 摩美   ６－４ ６－１   増田   （帝院短） 
井上 啓子   １－６ １－６   佐野   （関外大） 
加藤けい子   ６－３ ６－２   円波   （追手門） 
横山由美子   ６－０ ６－０   友田   （武庫川） 

▽３回戦 
鋸屋 幸子   ３－６ ４－６   大西   （阪外大） 
永末 摩美   ６－２ ６－２   野口 美子（同 大） 
加藤けい子   １－６ ２－６   平岡  （大谷女短） 
横山由美子   ６－１ ６－０   岡田  （神女薬大） 
▽４回戦 
永末 摩美   ６－０ ６－１   阪上   （梅 花） 
横山由美子   ９－７ ６－１   洪    （大市大） 
▽５回戦 
永末 摩美 ３－６ ７－５ ６－２ 佐々木  （大教大） 
横山由美子   ６－２ ６－１   平岡  （大谷女短） 
▽６回戦 
永末 摩美   ２－６ ３－６   中川   （大女大） 
横山由美子 ２－６ ６－３ ６－１ 幸田   （神 大） 
▽準々決勝 
横山由美子 ６－２ ２－６ ０－６ 大川   （武庫川） 
(女子ダブルス)（Ｂ－２５０） 

▽１回戦 
内山・井上   ６－１ ６－２   安藤・橋本（甲南女大） 
西沢・野口   ４－６ ２－６   笠木・西田 （京府大） 
加藤・鋸屋   ６－２ ６－１   大沢・藤沢（甲南女大） 
永末・林    ６－３ ６－０   児島・森田（神女薬大） 
▽２回戦 
内山・井上 ０－６ ８－６ ６－４ 高屋・内田 （武庫川） 
加藤・鋸屋   ６－２ ６－０   呉 ・林原（神女薬大） 
永末・林    ６－４ ６－２   高木・大江 （大女大） 
▽３回戦 
内山・井上   ４－６ ４－６   有本・児島 （関 大） 
加藤・鋸屋   ２－６ ３－６   緒方・井上 （金 蘭） 
永末・林    ６－３ ６－４   池田・乾  （大薬大） 
▽４回戦 
永末・林    ６－２ ８－６   静木・洪  （大市大） 
▽５回戦 
永末・林  １－６ ７－５ ４－６ 津村・鈴木 （甲南大） 
 
１９６７（昭和４２）年 

【全日本学生庭球選手権】第３５回 

     （ ７月１７日～８日間 香枦園TC） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－１６） 

▽１Ｒ   芳賀・高木－竹川・姜（明治大） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦  奥田  豊－木村（成蹊大） 
大岡 征武－石川（中京大）   秋山 政行－山本（慶応大） 
▽２回戦  秋山 政行－安部（早 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽1回戦  奥田･中田－尾上･岡田（慶応大） 
 
１９６７（昭和４２）年 

【全日本学生庭球選手権】第１１回     ＜女子の部＞ 

           （ ７月１７日～２４日 香枦園TC） 
予選 (女子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１Ｒ   横山由美子－安田（日本大） 
(女子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦  鍵野 美代－金山（青学大） 
 
１９６７（昭和４２）年 

【全日本庭球選手権】第４２回 

           （１１月１１日～１８日 田園Ｃ） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 
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▽１Ｒ   亀山 久光(同大)－菅 （朝日生命） 
(混合ダブルス) 第２８回（Ｂ－２４） 

▽１回戦 
久保(OB)･風呂本(朝日生命) 3－6  3－6 山岸(明治生命)･北村(朝生) 
 
１９６７（昭和４２）年 

【京都府庭球選手権】第２１回 

           （１０月 １日～２９日 西院公園） 
(男子シングルス)（Ｂ－７３） 

▽１回戦 
秋山政行(同大)－  松田英夫(OB同大ｸ)－  高木繁一(同大)－ 
伊良子光忠(同大)－    原  四郎(同大)－  恒藤    (同大ｸ)－ 
▽準々決勝 
秋山 政行(同大)   13－11 ６－２      小浦 （関学大） 
高木 繁一(同大) ６－４ ５－７ ６－４ 湯山 （立命大） 
▽準決勝 
秋山 政行(同大)  ６－２ ６－４  高木 繁一（同 大） 
▽決勝 
秋山 政行(同大) ３－６ ９－７ ６－１ 井上 （京 大） 
〈優 勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
松田(OB同大ｸ)･高木(同大)－    秋山・芳賀(同大)－ 

伊良子･原 (同大)－ 
▽決 勝  秋山・芳賀(同大)〈優 勝〉 

(女子シングルス)（Ｂ－２０） 

▽1回戦 
井上  (同大)－  西沢啓子(同大)－  林 則子(同大)－ 
内山  (同大)－    横山由美子(同大)－  鍵野美代(同大)－ 
鋸屋幸子(同大)－  永末摩美(同大)－  野口美子(同大)－ 
加藤けい子(同大)－ 
▽準決勝 
林  則子(同大)   ３－６ ０－６   八重樫（夙川高） 

鍵野 美代(同大)   ５－７ ６－８   松田 （大 丸） 

(女子ダブルス)（Ｂ－１０） 

▽１回戦 
加藤･鋸屋(同大)－  永末･林  (同大)－  西沢･野口(同大)－ 
井上･内山(同大)－  鍵野･横山(同大)－ 
 

１９６７（昭和４２）年 

【毎日庭球選手権】第４２回（春） 

           （ ５月２２日～８日間 香枦園TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－３２１） 

▽１回戦 

亀山 久光(同大)   ６－０ ６－１   伊賀  (京 大) 
小金丸健治(同大)   ６－１ ６－２   美濃岡 (大体大) 
大鉢 憲二(同大) １－６ ６－４ ２－６ 中山  (関 大) 
大石  理(同大)   ３－６ ５－７   加藤  (関学大) 
馬場 信吾(同大) 10－８ ４－６ ７－５ 金   (建国ｸ) 
奥田  豊(同大) ４－６ ６－１ ７－５ 村松  (関学大) 
芳賀龍太郎(同大)   ６－４ ６－２    前田  (神 大) 
橋和   (同大) ２－６ ６－３ ２－６ 杉本  (京 大) 
原  正幸(同大)   ６－０ ６－２   市川  (甲南大) 
中田 泰男(同大) ６－３ ４－６ ４－６ 宮川  (関学大) 
原田 雅弘(同大) １－６ ６－３ ６－４ 山下   (西宮ｸ) 
宇野 洋二(OB同大ｸ)  ８－６ ６－２    八木  (神 大) 
▽２回戦 

秋山 政行(同大)   ６－１ ６－１   広瀬  (甲南大) 
松村 憲樹(同大)   ６－１ ７－５   森田  (立命大) 

亀山 久光(同大) ６－１ ４－６ ８－６ 花園  (関 大) 
小金丸健治(同大)   ４－６ ３－６   竹村  (関学大) 
馬場 信吾(同大) ６－４ ０－６ ５－７ 江見  (立命大) 
奥田  豊(同大)   ２－６ ２－６   春日  (甲南大) 
高木 繁一(同大) ６－３ ４－６ ６－３ 大多和 (関学大) 
原  四郎(同大)   １－６ ４－６   田保  (京 大) 
柴田 信雄(同大)   ６－０ ６－４   樫木原 (神 大) 
芳賀龍太郎(同大)   ６－４ ６－２    松浦  (関学大) 
原  正幸(同大)   ６－３ ６－１   大植  (大府大) 
原田 雅弘(同大)       def         森川  (阪 大) 
山下  寛(同大) ６－３ ３－６ ２－６ 田附  (関学大) 
伊良子光忠(同大)   ３－６ ４－６   中村  (大府大) 
寺田 恵一(同大)   ３－６ ３－６      出口  (大府大) 
宇野 洋二(OB同大ｸ) ６－２ ３－６ ２－６  松島  (阪 大) 
▽３回戦 

秋山 政行(同大)   ６－０ ６－０   勝呂  (神 大) 
松村 憲樹(同大)   ４－６ ２－６   山中   (東雲ｸ) 
亀山 久光(同大)       def       小浦  (関学大) 
高木 繁一(同大) ６－２ ３－６ ５－７ 三木  (帝 人) 
柴田 信雄(同大)   ４－６ ４－６   中村 (日本電炉) 
芳賀龍太郎(同大)   ２－６ ４－６    後藤  (関 大) 
原  正幸(同大)   ０－６ １－６   有本 (日本生命) 
原田 雅弘(同大)   ０－６ ２－６   山根  (甲南大) 
▽４回戦 

秋山 政行(同大)   ６－３ ６－４   尾園  (関 大) 
▽５回戦（Ｂ－３２） 
秋山 政行(同大)   ２－６ ３－６   宇津原 （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１４１） 

▽１回戦 
大石・山下(同大) ７－９ ６－４ ６－４ 山岡･小川 (香枦園ｸ) 
柴田・原 (同大)  １－６ ３－６    中山・田仲 (関 大) 
芳賀・高木(同大)  ６－１ ６－１     山下・本村  (西宮ｸ) 
馬場・有岡(同大)      def        犬伏・森脇 (関 大) 
原・小金丸(同大)  ２－６ １－６    後藤・尾園 (関 大) 
寺田・橋和(同大)  ４－６ ３－６    足立・斉藤 (立命大) 
大石・山下(同大) ２－６ ９－７  ６－３  大隈・茶円 (関 大) 
伊良子・田中(同大)     def       柳田・山本 (甲南大) 
秋山・亀山(同大)      def           大家・木全 (大体大) 
大鉢・田中(同大)    ２－６  ０－６     黒松･手塚(朝日生命) 
大岡・宇野(OB同大ｸ)  ６－３ ６－４    中山・村松 (関学大) 
▽３回戦 
芳賀・高木(同大)   ０－６ ０－６   木本・辻本(甲南大) 
大石・山下(同大)   ２－６ １－６  加藤･宇津原 (関学大) 
大岡・宇野(OB同大ｸ)  ０－６ ０－６     松島・明石(関  大) 
 
１９６７（昭和４２）年 

【関西庭球選手権】第４３回 

           （ ９月１８日～９日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１８７） 

▽１回戦 
山下 寛(同大)－玉田(関学大)  田中利和(同大)－甲斐(竹中工) 
栩木信二(同大)－高橋(芦屋大)  大石 理(同大)－須原(神 大) 
原 正幸(同大)－森 (日 生)  馬場信吾(同大)－山口(関学大) 
柴田信雄(同大)－下田(ﾅﾝﾊﾞSP)  寺田恵一(同大)－磯島(日 生) 
中田泰男(同大)－山崎(香枦園ｸ)  鳥居由和(同大)－倉橋(関学大) 
高橋 健(同大)－服部(大阪ｶﾞｽ)  石田誠司(同大)－鈴木(京 大) 
▽２回戦 
亀山久光(同大)－中川(三菱樹脂)  有岡正夫(同大)－西井(甲南大) 
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秋山政行(同大)－習田(桃 大)  井上正則(同大)－森島(和歌山) 
奥田 豊(同大)－梅畑(芦屋大) 
▽３回戦 
▽４回戦（Ｂ－３２） 
亀山 久光(同大)   ４－６ １－６   藤井  (三菱電機) 
中田 泰男(同大)   ２－６ ２－６   渡辺(奉)(住友金属) 
奥田  豊(同大)   ４－６ １－６   広瀬   (日 生) 
(男子ダブルス)（Ｂ－９７） 

▽１回戦 
鳥居･寺田(同大)－今井･高屋(関学大) 
秋山･亀山(同大)－小幡･鈴木(甲南TS) 
伊良子(同大)･橋本(関大)－土肥･福本(大市大) 
山下･馬場(同大)－田仲･森脇(関 大) 
有岡･高橋(同大)－堀田･辻本(桃学大) 
大石･田中(同大)－後藤･尾園(関 大) 
奥田･中田(同大)－浜田･西山(関学大) 
▽２回戦  柴田･原 (同大)－石川･藤野(関 大) 
(女子シングルス)（Ｂ－１１０） 

▽１回戦 
野口美子(同大)－沖原(大市大) 林 則子(同大)－小菅 (香枦園) 
永末摩美(同大)－田中(大谷短)  横山由美子(同大)－中山(大谷女) 
平山容子(同大)－中山(大谷女) 内山佳子(同大)－日下 (甲南女) 
鋸屋幸子(同大)－吉田(関学大)  加藤けい子(同大)－田中(関学大) 
井上啓子(同大)－羽根田(甲南女大) 
▽２回戦 
鍵野美代(同大)－村田(大谷短) 西沢啓子(同大)－田中(成蹊大) 
(女子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
野口･鋸屋(同大)－辰見･石川(成蹊女) 
永末･林 (同大)－西田･中山(大谷女) 
鍵野･横山(同大)－森脇･仲野(甲南女) 
西沢･加藤(同大)－井上･村西(甲南女) 
内山･井上(同大)－大間知(香枦園ク)･木下(ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌ )゙ 
 

１９６８（昭和４３）年  －明治１００年－ 

◆社会：ﾉｰﾍﾞﾙ文学賞－川端康成(10/17)。三億円事件(12/10)。 

    日本初心臓移植手術成功－和田教授。 

【清水焼団地完成(3/)】 

★流行語： 

『腕白でもいい、たくましく育ってほしい』 

◇SPT：第10回 冬季五輪ｸﾞﾙﾉｰﾌﾞﾙ大会(2/6～2/18)。 

  第19回 ﾒｷｼｺ五輪（10/12～10/27） 

 

１９６８（昭和４３）年 

＜合 宿＞（３月 ７日～１０日間）和歌山毛見県営運動公園C 
 

１９６８（昭和４３）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

     （  月  日～    甲子園TC） 
＜男子２部リーグ＞ 

○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 阪 大② 

 
○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 京 大③ 

 
○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 阪外大④ 

 

 

＜男子２部リーグ①位＞    同志社大学 ３勝０敗 

 
【入替戦】 

× 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 神 大 

＜２部①位＞            ＜１部④位＞ 

 
＜男子２部リーグ（残留）＞  同志社大学 

 
１９６８（昭和４３）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】      ＜女子の部＞ 

       （  月  日～    ） 
＜女子３部リーグ＞ 

○ 同志社  （複 －  単 － ） 

 

○ 同志社  （複 －  単 － ） 

 

○ 同志社  （複 －  単 － ） 

 

＜女子３部リーグ①位＞    同志社大学(女子) ３勝０敗 

 

【入替戦】 

○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 大市大 

＜３部①位＞            ＜２部④位＞ 

 
＜女子２部リーグ（昇格）＞  同志社大学(女子) 

 

１９６８（昭和４３）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （１０月１１日・１２日 立教大） 

× 同志社 ４（複２－１ 単２－４）５ 立教大 

(ダブルス) 

Ｎo１○亀山・奥田 3－6 6－2 5－7 6－1 7－5小長井・須田 
Ｎo２○山下・中田 ６－２ ６－３ ６－４ 朝倉・宮下 
Ｎo３×大石・柴田 6－4 4－6 3－6 2－6 鈴木・五十嵐 
(シングルス) 
Ｎo１○亀山 久光 10－8 6－2 2－6 5－7小長井 
Ｎo２×奥田  豊 ２－６ ４－６ ０－６ 宮下 好人 
Ｎo３○中田 泰男 6－3 5－7 4－6 6－3 6－3 朝倉 伸行 
Ｎo４×馬場 信吾 ３－６ ２－６ ５－７ 鈴木 
Ｎo５×田中 利和 3－6 2－6 6－4 5－7 須田 
Ｎo６×柴田 信雄 6－3 2－6 6－3 4－6 5－7 安達 幸男 
 
１９６８（昭和４３）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （ ７月３０日     青学大） 

× 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 青学大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×亀山・奥田 ６－１ ４－６ ４－６ 鈴木・山梨 
Ｎo２○山下・中田 ３－６ ８－６ ６－２ 高橋・瀧 
Ｎo３×大石・柴田 ４－６ １－６     鹿児島・林 
 (シングルス) 
Ｎo１○亀山 久光 ６－１ ６－３     小泉 
Ｎo２×奥田  豊 ３－６ ３－６     鈴木 克徳 
Ｎo３○中田 泰男 ６－３ ４－６ ６－２ 山梨  真 
Ｎo４×柴田 信雄 ４－６ ６－２ ４－６ 高橋 康雄 
Ｎo５○山下  寛 ６－２ ６－３     鹿児島 
Ｎo６×大石  理 ５－７ ６－４ ０－６ 林 
 

１９６８（昭和４３）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 
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（  月  日     関大） 

× 同志社 ２（複０－３ 単２－４）７ 関西大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×石田・近藤 １－６ １－６     茶円・尾園 
Ｎo２×柴田・馬場 ２－６ ３－６     中村・花園 
Ｎo３×中田・田中 ３－６ ３－６     中山・長野 
 (シングルス) 
Ｎo１×中田 泰男 ８－６ １－６ ４－６ 茶円 一夫 
Ｎo２○柴田 信雄 ７－５ ６－１     尾園 順司 
Ｎo３×田中 利和 ６－４ ４－６ ７－９ 花園 節夫 
Ｎo４×原  正幸 ３－６ ６－４ ２－６ 中山 順一 
Ｎo５○馬場 信吾 ６－１ ６－４     中村 雅具 
Ｎo６×近藤克比古 ４－６ ２－６     松田 一磨 
 
１９６８（昭和４３）年 

【練習試合】    対 京都大学戦 

           （１０月１９日    同大 岩倉） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  京都大 

 (ダブルス) 

Ｎo１                   高見・吉川 
Ｎo２                   河野・小野 
Ｎo３                   宇都宮・松山 
 (シングルス) 
Ｎo１                   江口 芳雄 
Ｎo２                   高見  優 
Ｎo３                   上原 健嗣 
Ｎo４                   川崎 博章 
Ｎo５                   河野  豊 
Ｎo６                   小野 恵造 
 
１９６８（昭和４３）年 

【定期戦】復活 第23回 対 京都大学戦 

           （１０月  日    同大 岩倉） 

○ 同志社  （  記録不明   ）  京都大 

 

１９６８（昭和４３）年 

予選【関西学生春季庭球トーナメント】 

           （ ４月２７日～５月２日 各大学） 

予選出場者 (男子シングルス)（Ｂ－４６２） 

４回生 小金丸建治 山下  寛 大石  理 

３回生 有岡 正夫 柴田 信雄 田中 利和 原  正幸 

原田 雅弘 馬場 信吾 松村 憲樹 

２回生 石田 誠司 寺田 恵一 高橋  健 栩木 信司 

    鳥居 由和 

１回生 近藤克比古 大沢 俊司 加藤 俊男 井上 正則 

予選出場組 (男子ダブルス)（Ｂ－２０７） 
小金丸・有岡  大石・田中  原 ・鳥居  原田・高橋 

松村・寺田   栩木・井上  大沢・加藤 

予選出場者 (女子シングルス)（Ｂ－３５５） 

４回生 永末 摩美 横山由美子 西沢 啓子 野口 美子 

３回生 林  則子 鋸屋 幸子 

予選出場組 (女子ダブルス)（Ｂ－１６８） 

永末・林   野口・西沢  加藤 ・鋸屋 
 

１９６８（昭和４３）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

           （ ５月１７日～８日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１０３） 

▽１回戦 
柴田 信雄   ２－６ ４－６   中野    （阪 大） 
原  正幸   ６－２ ６－３   森本    （関 大） 
大石  理 ６－３ ４－６ ３－６ 石黒    （南山大） 
田中 利和   １－６ ５－７   中村    （関 大） 
▽２回戦 
亀山 久光   ６－２ ６－３   薮木    （近 大） 
中田 泰男   ６－３ ６－４   宇野    （大学大） 
奥田  豊   ６－２ ６－２   大原    （阪 大） 
原  正幸   ３－６ ４－６   小室    （関学大） 
▽３回戦 
亀山 久光   ６－２ ６－４   堅田    （神 大） 
中田 泰男 ６－４ ５－７ ４－６ 宮川    （関学大） 
奥田  豊   ６－４ ６－４   沢田    （関学大） 
▽4回戦 
亀山 久光   ７－５ ６－０   細井    （関学大） 
奥田  豊   ２－６ １－６   林     （関学大） 
▽準々決勝 
亀山 久光 ９－７ ４－６ ６－２ ８－６ 茶円（関 大） 
▽準決勝 
亀山 久光 ７－５ ６－４ ６－４ 大隈    （関 大） 
▽決勝 
亀山 久光 ７－９ ０－６ ５－７ 林     （関学大） 
〈準優勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－５１） 

▽１回戦 
大石・田中 ６－３ ７－９ ６－３ 樫原・三田 （神 大） 
原田・高橋   ５－７ １－６   川越・久保 （阪外大） 
山下・中田   ６－１ ６－２   中村・花園 （関 大） 
▽２回戦 
大石・田中   ５－７ ５－７   茶円・尾園 （関 大） 
山下・中田 ６－１ ４－６ ６－２ 岡本・藤原 （関学大） 
亀山・奥田   ６－１ ６－４   関 ・村岡（西南学院） 
▽３回戦 
山下・中田 ２－６ ６－２ ２－６ 大多和・池田（関学大） 
亀山・奥田   ８－６ ６－２   高島・菅野 （近 大） 
▽準々決勝 
亀山・奥田 6－4 6－8 2－6 6－4 6－3 大多和・池田（関学大） 
▽準決勝 
亀山・奥田 9－7 2－6 3－6 2－6 細井・宮川 （関学大） 
(女子シングルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
横山由美子   ６－３ ６－３   小沢    （京府大） 
永末 摩美 ６－０ ３－６ ２－６ 森脇   （甲南女大） 
▽２回戦 
鍵野 美代   ６－４ ６－２   大槻    （神女大） 
横山由美子   ５－７ ２－６   小川   （甲南女大） 
▽３回戦 
鍵野 美代   ０－６ １－６   松田  （武庫川女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
鍵野・横山 ６－２ ５－７ ６－２ 一円・富田 （関学大） 
永末・林  ５－７ ６－４ ３－６ 辰野・北村（大谷女短） 
▽２回戦 
鍵野・横山   ５－７ ４－６   三宅・小川（甲南女大） 
 
１９６８（昭和４３）年 
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【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３０日～12日間 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－４８８） 

▽１回戦 
有岡 正夫   ６－１ ６－１   西村   （神 大） 
馬場 信吾             前中   （大経大） 
安村  徹      def      幸寺   （阪外大） 
近藤克比古 ６－３ ５－７ ６－１ 服部   （神商大） 
大沢 俊司   ６－１ ６－０   福永   （追手門） 
寺田 恵一   ６－３ ７－５   梅本   （桃山大） 
原  正幸   ６－０ ６－２   久岡   （京産大） 
石田 誠司   ６－０ ６－０   辰己   （阪 大） 
高橋  健             習田   （桃山大） 
▽２回戦 
松村 憲樹   ６－０ ６－２   渡辺   （神商大） 
鳥居 由和   ６－１ ６－０   高橋   （桃山大） 
原田 雅弘   ４－６ ４－６   古川   （和 大） 
田中 利和   ６－０ ６－０   小谷   （京 大） 
井上 正則   １－６ ０－６   辻本   （甲南大） 
大石  良       def       片山   （阪 大） 
柴田 信雄－荒木（阪 大）  有岡 正夫－西井（甲南大） 
馬場 信吾－ 
安村  徹   ０－６ ０－６   西村   （関学大） 
近藤克比古 １－６ ６－２ ６－２ 
大沢 俊司   ２－６ １－６   岡田   （阪 大） 
寺田 恵一   ６－１ ６－０ 
原  正幸   ６－０ ６－３ 
石田 誠司 ３－６ ６－２ ６－４ 丁    （近 大） 
高橋  健 
▽３回戦 
松村 憲樹   ４－６ ０－６   地宗   （関学大） 
鳥居 由和   ２－６ ８－10   中野   （阪 大） 
田中 利和   ６－２ ６－１ 
柴田 信雄－八木（京大）   馬場 信吾－一杉（神商大） 
近藤克比古 ６－４ ３－６ ６－２ 
寺田 恵一   ６－１ ６－１ 
原  正幸 ６－３ ４－６ ６－１ 吉田   （大市大） 
石田 誠司 ２－６ ７－５ ３－６ 布垣   （京外大） 
高橋  健             村松   （関学大） 
▽４回戦 
田中 利和   ６－１ ６－２   清水   （京 大） 
柴田 信雄   ６－１ ６－２   白江   （京産大） 
馬場 信吾   ６－２ ６－３   大西   （近 大） 
近藤克比古   ８－６ ６－３   中井   （関学大） 
寺田 恵一   １－６ １－６   角上   （立命大） 
原  正幸 ６－３ ４－６ ６－１ 吉田   （大市大） 
▽５回戦 
田中 利和   ５－７ ４－６   柏谷   （関学大） 
柴田 信雄   ６－３ ６－１   西井   （甲南大） 
馬場 信吾   ５－７ ３－６   辻    （神 大） 
近藤克比古 １－６ ６－２ ２－６ 西村   （関学大） 
原  正幸 ７－５ ３－６ ０－６ 中沢   （関学大） 
▽６回戦 
柴田 信雄   ６－２ ６－１   辻    （神 大） 
▽準々決勝 
柴田 信雄   ６－４ ６－３   児玉   （京 大） 
▽準決勝 
柴田 信雄 ５－７ ７－５ ６－０ 樫原   （神 大） 
▽決勝 

柴田 信雄 ７－５ ５－７ ３－６ 柏谷   （関学大） 
〈準優勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－２０８） 

▽１回戦 
栩木・安村   ３－６ １－６   手槌・沢 （桃山大） 
原 ・鳥居             直江・宗政（京教大） 
寺田・井上   ２－６ ２－６   朝井・寺口（立命大） 
石田・近藤             今村・中西（京産大） 
松村・大沢      def       島 ・鈴木（立命大） 
原田・高橋             大久保・姜（関 大） 
▽２回戦 
小金丸･有岡－辻･三田(神大)    馬場･田中－西川･佐藤(大教) 
原 ･鳥居－                  石田･近藤－ 
原田･高橋－                  松村･大沢－萩原･西村(関学) 
▽３回戦 
馬場・田中－ 
原 ・鳥居 ５－７ ６－３ ３－６ 村内・行田（阪 大） 
石田・近藤－         原田・高橋－ 
▽４回戦 
馬場・田中   11－９ ６－４   森本・吉村（大経大） 
原田・高橋   １－６ ３－６   長町・山田（近 大） 
石田・近藤 ２－６ ６－１ ３－６ 西井・藤井（甲南大） 
▽５回戦 
馬場・田中   ６－３ ６－４   犬伏・出雲（関 大） 
▽準々決勝 
馬場・田中             辻 ・三田（神 大） 
▽準決勝 
馬場・田中   ２－６ ３－６   柴田・辻本（甲南大） 
(女子シングルス)（Ｂ－５４３） 

▽１回戦  鋸屋 幸子－渡辺（武庫川女大） 
▽２回戦  笹谷 輝子－志方（武庫川女大） 
平山 容子－植田（山 手）   加藤けい子－古河（同女大） 
林  則子－山田（神女薬大）  井上 啓子－阪口（山 手） 
▽３回戦  林  則子－広田（山 手） 
▽４回戦  林  則子－浅野（神 大） 
▽５回戦  林  則子－名取（樟 蔭） 
▽６回戦  林  則子－塩見（甲南女大） 
▽７回戦 
林  則子 ３－６ ６－３ ６－２ 衣笠   （大谷女短） 
▽準々決勝 
林  則子   ２－６ ２－６   松崎  （武庫川女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－２５７） 

▽１回戦  平山･笠谷－東 ･岡本(関学大) 
加藤・井上－清水･光永(関外大)  鋸屋・林－野田･上野(同女大) 
 
１９６８（昭和４３）年 
【関西学生庭球選手権】（夏） 

           （ ８月２６日～７日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１４） 

▽１回戦 
中田 泰男   ８－６ ６－１   岡田   （阪 大） 
山下  寛   ３－６ ５－７   磯島   （関学大） 
柴田 信雄   ６－３ ６－２   辻本（豊) （甲南大） 
寺田 恵一   ４－６ ３－６   湯山   （立命大） 
馬場 信吾   ５－７ １－６   辻本（隆) （甲南大） 
原  正幸   １－６ ３－６   石川   （関 大） 
田中 利和 ６－１ ５－７ ６－１ 片山   （阪 大） 
近藤克比古   １－６ ２－６   藤原   （関学大） 
▽２回戦 
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中田 泰男   ６－１ ６－１   鈴木   （京 大） 
奥田  豊   ７－５ ６－１   杉本   （立命大） 
柴田 信雄 ６－４ １－６ ４－６ 花園   （関 大） 
田中 利和   ３－６ １－６   上崎   （甲南大） 
亀山 久光   ６－１ ６－１   宮地   （神 大） 
▽３回戦 
中田 泰男   ６－３ ６－３   広瀬   （甲南大） 
奥田  豊 ６－１ ０－６ ６－３ 小室   （関学大） 
亀山 久光 ６－４ ４－６ ６－１ 川越   （阪外大） 
▽４回戦 
中田 泰男   ３－６ ４－６   林    （関学大） 
奥田  豊   ４－６ ５－７   木本   （甲南大） 
亀山 久光   ６－４ ６－１   地宗   （関学大） 
▽準々決勝 
亀山 久光 ６－４ ６－３ ８－６ 宮川   （関学大） 
▽準決勝 
亀山 久光 6－3 2－6 4－6 0－6 奥村   （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６３） 
▽１回戦 
馬場・田中   ３－６ ５－７   石川・花園（関 大） 
石田・近藤   ４－６ ２－６   今井・広瀬（甲南大） 
亀山・奥田   ６－０ ６－２   田淵・中井（関学大） 
山下・大石   ２－６ ２－６   村松・玉田（関学大） 
原田・高橋   ２－６ ０－６   小室・荒木（関学大） 
中田・柴田   ６－３ ６－３   犬伏・出雲（関学大） 
▽２回戦 
亀山・奥田   ６－１ ６－１   清水・林 （京 大） 
中田・柴田   １－６ ０－６   沢田・地宗（関学大） 
▽３回戦 
亀山・奥田 ６－２ ４－６ ３－６ 西井・小沢（関学大） 
(女子シングルス)（Ｂ－５１） 

▽１回戦 
林  則子 ３－６ ６－２ １－６ 辻内   （樟 蔭） 
 
１９６８（昭和４３）年 

【関西学生室内庭球選手権】第３回 

     （１２月１２・１３・１４日 大阪市立中央体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－１４） 

▽１回戦 
亀山 久光   ６－３ ６－０   池田   （関学大） 
▽２回戦 
亀山 久光 ４－６ ６－３ ２－６ 大隈   （関 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽１回戦 
亀山・奥田 ６－８ ７－５ ６－４ 柳原・藤原（慶応大） 
▽準決勝 
亀山・奥田   ６－３ ６－３   細井・宮川（関学大） 
▽決 勝 
亀山・奥田   ６－３ ６－４   奥村・林 （関学大） 
〈優 勝〉 

 

１９６８（昭和４３）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

           （１１月１６日～11日間 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－５３８） 

▽１回戦 
柴田 信雄－秋吉（大学大）   井上 正則－木村（京府大） 
▽２回戦 
近藤克比古       def       森     （大体大） 

石田 誠司    ６－２ ６－４   浜田   （龍谷大） 
小田美喜雄    ６－２ ６－１   滝沢   （甲南大） 
原田 雅弘  ２－６ ６－３ ３－６ 堀井   （阪 大） 
大沢 俊司－立見（慶応大）   原  正幸－松尾（関学大） 
大石  良－永井（関外大）   高橋  健－西 （京工大） 
久保田次郎－河野（京 大）   馬場 信吾－中村（桃山大） 
松村 憲樹－土本（大体大）   牧野 卓史－藤原（京工大） 
鳥居 由和－奥野（大歯大）   田中 利和－徳田（神 大） 
有岡 正夫－塩崎（大体大）   寺田 恵一－河野（龍谷大） 
井上 正則－木村（京府大）   柴田 信雄－前田（阪 大） 
▽３回戦 
近藤克比古   ６－０ ６－４   高松   （大市大） 
石田 誠司   ３－６ ４－６   長町   （近 大） 
小田美喜雄       def      天野   （姫工大） 
大沢 俊司－横井 （関 大） 原  正幸－宮坂（龍谷大） 
大石  良－         高橋  健－園田（和 大） 
馬場 信吾－山本 （京 大） 松村 憲樹－村松（関学大） 
牧野 卓史－辻  （神 大） 鳥居 由和－辻本（大産大） 
田中 利和   ６－３ ６－４   岡田   （大市大） 
有岡 正夫   ８－６ ６－１   小橋   （和 大） 
寺田 恵一 ４－６ ６－４ ６－２ 蔵重   （和 大） 
井上 正則   ２－６ ３－６   栗岡   （神商大） 
柴田 信雄   ６－０ ６－０   中山   （京 大） 
▽４回戦 
近藤克比古   ６－０ ６－０   久宝   （神外大） 
小田美喜雄   ６－０ ６－１   西村   （神商大） 
大沢 俊司－伊達（和 大）  原  正幸－藤尾（神 大） 
高橋  健   ５－７ １－６   佐藤   （大教大） 
馬場 信吾             中原   （大府大） 
鳥居 由和 ６－３ ２－６ ２－６ 吉田   （大市大） 
田中 利和             西尾   （甲南大） 
寺田 恵一   ３－６ ４－６   栗岡   （神商大） 
有岡 正夫－中野（阪 大）  柴田 信雄－内山（龍谷大） 
▽５回戦 
近藤克比古   １－６ ４－６   柏谷   （関学大） 
小田美喜雄   ３－６ １－６   児玉   （京 大） 
大沢 俊司   ６－０ ６－３   城戸   （神商大） 
原  正幸－杜多（京 大）  馬場 信吾－三田（神 大） 
田中 利和   ６－３ ６－０   有岡 正夫（同 大） 
柴田 信雄             田仲   （関 大） 
▽６回戦 
大沢 俊司   ６－０ ６－０   宇野   （甲南大） 
原  正幸   ６－４ ７－５   長野   （関 大） 
馬場 信吾   ２－６ ３－６   広瀬   （甲南大） 
田中 利和 ６－３ ６－８ ２－６ 角上   （立命大） 
柴田 信雄             出口   （大体大） 
▽７回戦 
原  正幸             大沢 俊司（同 大） 
柴田 信雄   ２－６ ４－６   玉田   （関学大） 
▽準々決勝 
原  正幸             藤井   （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－２４７） 

▽１回戦 
栩木･久保田－橋本･河野(龍大)   井上･牧野－小山･松尾(京府) 
▽２回戦 
田中・小田   ６－３ ６－３   夫 ・丁 （近 大） 
寺田・鳥居   ６－１ ６－０   高木・鳥居（阪外大） 
柴田･馬場－静間･出口(和 大)  松村･有岡－脇 ･田村(大市大) 
原 ･原田－高見･芳川(京 大)  高橋･大沢－野島･山田(大府大) 
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石田･近藤－堀田･中村(桃山大) 
栩木･久保田－仲山･張(関 大)  井上･牧野－荒矢･田村(大薬大) 
▽３回戦 
田中・小田 ７－５ ３－６ ６－２ 倉橋・山口 (関学大） 
寺田・鳥居 ４－６ ６－３ ６－３ 橋 ・伊達 （和 大） 
柴田･馬場－片野･藤沢(京 大)   松村･有岡－ 
原 ･原田－ 
高橋・大沢   ６－１ ６－２   布垣・平本（京外大） 
石田･近藤      def    栩木･久保田－山崎･畑尾(甲南大) 
井上･牧野－ 
▽４回戦 
田中・小田   ６－４ ６－３   松浦・大森（関学大） 
寺田・鳥居 ２－６ ６－１ ６－８ 田仲・犬伏（関 大） 
柴田･馬場－前田･高田(京府大)   原 ･原田－宮地･田中(神大) 
高橋・大沢   １－６ ５－７   江口・児玉（京 大） 
石田･近藤－大西･久保(近 大)   井上･牧野－ 
▽５回戦 
田中・小田 ６－１ ３－６ ２－６ 辻本・柴田（甲南大） 
柴田･馬場－広江･杉本(阪外大) 
 
１９６８（昭和４３）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】     ＜女子の部＞ 

       （１０月１９日～10日間 各大学・丸紅飯田） 
(女子シングルス)（Ｂ－４８４） 

▽１回戦 
平山 容子 ６－１ ６－８ ０－６ 守田   （大女大） 
田中 京子       def      大塚   （樟 蔭） 
加藤けい子   ０－６ １－６   川原田  （武庫川） 
鋸屋 幸子   ６－０ ６－０   樋口  （甲南女大） 
林  則子   ６－１ ６－０   山本   （阪 大） 
▽２回戦 
田中 京子 ６－４ ０－６ ２－６ 山田   （神女大） 
鋸屋 幸子   ６－０ ６－０   樽井   （京 大） 
林  則子   ６－０ ６－０   近倉   （樟 蔭） 
▽３回戦 
鋸屋 幸子       def      大島   （山 手） 
林  則子   ６－４ ６－２   北原   （帝塚山） 
▽４回戦 
鋸屋 幸子   ４－６ １－６   辻内   （樟 蔭） 
林  則子   ６－１ ６－２   仲野  （甲南女大） 
▽５回戦 
林  則子   ５－７ ３－６   曽根  （梅花女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－２４０） 

▽１回戦 

鋸屋・平山   ６－１ ７－５  土屋・渕脇（神女薬大） 

林 ・加藤   ６－３ ６－２   吉田・池原（京教大） 

▽２回戦 

鋸屋・平山   ６－２ ６－０   田中・朝倉（帝園短） 

林 ・加藤   ６－１ ６－２   沢田・友永（大教大） 

▽３回戦 

鋸屋・平山   ２－６ ２－６   松田・前田（成 蹊） 

林 ・加藤   ６－２ ６－３   城戸・吹田（同女大） 

▽４回戦 

林 ・加藤   ０－６ １－６  川原田・松崎（武庫川） 

 

１９６８（昭和４３）年 

【全日本学生東西対抗庭球試合】第３３回 

           （ ６月 １日・２日  愛知県体育館） 
＜男子＞ 

× 西 軍 ４（複１－２ 単３－３）５ 東 軍 

 (シングルス) 

Ｎo２○亀山 久光 ６－3 14－12         浅田 
    （同 大）              （法政大） 
 

１９６８（昭和４３年） 

【全日本学生庭球選手権】第３６回 

           （ ７月２２日～２９日 田園Ｃ） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１Ｒ 
柴田 信雄 ２－６ ６－３ ６－１ 渡辺  （東北学院） 
▽２Ｒ 
柴田 信雄 ６－２ １－６ ０－６ 野間   （慶応大） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦 
亀山 久光 ６－２ ４－６ ５－７ 藤田   （中京大） 
奥田  豊   ３－６ ２－６   鈴木   （立教大） 
中田 泰男   ２－６ １－６   松田  （東京農大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
亀山・奥田 ４－６ ６－３ ６－８ 玉木・加納（明治大） 
山下・中田   ２－６ ０－６   桑原・細野（法政大） 
 
１９６８（昭和４３年） 

【全日本学生庭球選手権】第１２回     ＜女子の部＞ 

           （ ７月２２日～２９日 田園Ｃ） 
予選 (女子シングルス)（Ｂ－３２） 

▽１Ｒ 
横山由美子   ６－４ ６－２   島津   （学習院） 
▽２Ｒ 
横山由美子   ２－６ ３－６   木全   （青学大） 
予選 (女子ダブルス)（Ｂ－１６） 

▽１Ｒ 
鍵野・横山 ９－７ １－６ ０－６ 師尾・石黒（玉川大） 
(女子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
鍵野 美代   ０－６ １－６   緒方   （成蹊大） 
 
１９６８（昭和４３）年 

【全日本学生室内庭球選手権】第５回 

         （１１月２２・２３・２４日 東京体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－１８） 
▽２回戦 
亀山 久光 ６－８ ６－３ ５－７ 桑原   （法政大） 
 
１９６８（昭和４３）年 

【全日本庭球選手権】第４３回 

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

▽１回戦 
亀山 久光(同大) ６－４ ８－６ ７－５ 上原 （近 大） 
▽２回戦 
亀山 久光(同大) ２－６ ３－６ ０－６ 石黒  （田園ｸ） 
 

１９６８（昭和４３）年 

【京都府庭球選手権】第２２回 

         （１０月１０日～１１月１７日 西院公園） 
(男子シングルス)（Ｂ－１００） 

▽１回戦 
波島正幸(OB同大ｸ)－  伊良子光忠(OB 同大ｸ)－ 恒藤(同大ｸ)－ 
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谷口宇平(OB 同大ｸ)－ 松田英夫(OB同大ｸ)－ 
高木繁一(OB同大ｸ)－  芳賀龍太郎(OB同大ｸ)－ 
村瀬寿男(OB同大ｸ)－ 江口秀一(OB同大ｸ)－ 
▽準々決勝 
波島 正幸(OB同大ｸ)  ６－８ ４－６  上崎 （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－５６） 

▽１回戦 
伊良子(OB)･山村(同大ｸ)－   恒藤(同大ｸ)･鳥居(OB同大ｸ)－        
芳賀･高木(OB同大ｸ)－    村瀬･江口(OB同大ｸ)－ 
松田(OB同大ｸ)･小谷(伊吹)－ 田中(OB西京ｸ)･上崎(甲南ｸ)－ 
(女子シングルス)（Ｂ－８） 

▽準決勝 
横山由美子(同大)    ３－６ ４－６  松田（大 丸） 

 

１９６８（昭和４３）年 

【毎日庭球選手権】第４３回（春） 

           （ ５月 ７日～８日間 香枦園TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－３０９）(男子ダブルス)（Ｂ－１３８） 

▽５回戦 
亀山 久光(同大)   ６－４ ６－１   中西  (ｶﾜｻｷﾗｹｯﾄ) 
▽６回戦 
亀山 久光(同大)   ７－５ ６－３   上崎  （甲南大） 
▽準々決勝 
亀山 久光(同大)６－４ ３－６ ２－６ １－６ 渡辺(佐友金属) 
(女子シングルス)（Ｂ－１８２）(女子ダブルス)（Ｂ－１０１） 

 
１９６８（昭和４３）年 

【関西庭球選手権】第４４回 

           （ ９月 ９日～９日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－２１０） 

▽１回戦 
原  正幸(同大)   ２－６ ３－６   小室  (関学大) 
田中 利和(同大)   ６－０ ６－０   絹巻 (追手門大) 
小金丸健治(同大)   １－６ １－６   細井  (関学大) 
山下  寛(同大)   ６－２ 10－８   菅野  (近 大) 
宇野 洋二(OB同大)   １－６ ２－６    宮川(博) (ｲｶﾘｿｰｽ) 
石田 誠司(同大)   ６－３ ６－３   船野  (大院大) 
奥田  豊(同大)   ６－２ ６－３   長野  (関 大) 
有岡 正夫(同大)   ３－６ ８－10   上原  (近 大) 
原田 雅弘(同大) ３－６ ６－４ ３－６ 大西  (近 大) 
松村 憲樹(同大)   ０－６ ０－６   大多和 (関学大) 
近藤克比古(同大) ６－３ ４－６ ７－５ 文田  (大市大) 
大沢 俊司(同大) ７－９ ６－２ １－６ 萩原  (関学大) 
▽２回戦 
柴田 信雄(同大)   ６－３ ６－１   犬伏  (関 大) 
中田 泰男(同大)   ６－２ ６－０   久利  (関学大) 
馬場 信吾(同大)   ３－６ １－６   竹村  (関学大) 
田中 利和(同大)   ２－６ ４－６   林   (関学大) 
山下  寛(同大) ２－６ ６－４ ６－１ 中井  (関学大) 
石田 誠司(同大)   ２－６ ３－６   村松  (関学大) 
奥田  豊(同大)   ６－４ ６－３   清水  (京 大) 
近藤克比古(同大) ６－３ ２－６ ３－６ 加藤 (住友金属) 
井上 正則(同大)   ０－６ ３－６   岡本  (関学大) 
亀山 久光(同大)   ６－０ ６－０   福山(神鋼ﾌｧｳﾄﾞﾗｰ) 
高橋  健(同大)   ４－６ １－６   沢田  (関学大) 
大石  良(同大)   ０－６ ０－６   森   (日 生) 
▽３回戦 
柴田 信雄(同大)   １－６ ３－６   宇津原 (日 生) 

中田 泰男(同大)   １－６ ３－６   大隅  (関 大) 
山下  寛(同大) １－６ ７－５ １－６ 北尾  (神 大) 
奥田  豊(同大) １－６ ６－０ ６－２ 村松  (関学大) 
亀山 久光(同大)   ６－０ ６－０   辻    (神 大) 
▽４回戦 
奥田  豊(同大)   １－６ ２－６   宮川(博) (ｲｶﾘｿｰｽ) 
亀山 久光(同大) ７－５ ４－６ ６－３ 池田   (関学大) 
▽５回戦（Ｂ－１６） 
亀山 久光(同大)   ３－６ ４－６   辻本   (甲南大) 
(男子ダブルス)（Ｂ－１０３） 

▽１回戦 
松村･大沢(同大)   ４－６ １－６  梶本･佐藤(神戸製鋼) 
中田･柴田(同大)   ６－１ ６－２   仲山･井開(関 大) 
原 ･有岡(同大)   １－６ １－６   萩原･西村(関学大) 
大石･井上(同大)   ２－６ ４－６   荒木･小室(関学大) 
山下･大石(同大)   ６－１ ６－０   中村･吉田(京 大) 
原田･高橋(同大)   ３－６ ３－６  大多和･池田(関学大) 
宇野(OB同大)･小金丸(同大) ０－６ ３－６ 辻本･柴田 (甲南大) 
▽２回戦 
石田･近藤(同大) ６－２ ２－６ ４－６ 村松･玉田(関学大) 
中田･柴田(同大)   ２－６ ４－６   西井･小沢(関学大) 
山下･大石(同大)   ６－０ ６－１   倉橋･山口(関学大) 
亀山･奥田(同大)   ６－０ ６－１ 上山･岡崎(大阪市役所) 
田中･馬場(同大)   ４－６ ５－７    石川･花園(関 大) 
▽３回戦 
山下･大石(同大) ３－６ ９－７ ２－６ 木本･辻本(甲南大) 
亀山･奥田(同大)   ６－２ ６－２   川久保･夫(近 大) 
▽４回戦（Ｂ－１６） 
亀山･奥田(同大)   ５－７ ６－８   細井･宮川(関学大) 
(女子シングルス) 

▽１回戦（Ｂ－１２４） 
井上 啓子(同大) ５－７ ６－４ ６－１ 西松 (甲南女大) 
加藤けい子(同大) ６－４ ４－６ ６－２ 田中  (関学大) 
平山 容子(同大)   １－６ ６－８   三島 (甲南女大) 
林  則子(同大)   １－６ １－６   谷崎  (香枦園ｸ) 
鋸屋 幸子(同大)   ０－６ ０－６   広川(住金製鋼所) 
▽２回戦 
井上 啓子(同大)   ０－６ ０－６   燈田  (同女大) 
加藤けい子(同大)   ０－６ １－６   左手   (池田ｸ) 
(女子ダブルス)（Ｂ－６７） 

▽１回戦 
林 ･鋸屋(同大)   ６－１ ６－０  秋永･西村(甲南女大) 
▽２回戦 
林 ･鋸屋(同大) ０－６ １－６ 沢松(松蔭女短)･沢松(松蔭高) 
横山･永末(同大) ５－７ ６－０ ６－３ 野々村･南(三菱電機) 
加藤･井上(同大)   ２－６ ０－６   浅井･並川  (池田ｸ) 
▽３回戦 
横山･永末(同大)   ２－６ ２－６  宮崎(成蹊ｸ)･福山(日生) 
 
１９６９（昭和４４）年 

◆社会：ｱﾎﾟﾛ 11号月面着陸(7/17～7/20)。東名高速道路全通。 

    東大安田講堂の落城(1/18)－大学紛争の天王山。 

【学園紛争－京大入試すべて学外で実施(3/)】 

★流行語：『オー！モーレツ』 

◇ﾃﾆｽ：ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ大会(6/24～7/5)。 

       ｼﾞｭﾆｱ-女子単 沢松和子-日本人初優勝。 

 

１９６９（昭和４４）年 
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＜合 宿＞（３月  日～１０日間）兵庫 甲子園TC 
 

１９６９（昭和４４）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （ ４月 １日～    甲子園TC） 
＜男子２部リーグ＞ 

× 同志社 ３（複１－２ 単２－４）６ 近 大① 

 (ダブルス) 

Ｎo１                   渡辺・上原 
Ｎo２                   高島・菅野 
Ｎo３                   川久保・夫 
 (シングルス) 
Ｎo１                   上原 夏太 
Ｎo２                   渡辺  健 
Ｎo３                   夫  元三 
Ｎo４                   高島 秀行 
Ｎo５                   川久保敬六 
Ｎo６                   菅野 好博 
 

○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 阪 大③ 

 
○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 京 大④ 

 (ダブルス) 

Ｎo１                   林 ・児玉 
Ｎo２                   杜多・上原 
Ｎo３                   清水・江口 
 (シングルス) 
Ｎo１                   林  秀高 
Ｎo２                   児玉 光雄 
Ｎo３                   清水  憲 
Ｎo４                   杜多  哲 
Ｎo５                   松山新一郎 
Ｎo６                   宇都宮吉邦 
 

＜男子２部リーグ②位＞    同志社大学 ２勝１敗 

 
１９６９（昭和４４）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】      ＜女子の部＞ 

       （  月  日～    香枦園TC） 
＜女子２部リーグ＞ 

× 同志社 ０（複０－２ 単０－３）５ 大教大① 

 

○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 神女学② 

 
○ 同志社 ３（複０－２ 単３－０）２ 関学大④ 

 

＜女子２部リーグ③位＞    同志社大学(女子) ２勝１敗 

 

１９６９（昭和４４）年 

【定期戦】第３９回 対 立教大学戦 

           （ ７月２８日・２９日 同大 岩倉） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  立教大 

 (ダブルス) 

Ｎo１ 中田・田中             宮下・安達 

Ｎo２ 近藤・大沢             朝倉・富田 
Ｎo３ 石田・鳥居             日高・安田 
 (シングルス) 
Ｎo１ 中田 泰男             宮下 好人 
Ｎo２                   朝倉 伸行 

Ｎo３                   安田 清志 
Ｎo４                   安達 幸雄 
Ｎo５                   忍  賢一 
Ｎo６                   日高 啓吾 
 
１９６９（昭和４４）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （ ７月２５日    同大 岩倉） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  青学大 

 (ダブルス) 

Ｎo１                   鈴木・山梨 
Ｎo２                   高橋・瀧 
Ｎo３                   大村・岩井 
 (シングルス) 
Ｎo１                   鈴木 克徳 
Ｎo２                   山梨  真 
Ｎo３                   瀧  忠家 
Ｎo４                   高橋 康雄 
Ｎo５                   鈴木 雅明 
Ｎo６                   鈴村 敏雄 
 

１９６９（昭和４４）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （１０月２７日    同大 岩倉） 

× 同志社 １（複０－３ 単１－５）８ 関西大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×近藤・大沢 ３－６ ４－６     中村・花園 
Ｎo２×松村・藤井 ４－６ ２－６     松田・長野 
Ｎo３×鳥居・牧野 ５－７ ０－６     井上・木谷 
 (シングルス) 
Ｎo１×鳥居 由和 ３－６ ７－５ １－６ 中村 雅具 
Ｎo２×近藤克比古 １－６ ４－６     長野  統 
Ｎo３×大沢 俊司 ３－６ １－６     木谷  茂 
Ｎo４×松村 正一 １－６ ３－６     松田 一磨 
Ｎo５×藤井 公雄 ３－６ ２－６     井上  昭 
Ｎo６○牧野 卓史 ６－１ ４－６ ６－２ 仲山 芳信 
 
１９６９（昭和４４）年 

【定期戦】復活 第24回 対 京都大学戦 

           （１１月１６日    同大 岩倉） 

× 同志社 ３（複１－２ 単２－４）６ 京都大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×近藤・大沢 ３－６ ８－10     林 ・児玉 
Ｎo２×石田・鳥居 ５－７ ６－４ ４－６ 杜多・芳川 
Ｎo３○松村・藤井 ６－４ ６－３     川崎・藤井 
 (シングルス) 
Ｎo１×鳥居 由和 ３－６ ４－６     児玉 光雄 
Ｎo２×石田 誠司 ２－６ ５－７     林  秀高 
Ｎo３○近藤克比古 ６－０ ６－３     杜多  哲 
Ｎo４×松村 正一 ３－６ １－６     芳川 久洋 
Ｎo５×大沢 俊司 １－６ ６－４ ４－６ 川崎 
Ｎo６○藤井 公雄 ６－０ ６－４     藤井 光晴 
 
１９６９（昭和４４）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

           （１１月１８日    同大 岩倉） 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 大市大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○近藤・大沢 ６－４ ６－３     吉田・坂本 
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Ｎo２○松村・藤井 ６－４ ６－３     小林・高岡 
Ｎo３○石田・鳥居 ６－３ ６－１     川原・鬼頭 
 (シングルス) 
Ｎo１○鳥居 由和 ６－３ ６－４     吉田 俊一 
Ｎo２○近藤克比古 ６－１ ６－２     坂本  昇 
Ｎo３○石田 誠司 １－６ ６－４ ６－３ 高岡 信幸 
Ｎo４○松村 正一 ７－５ ３－６ ８－６ 今村 光延 
Ｎo５○藤井 公雄 ６－３ ６－１     小林 成二 
Ｎo６○牧野 卓史 ６－０ ６－０     小川 元孝 
 
１９６９（昭和４４）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦   ＜女子の部＞ 

           （１１月１８日    同大 岩倉） 

× 同志社 １（複０－２ 単１－２）４ 大市大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×松森・竹内 ２－６ ４－６     林 ・堂場 
Ｎo２×上村・        棄権      加納・福本 
 (シングルス) 
Ｎo１×上村 順子 １－６ ０－６     洪  菊子 
Ｎo２○松森 純子 ７－５ ６－４     林 知与子 
Ｎo３×竹内    ２－６ １－６     加納  幸 
 

１９６９（昭和４４）年 

予選【関西学生春季庭球トーナメント】 

          （ ４月２３日～６日間 各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 

４回生 有岡 正夫 柴田 信雄 田中 利和 原  正幸 

原田 雅弘 馬場 信吾 

３回生 石田 誠司 寺田 恵一 高橋  健 鳥居 由和 

２回生 近藤克比古 大沢 俊司 大石  良 小田美喜雄 

    牧野 卓史 

１回生 松村 正一 藤井 公雄、樽井  悟 津田 高夫 

    井上 正則 生嶋  陽、 

予選出場組 (男子ダブルス) 

中田・田中  柴田・馬場  原 ・原田  有岡・松村 

寺田・鳥居  石田・近藤  高橋・大沢  牧野・津田 

松村・藤井  大石・北岡(桃大) 

予選出場者 (女子シングルス) 

４回生 林  則子 鋸屋 幸子 加藤けい子 

３回生 平山 容子 田中 京子 

２回生 上村 順子 

１回生 竹内まり子 

予選出場組 (女子ダブルス)  
林 ・加藤  鋸屋・田中  上村・平山 

 
１９６９（昭和４４）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

           （ ５月１１日～８日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１３１） 

▽１回戦 
鳥居 由和   ６－２ ６－０   芳川   （京 大） 
▽２回戦 
石田 誠司   ３－６ ３－６   夫    （近 大） 
中田 泰男   ６－３ ６－１   菅野   （近 大） 
田中 利和   １－６ ５－７   花園   （関 大） 
原  正幸   ３－６ ２－６   堀井   （阪 大） 

大沢 俊司 １－６ ９－７ ３－６ 木谷   （関 大） 
藤井 公雄   ０－６ １－６   北尾   （神 大） 
鳥居 由和 ２－６ ６－４ ２－６ 樫原   （神 大） 
近藤克比古   １－６ ２－６   茶円   （関 大） 
小田美喜雄 ６－８ ７－５ ６－２ 篠原   （神 大） 
馬場 信吾   ５－７ ４－６   萩原   （関学大） 
柴田 信雄   ６－４ ６－４   岡田   （阪 大） 
寺田 恵一   １－６ ２－６   吉原   （阪 大） 
▽３回戦 
中田 泰男   ６－１ ６－３   中井   （関学大） 
小田美喜雄   ０－６ ３－６   角上   （立命大） 
柴田 信雄   ３－６ ４－６   上原   （近 大） 
▽４回戦 
中田 泰男 ６－３ １－６ ６－３ 花園   （関 大） 
▽５回戦 
中田 泰男 ６－１ ３－６ ４－６ 沢田   （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６７） 

▽１回戦 
▽２回戦 
高橋・大沢       def       渡辺・上原（近 大） 
中田・田中   ６－１ ６－３  山口(関学)・千川(近大） 
柴田・馬場   ９－７ ７－５   寺口・斎藤（立命大） 
石田・近藤   ０－６ ２－６   北尾・宮地（神 大） 
原 ・原田   ２－６ ２－６   川久保・夫（近 大） 
▽３回戦 
中田・田中   ７－５ ６－２   柴山・藤井（甲南大） 
柴田・馬場   ０－６ ３－６   堀井・松島（阪 大） 
▽4回戦 
中田・田中   ７－９ ０－６   茶円・尾園（関 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－７８） 

▽１回戦 
林  則子   ６－８ ２－６   阪上  （梅花女大） 
加藤けい子   ６－３ ６－４   安井   （京府大） 
▽２回戦 
加藤けい子 ６－１ ５－７ ２－６ 本多   （京 大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３７） 

▽１回戦 
鋸屋・田中   ４－６ １－６   大西・山名（阪外大） 
林 ・加藤   ７－９ ３－６   片岡・後藤（大薬大） 
 
１９６９（昭和４４）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 

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

(女子シングルス)（Ｂ－   ）(女子ダブルス)（Ｂ－   ） 

 
１９６９（昭和４４）年 
【関西学生庭球選手権】（夏） 

           （ ８月２７日～７日間 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２５） 

▽１回戦 
中田 泰男   ６－４ ６－１   小川   （関 大） 
柴田 信雄－水野（近 大）    大沢 俊司－田仲（関 大） 
近藤克比古－中嶋（阪 大） 
鳥居 由和   ４－６ ２－６   村松   （関学大） 
石田 誠司             辻本 (隆)  （甲南大） 
寺田 恵一   ０－６ ０－６   三田   （神 大） 
田中 利和－大西（近 大）    小田美喜雄－広瀬（甲南大） 
松村 憲樹   ４－６ １－６   上原   （近 大） 
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原  正幸       def       北野   （立命大） 
松村 正一   ７－５ ７－５   鈴木   （近 大） 
▽２回戦 
中田 泰男－行田（阪 大）    柴田 信雄－長野（関 大） 
大沢 俊司－大多和(関学大)     近藤克比古－宮川（関学大） 
田中 利和－沢田（神 大） 
松村 正一   ２－６ ０－６   茶円   （関 大） 
▽３回戦 
中田 泰男 ６－０ ３－６ ４－６ 高島   （近 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６１） 

▽１回戦 
柴田・原田 ６－２ ３－６ ４－６ 吉田・坂本（大市大） 
石田・鳥居   ６－１ ６－２   大西・岩橋（神学大） 
松村・藤井             井上・木谷（関 大） 
牧野・小田             柏谷・松尾（関学大） 
近藤・大沢   ６－１ ６－２   千川(近大)・山口(関学） 
中田・田中             広江・岩本（阪外大） 
原(同大)･朝倉(立教)    def         大辻・藤尾（神 大） 
▽２回戦 
石田・鳥居   ２－６ ０－６   沢田・藤原（関学大） 
近藤・大沢             柴田・辻本（甲南大） 
中田・田中             黒田・大家（大体大） 
▽３回戦 
近藤・大沢   ７－５ ６－４    川久保･夫  （近 大） 
中田・田中               大多和･池田（関学大） 
▽4回戦 
近藤・大沢  6－4 2－6 0－6 5－7  大多和･池田（関学大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３８） 

▽１回戦  松森・竹内－植場(梅花)･村上(夙川） 
 
１９６９（昭和４４）年 

【関西学生室内庭球選手権】第４回 

       （１２月１９・２０・２１日 大阪府立体育館） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１Ｒ   中田 泰男 ２－６ ３－６ 花園  （関 大） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽１Ｒ   近藤･大沢 ４－６ ４－６ 広瀬･山崎（甲南大） 
 
１９６９（昭和４４）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

           （ ８月 ８日～11日間 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－５１２） 

▽１回戦 
牧野 卓史－松尾（京府大）  近藤克比古－宗形（大体大） 
大沢 俊司－高橋（桃山大）  大石  良－馬場（龍谷大） 
田中 利和－上村（大体大）  松村 憲樹－山田（甲南大） 
山岸 和博－山田（京 大）  栩木 信司－島内（立命大） 
津田 高夫－北村（関学大）  石田 誠司－十川（大教大） 
鳥居 由和－磯部（大府大）  寺田 恵一－田村（関外大） 
▽２回戦 
牧野 卓史－宮崎（神 大）  近藤克比古－河野（神商大） 
小田美喜雄－          大沢 俊司－泉  （龍谷大） 
原田 雅弘－          大石   良－ 
田中 利和－萩原（和 大）   松村 憲樹－土岐（関学大） 
山岸 和博－          栩木 信司－渕田（阪 大） 
樽井  悟－          津田 高夫－水野（近 大） 
石田 誠司－十川（大教大）   大川 卓男－ 
松村 正一－          鳥居 由和－大賀（神外大） 
星野  徹－          寺田 恵一－田村（関外大） 
藤井 公雄－ 

(男子ダブルス)（Ｂ－２２１） 

▽１回戦 
牧野･小田－関 ･中嶋(阪大) 石田･鳥居－小河･島谷(阪外大) 
▽２回戦 
栩木･山岸－藤本･塚本(京大) 牧野･小田－山路･太田(立命大) 
寺田･津田－寺口･斎藤(立命) 松村･藤井－町垣･島 (大府大) 
石田･鳥居－白江･山田(京産) 有岡･松村－今村･小川(大市大) 
大石･大川－日下部･木田(桃山) 
▽３回戦 
栩木･山岸－広瀬･山崎(甲南) 牧野･小田－ 
柴田･原田－高橋･宮前(大教) 松村･藤井－ 
近藤･大沢－沢辺･藤井(京大) 石田･鳥居－ 
有岡･松村－栗原･貞本(神商) 大石･大川－西村･渡辺(神商大) 
(女子シングルス)（Ｂ－５５８） 
▽２回戦 
柳川 寿子－松下（大谷女大） 古河 道子－大島（山手短） 
上村 順子－福島（松 蔭）  竹内まり子－中坂（帝院大） 
松森 純子－香西（京教大）  吉川美知子－竹内（金 蘭） 
(女子ダブルス)（Ｂ－２４８） 

▽２回戦 

松森･竹内－足田･宇佐美(帝院短) 上村･吉川－大西･田中(阪大) 

加藤･柳川－神戸･和住(山手短) 

▽準々決勝 松森･竹内－  ・  (武庫川女大) 

 

１９６９（昭和４４）年 

【関西女子学生庭球トーナメント】第１７回 

(関西女子ﾃﾆｽﾕﾆｵﾝ) (１１月１０日～７日間 靭TC・香枦園TC） 
(女子シングルス) 

▽１回戦 
上村 順子(同大)－仲 (関学)  松森 純子(同大)－青柳(大薬大) 
吉川美知子(同大)－小島(帝園短) 
▽２回戦 
竹内まり子(同大)－山本(大谷短)  林 則子(同大)－塚本(樟蔭大) 
(女子ダブルス) 

▽１回戦 
松森・竹内(同大)－大久保･明山(成蹊高) 
上村・吉川(同大)－尾川･浦島(大女大) 
 

１９６９（昭和４４年） 

【全日本学生庭球選手権】第３７回 

           （ ７月２１日～２８日 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２８）(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

(女子シングルス)（Ｂ－６４） (男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

 

１９６９（昭和４４）年 

【京都オープン庭球トーナメント】第２５回 

           （ ４月  日～    ） 
(男子ダブルス) 

▽決 勝  堀内(OB京都ｸ)･円崎(日本電池)〈優 勝〉 

(女子ダブルス) 

▽決 勝  横山(OG同大ｸ)･小川(神女院大)〈優 勝〉 

 

１９６９（昭和４４）年 

【京都府庭球選手権】第２３回 

          （１０月１０日～１１月９日 西院公園） 
一般 (男子シングルス)（Ｂ－１７０） 

▽１回戦  良元英河(OB同ｸ)6-2 8-6 久保田(菱電) 
松村憲樹(OB同ｸ)－     大石 良(同大) )def富田正明(OB) 
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谷口宇平(OB 同大ｸ) 1-6 6-1 7-5 村瀬寿男 (OB同大ｸ) 
松村正一(同大)6-16-2竹内(ﾄﾞｸﾀｰ)  松田英夫(OB)－山本(同高) 
▽２回戦  良元英河(OB)6-3 6-1 菅野(木曜) 
谷口宇平(OB)1-6 3-6上原(京大) 鳥居由和(同大) 6-0 6-1河内(大体) 
藤井公雄(同大) def萩原(ﾕﾆﾁｶ) 奥田 豊(OB同ｸ)6-1 6-2吉川(京産) 
近藤克比古(同大)6-0 6-2片田(三菱電) 柴田信雄(同大)def楠(京大) 
川辺義次郎(OB 同大ｸ)6-0 6-1西川(東ﾚ)恒藤(同大)1-62-6角上(立命) 
大岡征武(OB 同大ｸ)6-16-1藤木(京ｸ) 田中利和(同大)def難波(菱電) 
松村正一(同大)6-0 6-0和田(京都ｸ) 松田英夫(OB同大ｸ)－島田(立命) 
亀山久光(OB同大ｸ)6-0 6-3重盛(京産)   大石良(同大)－   
山岸和博(同大)6-36-2河田(舞鶴ｸ) 大沢俊司(同大)6-1 7-5藤木(東ﾚ) 
石井知信(OB同大ｸ)4-6 6-2 6-1竹内(京都ﾄﾞｸﾀｰ) 
▽３回戦  良元英河(OB同ｸ)6-3 3-6 6-2 佐々木(同高) 
鳥居由和(同大) 6-1 6-3窪田(東ﾚ)  近藤克比古(同大)－大水(ﾕﾆﾁｶ) 
奥田豊(OB同ｸ)6-2 6-3沢辺(京ｸ)    藤井公雄(同大)－武吉 (立命) 
川辺義次郎(OB 同ｸ)－長野(関大)  大沢俊司(同大)6-1 6-2堤(京大) 
大岡征武(OB 同大ｸ)6-26-3村山(同高)石井知信(OB同大ｸ)-丹羽(神大) 
松村正一(同大)6-2 6-1横井(関大)松田英夫(OB)5-7 1-6円崎(日電池) 
亀山久光(OB同ｸ)6-2 6-2伊藤(京ｸ) 
▽４回戦  亀山久光(OB同大ｸ)6-2 6-2良元英河(OB同ｸ) 
鳥居由和(同大) 2-6 3-6上原(京大)  奥田豊(OB同ｸ)－寺口(立命) 
近藤克比古(同大) 7-5 5-7 5-7田中(神大)  大岡征武(OB 同大ｸ)－ 
藤井公雄(同大)－長野(関大) 松村正一(同大)3-6 6-8円崎(日電池) 
石井知信(OB同ｸ)－角上(立命)大沢俊司(同大)6-４8-10 6-0堤(同高) 
▽５回戦  亀山久光(OB同ｸ)6-2 6-4岩本(京工) 
大岡征武(OB 同ｸ)－長野(関大) 大沢俊司(同大)6-４6-3湯山(鴨沂ｸ) 
▽準々決勝 
亀山 久光(同大) ６－０ ４－６ ８－６ 角上  （立命大） 
大沢 俊司(同大)       def      今井（神鋼商事） 
▽準決勝 
亀山 久光(同大)   ６－２ ６－０  大沢俊司（同 大） 
▽決 勝 
亀山 久光(同大)   ３－６ ５－７   長野 （関 大） 
〈優 勝〉 

一般 (男子ダブルス)（Ｂ－１０２） 

▽１回戦 
亀山･奥田(OB同大ｸ)－        良元･大川(OB同大ｸ)－ 
石田(OB同大ｸ)･大隈(関大ｸ)－  大岡･富田(OB同大ｸ)－ 
大木(OB同大ｸ)･水野(京都ｸ)－  近藤･大沢(同大)－ 
池際(OB同大ｸ)･太田(ｽｽﾞｷ)－   石井･松田(OB同大ｸ)－ 
柴田(OB同大ｸ)･出口(大体大)－ 小田(同大)･辻本(甲南大)－ 
村瀬･江口(OB同大ｸ)－        川辺･谷口(OB同大ｸ)－ 
松村･藤井(同大)－         恒藤(同大ｸ)･寺田(OB同大ｸ)－ 
鳥居･牧野(同大)－           大石(OB同大ｸ)･南平(神大)－ 
▽準々決勝 
亀山・奥田(OB同大ｸ)－湯山・角上 （立命大） 

近藤・大沢(同大)－大木(OB京都ｸ)･水野(京都ｸ) 
▽準決勝 
近藤・大沢(同大)－亀山･奥田 (OB同大ｸ） 

▽決 勝 
近藤・大沢(同大)〈準優勝〉－長尾(朝日生命)･円崎(日本電池) 
 (女子シングルス)（Ｂ－４８） 

▽1回戦 
吉川  (同大)－  林 則子(同大)－  野口美子(OB同大ｸ)－ 
松森純子(同大)－  柳川  (同大)－   横山由美子(OB同大ｸ)－ 
竹内  (同大)－  鍵野美代(OB同大ｸ)－  
(女子ダブルス)（Ｂ－２７） 

▽１回戦  横山･林 (OB同大ｸ)－   松森･竹内(同大)－ 
      鍵野･野口(OB同大ｸ)－   上村･吉川(同大)－ 

(混合ダブルス)（Ｂ－９） 

▽１回戦  寺田･野口(OB同大ｸ)def白江･白江(京産大) 

▽２回戦  寺田･野口(OB同大ｸ)def辻本(甲南)･野々村(ﾕﾆﾁｶ) 

      奥田･鍵野(OB同大ｸ) 9-7 4-6 6-4 本咲･田中(ﾕﾆﾁｶ) 
      大石(同大)･藤田(ﾕﾆﾁｶ) def   亀山･横山(OB同大ｸ) def 
▽決 勝  奥田･鍵野(OB同大ｸ)－水野(京都ｸ)･祭原(大阪国際) 
 

１９６９（昭和４４）年 

【毎日庭球選手権】第４４回（春） 

           （ ５月２６日～  日 香枦園TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－３０９）(男子ダブルス)（Ｂ－１４９） 

▽５回戦（Ｂ－３２） 
中田 泰男(同大)    ２－６ １－６    森  (日生) 
(女子シングルス)（Ｂ－２２０）(女子ダブルス)（Ｂ－１１３） 

 
１９６９（昭和４４）年 

【関西庭球選手権】第４５回 

           （ ９月 ６日～10日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－２５６） 

▽１回戦 
松村 憲樹(同大)         def       小沢（第一火災） 
津田 高夫(同大)    ０－６ １－６   小川 （関 大） 
山岸  博(同大)   ２－６ ０－６   高島 （近 大） 
近藤克比古(同大) ３－６ ６－１ ６－１ 十九川（桃山大） 
寺田 恵一(同大)   ６－３ ６－０   磯崎  （阪 大） 
大沢 俊司(同大)   ６－０ ６－１   渡部（大阪高専） 
栩木 信司(同大)   ０－６ ０－６   萩原  （関学大） 
石田 誠司(同大)   ６－０ ６－０   高松 （大市大） 
大石  良(同大)   １－６ ２－６   茶円  （関 大） 
宇野 洋二(OB同大)   ２－６ ２－６      上原  （近 大） 
鳥居 由和(同大)   ６－２ ６－０   沢谷 （大市大） 
大川 卓男(同大)   ２－６ ０－６   柴山  （関 大） 
樽井  悟(同大)   １－６ ０－６    西井(市岡庭集会) 
牧野 卓史(同大)   ６－２ ６－３   諏訪  （阪 大） 
藤井 公雄(同大)   ３－６ ２－６   堀井  （阪 大） 
積森 太郎(同大)       def       堀田  （桃山大） 
松村 正一(同大)   ６－１ ８－６   徳田  （関学大） 
原  正幸(同大)   ６－０ ６－０   湯浅  （神商大） 
星野  徹(同大)       def       広政  （桃山大） 
田中 利和(同大)   ６－３ ６－０   棋泉  （龍谷大） 
中田 泰男(同大)   ６－１ ６－１   室   （阪 大） 
紫田 信雄(同大)   ６－３ ６－３   丹羽  （TN ｸ） 
武田 一郎(同大)       def       北原  （桃山大） 
▽２回戦 
松村 憲樹(同大)   ３－６ ５－７   森  （上ケ原ｸ） 
近藤恵比古(同大)   ０－６ ６－８   池宗 （関学大） 
寺田 恵一(同大)   ４－６ ４－６  森本(大阪ﾃﾆｽｾﾝﾀｰC) 
大沢 俊司(同大)   ６－１ ６－０   水科 （甲南大） 
石田 誠司(同大)   ３－６ ４－６   茶円 （関 大） 
鳥居 由和(同大)   ８－６ ８－６   水野 （近 大） 
牧野 卓史(同大)   １－６ ０－６   花園  （関 大） 
松村 正一(同大)   ３－６ ０－６   瀬戸  （大院大） 
原  正幸(同大)   ６－０ ６－３    波多野（関 大） 
星野  徹(同大)   ０－６ ０－６   堀    (甲子園ｸ) 
田中 利和(同大) ６－３ ５－７ 13－11 安田  （近 大） 
中田 泰男(同大)   ６－２ ６－１   今村  （大市大） 
紫田 信雄(同大)   ６－２ ６－２   倉橋  （関学大） 
▽３回戦 
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大沢 俊司(同大)   ６－０ ６－３   丁  （近 大） 
鳥居 由和(同大)   ３－６ ０－６   沢田 （関学大） 
原  正幸(同大)   ４－６ ３－６   宮川(博) (ｲｶﾘｿｰｽ) 
田中 利和(同大)   ２－６ １－６   中村 （関 大) 
中田 泰男(同大)   ６－３ ６－４   玉田  （関学大） 
紫田 信雄(同大)   １－６ ２－６   中沢  (香枦園ｸ) 
▽４回戦（Ｂ－３２） 
大沢 俊司(同大)   １－６ ４－６   辻本 （甲南大） 
中田 泰男(同大)     ４－６ ４－６   中村 （日本電炉） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－１１９） 

▽１回戦 
武田・積森(同大)       def      具呂･渕田（阪 大） 
牧野・津田(同大)   １－６ １－６  松田･長野（関 大） 
中田(同大)･柴山(甲南)  ６－１ ６－０    大島･三上（阪 大） 
石田・鳥居(同大)   ６－４ ６－３   室 ･堀川（阪 大） 
大石・岩室(同大)      def       竹内･紫田(京都ﾄﾞｸﾀｰｽﾞ) 
紫田(同大)･出口(大体)       def          北原･南部（桃山大） 
松村・藤井(同大) ７－５ ４－６ ８－６ 柴山･鋳方（関 大） 
近藤・大沢(同大)   ２－６ ２－６   小川･中沢 (香枦園ｸ） 
栩木・山岸(同大)   ０－６ ０－６   村松･玉田（関学大） 
寺田・大川(同大)   ３－６ ４－６   高島･菅野（近 大） 
宇野(OB 同大)･大岡(OB 同大)   def   波多野･小川（関 大） 
▽２回戦 
中田(同大)･柴山(甲南)      def       東条･井上（ｴｸｽﾗﾝ工業） 
石田・鳥居(同大) ６－０ ４－６ ６－３ 吉田･坂本（大市大） 
大石・岩室(同大)   １－６ １－６  林 ･児玉（京 大） 
紫田(同大)・出口(大体) ６－２ ６－０  岡田･中川（阪 大） 
松村・藤井(同大)        def 
▽３回戦 
中田(同大)･柴山(甲南)  ６－３ ６－３  松田･長野（関 大） 
石田・鳥居(同大)   １－６ ３－６  竹村･地宗（関学大） 
紫田(同大)･出口(大体大)１－６ ３－６   林 ･宮川（関学大） 
松村・藤井(同大)   ３－６ ２－６   大多和･池田(関学大) 
▽４回戦（B－１６） 
中田(同大)･柴山(甲南) １－６ ７－９  森･宇津原（日本生命） 
(女子シングルス)（Ｂ－１５１） 

▽１回戦 
松森 純子(同大) ３－６ ６－２ ４－６ 山下  （大市大） 
吉川美知子(同大)   ６－３ ６－０   横山 （夙川女短） 
上村 順子(同大)   ０－６ ４－６   加納  （大市大） 
柳川 寿子(同大)   １－６ ２－６   天野  （大市大） 
竹内まり子(同大)   １－６ ０－６   今井 （成諼女短） 
▽２回戦 
吉川美知子(同大)   ３－６ ０－６   木村 （甲南女大） 
 (女子ダブルス)（Ｂ－６７） 

▽１回戦 
松森・竹内(同大)   ６－３ ６－２  加藤･尾花 （帝 大） 
加藤・柳川(同大)   １－６ １－６  立川･鈴木 （甲南大） 
上村・吉川(同大)   ０－６ ３－６  吉田･吉田 （成諼女） 
▽２回戦 
松森・竹内(同大)   ０－６ １－６  福山･小泉  （池田ｸ） 
 (混合ダブルス)（Ｂ－１２） 

▽１回戦 
中田・林 (同大)   ６－３ ６－１  南 ･宇野  （宝塚ｸ） 
▽準々決勝 
中田・林 (同大)   ０－６ １－６   加藤･広川(住友金属) 
 
 


