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１９７０（昭和４５）年 

◆社会：日本の総人口１億人突破(総理府-国勢調査発表)(12/2)。 
    初の人工衛星成功(ﾗﾑﾀﾞ 4Sを発射)(2/11)－東大宇宙研究所。 

    日本万国博覧会(3/14～9/13)。『よど号』ﾊｲｼﾞｬｯｸ事件(3/31)。 

     三島由紀夫自殺(11/25)。 

★流行語：『モーレツからビューティフルヘ』 

◇SPC：日本人初ｴﾍﾞﾚｽﾄ登頂成功(日本山岳会)。 

 (財)ｽﾎﾟｰﾂ安全協会設立(12/10)。 

◇ﾃﾆｽ：『日本庭球選手会』仮発足(5/15) 

   －日本ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ界初。 

 

１９７０（昭和４５）年 

＜合 宿＞（３月  日～１０日間）広島 呉 
 

１９７０（昭和４５）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 ４（複１－２ 単３－３）５ 神 大① 

 (ダブルス) 

Ｎo１×近藤・大沢 ３－６ ５－７     樫原・鉄屋 
Ｎo２×石田・松村 ３－６ ３－６     三田・篠原 
Ｎo３○鳥居・藤井 ６－０ ６－８ ６－２ 小川・金井 
 (シングルス) 
Ｎo１×鳥居 由和 ２－６ １－６     樫原 健一 
Ｎo２×石田 誠司 ２－６ ０－６     鉄屋 正夫 
Ｎo３○近藤克比古 ６－１ ４－６ ６－２ 三田  滋 
Ｎo４×大沢 俊司 ３－６ ５－７     篠原 宏義 
Ｎo５○松村 正一 ９－７ ６－３     小川 英郎 
Ｎo６○藤井 公雄 ６－３ ６－４     青木 真人 
 

× 同志社 １（複０－３ 単１－５）８ 阪 大② 

 (ダブルス) 

Ｎo１×近藤・大沢 １－６ ２－６     堀井・松島 
Ｎo２×石田・松村 ３－６ ２－６     村内・行田 
Ｎo３×鳥居・藤井 ０－６ １－６     大原・行田 
 (シングルス) 
Ｎo１×鳥居 由和 ４－６ ４－６     堀井 秀夫 
Ｎo２○近藤克比古 ６－２ ０－６ ６－２ 村内 光一 
Ｎo３×大沢 俊司 ２－６ ０－６     松島  忠 
Ｎo４×石田 誠司 ３－６ ４－６     片山 順雄 
Ｎo５×松村 正一 １－６ ２－６     行田 史朗 
Ｎo６×藤井 公雄 ０－６ ４－６     大原 
 

× 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 京 大③ 

(ダブルス) 

Ｎo１ 近藤・大沢 
Ｎo２ 石田・松村 
Ｎo３ 鳥居・藤井 
 (シングルス) 
Ｎo１ 鳥居 由和 
Ｎo２ 石田 誠司 
Ｎo３ 近藤克比古 
Ｎo４ 大沢 俊司 
Ｎo５ 松村 正一 
Ｎo６ 藤井 公雄 
 

＜男子２部リーグ④位＞    同志社大学 ０勝３敗 

 

【入替戦】 

× 同志社 ３（複１－２ 単２－４）６ 大経大 

＜２部④位＞            ＜３部①位＞ 

 
＜男子３部リーグ（降格）＞  同志社大学 

 

１９７０（昭和４５）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】      ＜女子の部＞ 

       （  月  日～    ） 
＜女子２部リーグ＞ 

× 同志社      ｄｅｆ      甲南女大① 

 

× 同志社      ｄｅｆ      大市大② 

 
× 同志社      ｄｅｆ      神女学③ 

 

＜女子２部リーグ④位＞    同志社大学(女子) ０勝３敗 

 

【入替戦】 

× 同志社      ｄｅｆ      松蔭女大 

＜２部④位＞             ＜３部①位＞ 

 
＜女子３部リーグ（降格）＞  同志社大学(女子) 

 

１９７０（昭和４５）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （ ７月１４日・１５日 立教大） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  立教大 

 (ダブルス) 

Ｎo１                   宮下・安達 
Ｎo２                   谷 ・富田 
Ｎo３                   忍 ・日高 
 (シングルス) 
Ｎo１                   宮下 好人 
Ｎo２                   安達 幸男 
Ｎo３                   安田 清志 
Ｎo４                   忍  賢一 
Ｎo５                   加藤 雄一 
Ｎo６                   富田  均 
 
１９７０（昭和４５）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （ ７月１２日     青学大） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  青学大 

 (ダブルス) 

Ｎo１                   鈴木・猪飼 
Ｎo２                   瀧 ・池田 
Ｎo３                   岩井・小泉 
 (シングルス) 
Ｎo１                   瀧  忠家 
Ｎo２                   池田  滋 
Ｎo３                   鈴木 雅明 
Ｎo４                   岩井 敏雄 
Ｎo５                   猪飼  茂 
Ｎo６                   小泉 正人 
 

１９７０（昭和４５）年 

【定期戦】復活 第25回 対 京都大学戦 

           （ ９月２０日     京大） 
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○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 京都大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○大沢・松村 ３－６ ６－３ ６－２ 芳川・小野 
Ｎo２○近藤・小田 ２－６ ６－３ ６－３ 安田・前田 
Ｎo３×牧野・津田 ２－６ ３－６     杉原・山田 
 (シングルス) 
Ｎo１○近藤克比古 ６－３ ６－３     小野 
Ｎo２○大沢 俊司 ６－０ ６－１     芳川 久洋 
Ｎo３○松村 正一 １－６ 11－９ ６－３ 前田 
Ｎo４○牧野 卓史 ６－２ ４－６ ７－５ 藤井 光晴 
Ｎo５○小田美喜雄 ６－３ ６－２     安田 
Ｎo６×津田 高夫 ０－６ ０－６     杉原 
 
１９７０（昭和４５）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

（  月  日     関大） 

× 同志社 ０（複０－３ 単０－５）８ 関西大 

 (ダブルス)            １引分 

Ｎo１×近藤・大沢 ４－６ ４－６     井上・木谷 
Ｎo２×松村・藤井 ２－６ ７－５ ３－６ 波多野・柴山 
Ｎo３×牧野・小田 １－６ ０－６     長野・小川 
 (シングルス) 
Ｎo１△近藤克比古 ６－３ ３－６３-5 (中止) 井上  昭 
Ｎo２×大沢 俊司 １－６ ３－６     長野  統 
Ｎo３×松村 正一 ６－４ ２－６ ２－６ 木谷  茂 
Ｎo４×牧野 卓史 ４－６ ４－６     柴山 武雄 
Ｎo５×小田美喜雄 ６－２ ４－６ ４－６ 波多野謙次 
Ｎo６×藤井 公雄 ０－６ １－６     小川 安則 
 
１９７０（昭和４５）年 

【定期戦】     対 関西大学戦     ＜女子の部＞ 

           （  月  日     ） 

○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 関西大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×上村・松森 ４－６ ３－６     北朴木・谷 
Ｎo２○中野・田中 ６－４ ６－２     長谷川・広田 
 (シングルス) 
Ｎo１×上村 順子 ２－６ ５－７     北朴木明子 
Ｎo２○松森 純子 ６－４ ６－４     谷  晴子 
Ｎo３○中野    ６－１ ６－４     長谷川美津子 
 

１９７０（昭和４５）年 

予選【関西学生春季庭球トーナメント】 

           （ ４月２５日～５日間 各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 

４回生 石田 誠司 寺田 恵一 栩木 信司 鳥居 由和 

３回生 近藤克比古 大川 卓男 大沢 俊司 大石  良 

    牧野 卓史 

２回生 松村 正一 山岸 和博 藤井 公雄 津田 高夫 

    中川  敏 服部 茂夫 

１回生 伊藤  肇 

予選出場組 (男子ダブルス) 

石田・鳥居  寺田・牧野  大川・大石  松村・藤井 

山岸・伊藤  中川・津田 

予選出場者 (女子シングルス) 

３回生 上村 順子 

２回生 松森 純子 

予選出場組 (女子ダブルス) 

上村・松森 

 
１９７０（昭和４５）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

           （ ５月 ６日～７日間 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦 
鳥居 由和   ６－０ ６－４   大家   （大体大） 
藤井 公雄   ４－６ ３－６   伊藤  （愛知学院） 
近藤克比古   ６－１ ７－５   紀野   （京工大） 
大沢 俊司 ２－６ ６－２ ６－０ 菅野   （近 大） 
寺田 恵一   ０－６ ３－６   田渕   （関学大） 
松村 正一 ７－５ ６－８ ９－７ 片倉    （立命大） 
石田 誠司   ２－６ ３－６   鉄屋   （神 大） 
牧野 卓史   ３－６ ４－６   播磨   （福 大） 
▽２回戦 
鳥居 由和   ９－７ ６－２   松島   （阪 大） 
近藤克比古   ６－４ ７－５   安永   （福 大） 
大沢 俊司 ５－７ ６－３ ４－６ 吉川   （九 大） 
松村 正一   ３－６ ３－６   高島   （近 大） 
▽３回戦 
鳥居 良和   ４－６ １－６   中沢   （関学大） 
近藤克比古 ４－６ ６－３ ２－６ 長野   （関 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
近藤・大沢   ６－０ ６－１   小谷・上野（桃山大） 
藤井・松村 ９－７ ２－６ ４－６ 上原・水木（近 大） 
石田・鳥居 ４－６ ６－４ ５－７ 木村・辻田（甲南大） 
寺田・牧野   ４－６ ２－６   堀井・松島（阪 大） 
▽２回戦 
近藤・大沢   ７－５ ６－２  伊藤・飯田（愛知学院） 
▽３回戦 
近藤・大沢 ７－５ ４－６ ６－２ 松田・長野（関 大） 
▽準々決勝 
近藤・大沢 ３－６ ３－６ ３－６ 中村・花園（関 大） 
 

１９７０（昭和４５）年 

予選【関西学生庭球選手権】（夏） 

           （ ７月２７日～６日間 各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 

３回生 大川 卓男 大石  良 小田美喜雄 牧野 卓史 

２回生 松村 正一 山岸 和博 藤井 公雄 樽井  悟 

津田 高夫 服部 茂夫 

１回生 伊藤  肇 安部 成一 沖田 啓吉 高橋 康雄 

西岡 知行 平野 公敏 一尾 佳久 布施 周三 

予選出場組 (男子ダブルス) 
鳥居・伊藤  大石・大川  牧野・津田  松村・藤井 

山岸・布施  中川・樽井  服部・西岡  沖田・安部 

一尾・高橋 

予選出場者 (女子シングルス) 

３回生 上村 順子 

２回生 松森 純子 

１回生 田中 郁子 細川 恵子 山中 智代 中野 清美 

    南川 律子 爾  康子 

予選出場組 (女子ダブルス) 
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上村・松森  細川・山中  中野・南川  田中・爾  

 
１９７０（昭和４５）年 
【関西学生庭球選手権】（夏） 

           （ ８月１０日～７日間 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１４） 

▽１回戦 
松村 正一 ９－11 ６－１ ６－２ 高岡   （大市大） 
牧野 卓史   ０－６ ２－６   松田   （関 大） 
近藤克比古   ６－１ ６－４   北野   （立命大） 
鳥居 由和   ６－１ ６－２   小河   （阪外大） 
小田美喜雄      def       大辻   （神 大） 
大沢 俊司   ７－５ ６－４   田仲   （関 大） 
▽２回戦 
松村 正一       def      尾園   （関 大） 
近藤克比古   ６－２ ７－５   萩原   （関学大） 
鳥居 由和 ６－３ ５－７ ４－６ 中島   （神 大） 
大沢 俊司   ６－４ ６－３   川口   （近 大） 
▽３回戦 
松村 正一   ６－８ ４－６   鉄屋   （神 大） 
近藤克比古   ３－６ ０－６   花園   （関 大） 
大沢 俊司   ４－６ １－６   辻本   （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－５８） 

▽１回戦 
松村・藤井   ６－３ ６－４   有馬・金井（神 大） 
鳥居・伊藤   ４－６ ４－６   山口・松浦（関学大） 
牧野・津田 ０－６ ６－２ ２－６ 榎本・大谷（甲南大） 
近藤・大沢 ４－６ ６－０ ７－５ 近藤・堀尾（阪 大） 
▽２回戦 
松村・藤井   ４－６ １－６   夫 ・丁 （近 大） 
近藤・大沢   ６－２ ７－５   宇野・畑尾（甲南大） 
▽３回戦 
近藤・大沢   ６－１ ６－３   久保・安田（近 大） 
▽準々決勝 
近藤・大沢 １－６ １－６ ３－６ 柴田・辻本（甲南大） 
(女子シングルス) （Ｂ－６９） 

▽１回戦 
上村・松森   １－６ １－６   川崎・平野（安田女大） 
 
１９７０（昭和４５）年 
【関西学生室内庭球選手権】第５回 

       （１２月１８・１９・２０日 大阪府立体育館） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１Ｒ   近藤克比古 ６－４ ６－４ 篠原 （神 大） 
▽FIN   近藤克比古 ３－６ ４－６ 丁  （近 大） 
(男子ダブルス) （Ｂ－８） 

▽１回戦 
近藤・大沢   ７－５ ６－３   高島・菅野（近 大） 
▽２回戦 
近藤・大沢   ３－６ １－６   宮川・中沢（関学大） 
 
１９７０（昭和４５）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

     （１１月１７日～11日間 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－５３４） 

▽１回戦 
山岸 和博－千川（近 大）  布施 周三－前田（神商大） 
▽２回戦 
山岸 和博－         津田 高夫－野村（大府大） 

伊藤  肇－河本（大府大）  一尾 佳久－森嶋（京外大） 
平野 公敏－博多（京 大）  小田美喜雄－河村（芦 大） 
藤井 公雄－中村（大学院）  大石  良－阪上（神外大） 
西岡 知行－角替（京 大）  松村 正一－浦本（立命大） 
布施 周三－柴山（関 大）  沖田 啓吉－森岡（京 大） 
服部 茂夫－中川（桃山大）  牧野 卓史－斎藤（大産大） 
中川  敏－池田（天理大）  高橋 康雄－芳川（京 大） 
樽井  悟－近藤（立命大）  大川 卓男－藤川（神 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－２４８） 

▽１回戦 
牧野･小田－中村･南部(姫工大)  津田･伊藤－臼井･西村(神学大) 
樽井･中川－木村･岡田(和 大)  高橋･平野－森田･山本(奈教大) 
大石･久利－杉森･小山(神学大)  山岸･沖田－田中･寺崎(和 大) 
服部･布施－山田･出口(奈教大)  西岡･一尾－森 ･稲葉(大教大) 
▽２回戦 
松村・藤井 
(女子シングルス)（Ｂ－５４５） 

▽２回戦 
上村 順子－国吉（京府大）  中野 清美－遠藤（神 大） 
松森 純子－小谷（大教大）  爾  康子－馬田（京 大） 
山中 智代－佐竹（龍谷大）  細川 恵子－北原（帝 大） 
南川 律子－馬渕（平安女短） 
(女子ダブルス)（Ｂ－２５９） 

▽１回戦 
上村･松森－田村･佐藤(海屋) 細川･山中－和田･光岡(大市･大体) 
繭･南川－安倍･立花(山手短) 田中･中野－山下･小林 (梅 花) 
 
１９７０（昭和４５年） 

【全日本学生庭球選手権】第３８回 

           （ ７月２０日～２６日 田園Ｃ） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－８０） 

▽１Ｒ   大沢 俊司－長田（愛教大） 
▽２Ｒ   大沢 俊司 ７－５ ６－１ 鈴木 （青学大） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－４０） 

▽１Ｒ   松村･藤井－石原･松尾（慶応大） 
▽２Ｒ   松村･藤井 12－14 １－６ 吉川･村田(九州大) 
(男子シングルス)（Ｂ－１１２） 

▽１回戦 
大沢 俊司   ６－３ ６－２   高橋  （東北学院） 
鳥居 由和   ７－９ ２－６   白石   （玉川大） 
近藤克比古 ７－９ ８－６ ３－６ 穴沢   （慶応大） 
▽２回戦 
大沢 俊司   １－６ １－６   吉井   （早 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－５８） 

▽１回戦 

近藤・大沢   １－６ ６－８   多田・木村（東 大） 
 
１９６９（昭和４５）年 

【京都オープン庭球トーナメント】第２６回 

           （ ４月  日～    ） 
(男子シングルス) 

▽決 勝  中田 泰男(OB同大ｸ)〈優 勝〉 

〈男子ダブルス〉 

▽決 勝 
中田(OB同大ｸ)･角上(立命ｸ)  3－6  6－4  6－3 柴田･茶円 
〈優 勝〉                            (OB同大ｸ･安積炉紙) 
(女子ダブルス) 

▽決 勝  横山(OG同大ｸ)･小川(神女院大)〈優 勝〉 
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１９７０（昭和４５）年 

【京都府庭球選手権】第２４回 

          （１０月 ４日～１１月８日 西院公園） 
一般 (男子シングルス)（Ｂ－１９２） 

▽１回戦 
中田泰男(OB同大ｸ)－ 山岸和博-(同大)－  中川 敏(同大)－ 
島図博次(OB同大ｸ)－ 服部茂夫(同大)－    西岡知行(同大)－ 
富田正明(OB同大ｸ)－  平野公敏(同大)－    松村正一(同大)－ 
谷口宇平(OB同大ｸ)－ 恒藤  (同大)－   大川卓男(同大)－ 
近藤克比古(同大)－    牧野卓史(同大)－  鳥居由和(同大)－ 
渡辺洋治(OB同大ｸ)－  一尾佳久(同大)－    布施   (同大)－ 
馬場信吾(OB同大ｸ)－  高橋 健(同大)－    樽井 悟(同大)－ 
松田英夫(OB同大ｸ)－ 寺田恵一(同大)－  大沢俊司(同大)－ 
宇野洋二(OB同大ｸ)－  津田高夫(同大)－    伊藤 肇(同大)－ 

良元英河(OB 同大ｸ)－  藤井公雄(同大)－   沖田啓吉(同大)－ 
亀山久光(OB同大ｸ)－  松村憲樹(OB同大ｸ)－  
▽準々決勝 
中田 泰男(OB同大ｸ)  ６－０  ６－４     上崎 （甲南大ｸ） 
近藤克比古(同大)   ６－３ ６－３   難波（三菱電機） 
久保 嘉定(OB同大ｸ)  ６－４ ７－５   寺口 （立命大） 
亀山 久光(OB同大ｸ)  ６－４ ６－４   角上 （立命大） 
▽準決勝 
中田 泰男(OB同大ｸ) 6－2 3－6 6－0 近藤克比古 (同 大) 
久保 嘉定(OB同大ｸ) ６－２ ６－４    亀山 久光(OB同大ｸ) 
▽決 勝 
中田 泰男(OB同大ｸ)  6－4 2－6 6－2 久保 嘉定(OB同大ｸ) 
〈優 勝〉 

一般 (男子ダブルス)（Ｂ－１１５） 

▽１回戦 
田中(OB同大ｸ)･角上(立命)－   松村･大鉢(OB同大ｸ)－ 
島岡･渡辺(OB同大ｸ)－     高橋･平野(同大)－ 
谷口･松田(OB同大ｸ)－     亀山･奥田(OB同大ｸ)－ 
田中(OB京都ｸ)･徳久(京都ｸ)－  馬場(OB同大ｸ)･鈴木(龍大ｸ)－ 
大川･沖田(同大)－  山岸･伊藤(同大)－  服部･布施(同大)－ 
大沢･松村(同大)－  近藤･藤井(同大)－  牧野･津田(同大)－ 
良元(OB同大ｸ)･田中(甲子園ｸ)－ 樽井･中川(同大)－ 
富田･宇野(OB同大ｸ)－     西岡･一尾(同大)－ 
恒藤(同大ｸ)･寺田(OB同大ｸ)－   鳥居(同大)･重盛(京産大)－ 
堀内･久保(OB同大ｸ)－ 
▽準々決勝 
堀内・久保(OB同大ｸ) －         亀山・奥田(OB同大ｸ) － 
▽決 勝  田中(OB京都ｸ)･徳久(京都ｸ)〈優 勝〉 

一般 (女子シングルス)（Ｂ－４９） 

▽1回戦 
細川恵子(同大)－  松森純子(同大)－  南川  (同大)－ 
上村順子(同大)－  田中郁子(同大)－  爾    (同大)－ 
山中  (同大)－  
▽準決勝 
上村 順子(同大)       def      田中  (ﾕﾆﾁｶ) 
一般 (女子ダブルス)（Ｂ－３０） 

▽１回戦 
細川･山中(同大)－  上村･松森(同大)－  爾 ･南川(同大)－ 
加藤･林 (OB同大ｸ)－   野口･鋸屋(OB同大ｸ)－ 
 

１９７０（昭和４５）年 

【毎日庭球選手権】第４５回（春） 

           （ ５月１８日～９日間 香枦園TC） 
 
１９７０（昭和４５）年 

【関西庭球選手権】第４６回 

           （ ９月 １日～11日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－２４３） 

▽１回戦 
樽井  悟(同大)       def       西山     (神戸ｸ) 
平野 公敏(同大)   １－６ １－６   山口    (阪 大) 
牧野 卓史(同大)   ０－６ ３－６   上原    (近 大) 
服部 茂夫(同大)   ０－６ １－６   斎藤    (龍谷大) 
高橋 康雄(同大)   ０－６ ０－６   望月    (甲南大) 
伊藤  肇(同大)       def       T・ﾃﾞﾗﾆ  ー (神戸ｸ) 
山岸 和博(同大)   ６－２ ６－０   山村   (京 大) 
大石  良(同大)   １－６ ３－６   山川  (芦 大) 
近藤克比古(同大)   ６－１ ６－０   林   (大市大) 
布施 周郎(同大)   １－６ ０－６   米谷   (関 大) 
西岡 知行(同大)   ０－６ ０－６   辻本   (甲南大) 
大沢 俊司(同大)   ６－０ ６－０   中川  (甲南大) 
松村 正一(同大)   ６－３ ６－１   斎藤   (京教大) 
一尾 佳久(同大)   １－６ ０－６   鉄屋   (神 大) 
沖田 啓吉(同大)   １－６ ４－６   大谷  (甲南大) 
津田 高史(同大) ４－６ ６－４ ４－６ 中井   (関学大) 
▽２回戦 
伊藤  肇(同大) ７－９ ６－３ ３－６ 久利   (関学大) 
山岸 和博(同大)   ０－６ ２－６   富田  (関学大) 
近藤克比古(同大)   ６－１ ６－３   谷口   (甲子園ｸ) 
大沢 俊司(同大)   ６－１ ６－０   伊藤  (関学大) 
松村 正一(同大)   ３－６ １－６   紫田   (甲南大) 
▽３回戦 
近藤克比古(同大)   １－６ ４－６   池田 (日本生命) 
大沢 俊司(同大)   ３－６ ４－６   本井   (帝 人) 
(男子ダブルス)（Ｂ－１１４） 

▽１回戦 
山岸・伊藤(同大)   ６－１ ６－４    中川(桃大)･山田(神大) 
近藤・大沢(同大)   ６－０ ６－０   内浦・園田  (和 大) 
牧野・津田(同大)       def       湯浅(神商)･小川(大経) 
大石(同大)･島田(関外)       def      川口・松井  (近 大) 
高橋・平野(同大)   ０－６ ０－６   中村・花園  (関 大) 
服部・一尾(同大)   ０－６ ０－６   辻(芦屋ｸ)･高橋(神戸ｸ) 
沖田・安部(同大)      def    細井(市岡庭集)･高屋(長崎屋) 
布施・西岡(同大)   ０－６ ０－６   吉野・形部  (大市大) 
▽２回戦 
山岸・伊藤(同大)   １－６ ２－６   松田･長野 （関 大） 
近藤・大沢(同大)    ６－２ ６－０    佐藤･川口  （神戸ｸ） 
牧野・津田(同大) ９－７ ３－６ ７－５ 坂本･小川 （大市大） 
▽３回戦 
近藤・大沢(同大) ６－４ ５－７ ０－６ 松田･長野 （関 大） 
牧野・津田(同大)              木本･池田 (日本生命) 
(女子シングルス)（Ｂ－２２０） 

▽１回戦 
山中 智代(同大)   ０－６ ０－６   田村  （海 星） 
中野 清美(同大)   ０－６ １－６   野崎  （帝院大） 
細川 恵子(同大)   ０－６ ０－６     西羅   （甲南大） 
爾   康子(同大)       def          末尾  （海  星） 
田中 郁子(同大)   １－６ １－６   仲   （関学大） 
上村 順子(同大)   ６－０ ６－０   植野  （芦 大） 
南川   (同大)       def          酒井  （帝 院） 
▽２回戦 
上村 順子(同大)   ３－６ ２－６   小林 （成蹊女短） 
南川   (同大)   ０－６ ０－６      寺尾 （武庫川女） 
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 (女子ダブルス) 

▽１回戦（Ｂ－１０９） 
田中・中野(同大)   ２－６ ０－６   村上･小島 (神女学大) 
爾 ・南川(同大)       def       大塚･木村  （芦女短） 
上村・松森(同大)   ６－０ ６－０   山本･土田 (神女学大) 
細川・山中(同大)   ０－６ １－６   今泉･藤井 (神女学大) 
▽２回戦 
上村・松森(同大)   ６－３ ６－２   長瀬･西村 （帝院大） 
▽３回戦 
上村・松森(同大)   ３－６ ２－６  田中・沢     (ﾕﾆﾁｶ) 
 
１９７１（昭和４６）年 

◆社会 ：ソ連金星7号－金星表面に軟着陸(1/26)。 

        ソ連史上初の有人宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ誕生に成功(6/7)。 

  沖縄返還協定調印(6/7)。中国ﾋﾟﾝﾎﾟﾝ外交(米－卓球ﾁｰﾑ受入)。 

    日本円の変動相場制移行を決定(8/23)。 

    ﾄﾞﾙｼｮｯｸ(金・ﾄﾞﾙ交換一時停止)(8/15)。 

       【長田野工業団地完成(11/)】 

★流行語：『ガンバラナクッチャ』 

 

１９７１（昭和４６）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）広島 呉 
 

１９７１（昭和４６）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （  月  日～   甲子園TC） 
＜男子３部リーグ＞ 

○ 同志社  （複 －  単 － ） 

 
○ 同志社  （複 －  単 － ） 

 
○ 同志社  （複 －  単 － ） 

 

＜男子３部リーグ①位＞    同志社大学 ３勝０敗 

 
【入替戦】 

○ 同志社      ｄｅｆ      神戸大 

＜３部①位＞            ＜２部④位＞ 

 
＜男子２部リーグ（昇格）＞  同志社大学 

 

１９７１（昭和４６）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 松蔭女大 

＜３部①位＞              ＜２部④位＞ 

 
＜女子２部リーグ（昇格）＞  同志社大学(女子) 

 

１９７１（昭和４６）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （  月  日    同大 岩倉） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  立教大 

 

１９７１（昭和４６）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （１１月２３日    同大 岩倉） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  青学大 

 (ダブルス) 

Ｎo１                   市川・大庭 
Ｎo２                   間淵・林 
Ｎo３                   小林・中谷 
 (シングルス) 
Ｎo１                   中谷 龍夫 
Ｎo２                   林 修二郎 
Ｎo３                   市川 達雄 
Ｎo４                   大庭 辰男 
Ｎo５                   間淵  勉 
Ｎo６                   矢住 孝昭 
 

１９７１（昭和４６）年 

【定期戦】復活 第26回 対 京都大学戦 

           （  月  日       ） 

－ 同志社  （  記録不明   ）  京都大 

 
１９７１（昭和４６）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

（  月  日     関大） 

× 同志社 １（複０－３ 単１－５）８ 関西大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×松村・藤井 ３－６ ３－６     井上・木谷 
Ｎo２×津田・伊藤 ４－６ ５－７     柴山・小川 
Ｎo３×沖田・坂田 ２－６ １－６     田淵・安田健 
 (シングルス) 
Ｎo１×松村 正一 ４－６ ２－６     井上  昭 
Ｎo２×藤井 公雄 ４－６ ７－９     木谷  茂 
Ｎo３×津田 高夫 １－６ １－６     柴山 武雄 
Ｎo４×伊藤  肇 ７－５ 10－12 ８－10 小川 安則 
Ｎo５×山岸 和博 ３－６ １－６     安田 正純 
Ｎo６○沖田 啓吉 ２－６ ６－２ ６－３ 岡田  章 
 
１９７１（昭和４６）年 

【定期戦】     対 関西大学戦     ＜女子の部＞ 

           （  月  日     ） 

× 同志社 １（複１－１ 単０－２）３ 関西大 

 (ダブルス)               １引分 

Ｎo１○松森・田中 ７－５ ４－６ ８－６ 谷・長谷川 
Ｎo２×細川・山中 ９－11 ０－６     乾 ・伊藤 
 (シングルス) 
Ｎo１△松森 純子 ６－１ ２－５ (日没)  谷  晴子 
Ｎo２×田中 郁子 ４－６ ２－６     長谷川律子 
Ｎo３×細川 恵子 ０－６ ０－６     広田 勅子 
 

１９７１（昭和４６）年 

予選【関西学生春季庭球トーナメント】 

         予選（ ４月２５日～６日間 各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 

４回生 大川 卓男 大石  良 小田美喜雄 牧野 卓史 



 6

３回生 藤井 公雄 樽井  悟 津田 高夫 中川  敏 

服部 茂夫 

２回生 伊藤  肇 沖田 啓吉 坂田  茂 高橋 康雄 

    西岡 知行 平野 公敏 一尾 佳久 

１回生 荒川  弘 村山 裕三 山本 和博 
予選出場組 (男子ダブルス) 

寺田・鳥居  大川・山岸  松村・藤井  樽井・一尾 

津田・伊藤  沖田・坂田  高橋・平野  服部・西岡 

荒川・村山 

予選出場者 (女子シングルス) 

４回生 上村 順子 

３回生 松森 純子 

２回生 田中 郁子 細川 恵子 

１回生 中野 清美 山中 智代 
予選出場組 (女子ダブルス) 

上村・松森  細川・山中  田中・中野 

 
１９７１（昭和４６）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

         本戦（ ５月１０日～７日間 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１５） 

▽１回戦 
大沢 俊司－田村（神 大）   藤井 公雄－杉原（京 大） 
牧野 卓史－前田（神商大）   津田 高夫－中川（甲南大） 
小田美喜雄－細川（神 大）   松村 正一－中村（京 大） 
▽２回戦  近藤克比古－高須賀（近 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６０） 

▽１回戦 
牧野・小田－石田・山村(京大)  松村・藤井－高岡・川原(大市) 
津田・伊藤－出口・松波(名学) 
▽２回戦  近藤・大沢－ 
▽３回戦 
近藤・大沢   ４－６ ８－10   長野・小川 （関 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－６８） 

▽１回戦  松森 純子－中島（甲南大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３６） 

▽１回戦  上村・松森－加納・福本（大市大） 
 

１９７１（昭和４６）年 

予選【関西学生庭球選手権】（夏） 

         予選（ ８月 ４日～６日間 各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 

３回生 山岸 和博 藤井 公雄 樽井  悟 津田 高夫 

服部 茂夫 

２回生 伊藤  肇 安部 成一 沖田 啓吉 坂田  茂 

高橋 康雄 西岡 知行 平野 公敏 

１回生 北井 大老 木村  敬 荒川  弘 今井原 毅 

    港   章 原田 龍彦 井原 敏則 

予選出場組 (男子ダブルス) 

山岸・沖田  津田・伊藤  樽井・木村  安部・今井原 

高橋・平野  服部・西岡  坂田・北井  荒川・港  

井原・原田 

予選出場者 (女子シングルス) 

３回生 松森 純子 

２回生 田中 郁子 細川 恵子 

１回生 田村 真子 細見たか子 山中 智代 山川 和代 

    高山 洋子 金本 淑子 

予選出場組 (女子ダブルス) 

松森・田中  細川・山中  上村・細見 

 
１９７１（昭和４６）年 
【関西学生庭球選手権】（夏） 

         本戦（ ８月２３日～７日間 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１２） 

▽１回戦 
藤井 公雄   ２－６ ４－６   望月   （甲南大） 
近藤克比古   ６－２ ６－３   中川   （甲南大） 
津田 高夫   ０－６ ３－６   中島   （神 大） 
松村 正一   ６－３ ６－３   松崎   （姫工大） 
伊藤  肇 ５－７ ６－２ ６－２ 井上   （和 大） 
平野 公敏   ０－６ ０－６   前田   （神商大） 
▽２回戦 
大沢 俊司   ６－１ ６－４   佐賀   （関 大） 
近藤克比古 ６－４ ３－６ ４－６ 高須賀  （近 大） 
松村 正一   ６－２ ７－５   萩原   （関学大） 
伊藤  肇   ２－６ １－６   久保   （近 大） 
▽３回戦 
大沢 俊司   ２－６ ４－６   柴山   （関 大） 
松村 正一   １－６ ３－６   木谷   （関 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－５６） 

▽１回戦 
松村・藤井 ６－０ ４－６ ６－２ 片岡・中川（甲南大） 
近藤・大沢   ６－１ ６－１   沼崎・島田（関外大） 
▽２回戦 
松村・藤井 ４－６ ６－３ ６－３ 川口・伊東（近 大） 
近藤・大沢 ５－７ ６－１ ６－１ 水野・高須賀（近 大） 
▽３回戦 
松村・藤井   １－６ １－６   木村・辻田（甲南大） 
近藤・大沢   ４－６ １－６   中村・松田（関 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－６２） 

▽１回戦 
松森 純子   ６－３ ６－３   柿原   （甲南大） 
▽２回戦 
松森 純子   ４－６ ２－６  寺尾（美）（武庫川女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３１） 

▽１回戦 
松森・田中   ０－６ ３－６  岩田(山手)・中山(夙川） 
 
１９７１（昭和４６）年 

【関西学生室内庭球選手権】第６回 

   本戦（１２月１０・１１・１２日 大阪市立中央体育館） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１Ｒ   松村 正一 ５-７ ８-６ ６-４ 柴田（甲南大） 
▽FIN      松村 正一  １-６ ６-０ ７-９ 今西（関学大） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽１Ｒ   近藤･大沢 8-10 14-12 9-7 波多野･柴山(関 大) 
            松村･藤井 ６－４ ６－４ 中村･松田（関 大） 
▽FIN      近藤･大沢 ４－６ ６－８ 片山･望月（甲南大） 
            松村･藤井 ３－６ ３－６ 鉄屋･中島（神 大） 
 
１９７１（昭和４６）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 
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     （１０月２３日～11日間 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－５２４） 

▽１回戦 
西岡 知行   ０－６ １－６   前田   （神商大） 
沖田 啓吉   ６－４ ６－２   河野   （大経大） 
平野 公敏   ３－６ ４－６   馬場   （京 大） 
山岸 和博      def       西田   （大教大） 
原田 龍彦   ０－６ ０－６   木本   （立命大） 
港   章   ４－６ ３－６   木村   （阪 大） 
井原 敏敬   ８－10 １－６   竹内   （阪 大） 
坂田  茂   ６－０ ６－１   山田   （大学大） 
服部 茂夫 ２－６ ６－４ ７－５ 吉里   （京 大） 
高橋 康雄      def       松本   （関外大） 
安部 成一       def       山本   （甲南大） 
津田 高夫             和田   （大経大） 
伊藤  肇   ６－１ ６－１   藤田   （京 大） 
木村  敬       def      松浦   （神 大） 
今井原 毅   １－６ ０－６   米谷   （関 大） 
北井 大老   ６－１ ６－２   吉村   （大市大） 
▽２回戦 
沖田 啓吉   ６－１ ６－３   吉川   （神商大） 
坂田  茂 ３－６ ６－４ ６－３ 福田   （阪外大） 
服部 茂夫             川口   （阪外大） 
安部 成一   １－６ ０－６   渕田   （阪 大） 
津田 高夫 
伊藤  肇   ６－０ ６－０   島本   （京外大） 
北井 大老   ２－６ ７－９   釜本   （姫工大） 
▽３回戦 
沖田 啓吉   ６－２ ６－３   片倉   （立命大） 
坂田  茂   １－６ １－６   増田   （桃山大） 
服部 茂夫   ２－６ ０－６   高崎   （神商大） 
津田 高夫             川口   （関 大） 
伊藤  肇 ２－６ ６－２ ４－６ 岸添   （神 大） 
▽４回戦 
沖田 啓吉   １－６ ６－８   前田   （阪 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－２４６） 

▽１回戦 

山岸・港    １－６ １－６   衣川・米谷（関 大） 

安部・北井   ３－６ １－６   青木・米村（大産大） 

津田・伊藤 ６－１ ２－６ ６－２ 大杉・木嶋（阪 大） 

平野・高橋       def      佐橋・喰田（大教大） 

服部・西岡   ４－６ ２－６   松下・矢野（甲南大） 

木村・今井原  ６－１ ６－０   岡田・春名（姫工大） 

原田・井原   ２－６ ３－６   河野・西村（大経大） 

沖田・坂田   ４－６ ３－６   島谷・安水（阪外大） 

▽２回戦 

津田・伊藤   ６－３ ６－０   吉見・谷 （大市大） 

木村・今井原  ６－４ ６－２   今村・辰巳（神商大） 

▽３回戦 

津田・伊藤   ６－３ ６－３   石野・川嶋（京産大） 

木村・今井原  １－６ ０－６   片倉・山本（立命大） 

▽４回戦 

津田・伊藤   ４－６ １－６   安田・前田（京 大） 

(女子シングルス)（Ｂ－６２８） 

▽１回戦 

細川 恵子 ６－３ ４－６ ７－５ 小笠原  （阪 大） 

田村よし子       def       折原  （神女薬大） 

高山 洋子   １－６ ０－６   宮城  （大谷女短） 

金本 淑子   ０－６ ０－６   土田   （神女学） 

山中 智代       def      佐野  （松蔭女短） 

▽２回戦 

松森 純子   ６－１ ６－２   上田   （神外大） 

細川 恵子   ０－６ ３－６   中村   （大体大） 

田中 郁子 ８－６ ６－８ ６－１ 柴    （奈良女） 

山川 知代   ２－６ １－６   石原   （神学大） 

細見たか子 １－６ ６－４ １－６ 伊達   （姫路短） 

田村よし子       def      安達   （奈教大） 

柴山みち子       def       雨堤   （帝 大） 

山中 智代   ０－６ ０－６   沖井   （武庫川） 

▽３回戦 

松森 純子   ６－１ ６－２   三浦   （海 星） 

田中 郁子   ８－６ ６－３   谷    （帝国短） 

田村よし子   １－６ １－６   柿原   （甲南大） 

▽４回戦 

松森 純子   ６－０ ６－１   西口   （芦女短） 

田中 郁子 ９－７ ２－６ ６－１ 南    （姫路短） 

▽５回戦 

松森 純子   ６－２ ６－０   上田   （甲南大） 

田中 郁子   １－６ ４－６   梶本   （神 大） 

▽６回戦 

松森 純子   ６－４ ６－３   山路  （園田女大） 

▽７回戦 

松森 純子   ６－１ ６－２   池田   （関外大） 

▽準々決勝 

松森 純子   ３－６ １－６   城崎   （神女学） 

(女子ダブルス)（Ｂ－３０６） 

▽１回戦 

細見・田村   ６－２ ６－１   池永・吉田（金 蘭） 

▽２回戦 

高山・山川 ６－４ ３－６ ６－３ 小川・上迫（芦女短） 

細見・田村   １－６ ０－６   柿原・中川（甲南大） 

松森・田中       def       天野・愛須（山 手） 

細川・山中   ５－７ ４－６   野沢・大村（奈良女） 

▽３回戦 

高山・山川   １－６ ０－６   藤原・八塚（京女大） 

松森・田中   ６－０ ６－０   上野・久保（京 大） 

▽４回戦 

松森・田中   ６－１ ６－１   天野・森田（大市大） 

▽５回戦 

松森・田中   ６－３ ６－３   深堀・木津（大教大） 

▽６回戦 

松森・田中   ５－７ ３－６  市岡・倉内（甲南女大） 

 

１９７１（昭和４６）年 

【全日本学生庭球選手権】第３９回＜男子＞ 第１６回＜女子＞ 

         予選（ ７月２２日～  日 香枦園TC） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－８０） 

▽１Ｒ   松村 正一－原 （広商大） 
牧野 卓史－大橋（日本大）  小田美喜雄－野口（中央大） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－４０） 

▽１Ｒ   松村・藤井－水野・馬瀬（中京大） 
予選 (女子ダブルス)（Ｂ－２０） 

▽１Ｒ   上村・松森－玉越・黒田（愛教大） 
         本戦（ ７月２２日～２８日 香枦園TC） 

(男子シングルス)（Ｂ－１１２） 

▽１回戦  大沢 俊司－   近藤克比古－ 
(男子ダブルス)（Ｂ－５８） 

▽１回戦  近藤・大沢－  牧野・小田－安間・小松（日本大） 
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１９７１（昭和４６）年 

【京都学生庭球トーナメント】 

   （  月  日～  日 京都 各大学） 
(女子シングルス) 

▽決 勝  松森 純子（準優勝〉－松村（京女大） 

(女子ダブルス) 

▽決 勝  上村・松森（準優勝〉－松村・  （京女大） 

 

１９７１（昭和４６）年 

【京都オープン庭球トーナメント】第２７回 

           （ ４月  日～    ） 
(男子ダブルス) 

▽決 勝  久保(OB朝日生命)･角上(京都ｸ)〈優 勝〉 

(混合ダブルス) 

▽決 勝  久保(OB朝日生命)･高木(芦屋ｸ)〈優 勝〉 

 

１９７１（昭和４６）年 

【京都府庭球選手権】第２５回 

         （１０月 ３日～１１月１４日 西院公園） 
一般 (男子シングルス)（Ｂ－２３３） 
▽１回戦 
中田泰男(OB同大ｸ)－ 富田正明(OB同大ｸ)－ 荒川 弘(同大)－ 
馬場信吾(OB 同大ｸ)－ 北尾  (同大)－  村瀬寿男(OB同大ｸ)－ 
島図博次(OB同大ｸ)－ 亀山久光(OB同大ｸ)－ 大沢俊司(同大)－ 
恒藤  (同大)－    寺田恵一-(同大)－  谷口宇平(OB同大ｸ)－ 
奥田 豊(OB 同大ｸ)－ 近藤克比古(同大)－  松田英夫(OB同大ｸ)－ 
一般 (男子ダブルス)（Ｂ－１３５） 
▽１回戦 
良元(OB同大ｸ)･馬場(同大)－   松村･藤井(同大)－ 
堀内(OB)･水野(京都ｸ)－      村木･大川(同大)－ 
柴田(OB)･鈴木(ｻﾝｸﾗﾌﾞ)－        近藤(同大)･長野(関大)－ 
大石(同大)･本咲(大阪国際)－    石井･松田(OB鴨沂ｸ)－ 
谷口･寺田(OB同大ｸ)－      中田(OB同大ｸ)･大沢(同大)－ 
恒藤(同大ｸ)･深田(同大ｸ)－      小笠原･岡村(同大)－ 
亀山･奥田(OB同大ｸ)－ 
(混合ダブルス)（Ｂ－１８） 

▽１回戦  松田(OB)･中谷(鴨沂ｸ)－  村瀬(OB)･大西(鴨沂ｸ)－ 

 
１９７１（昭和４６）年 

【毎日庭球選手権】第４６回（春） 

           （ ５月２４日～日 香枦園TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－３６３） 

▽５回戦（Ｂ－３２） 
大沢 俊司(同大) ６－２ ０－６ ６－８ 花園 （関 大） 
牧野 卓史(同大)   ０－６ ０－６   西村 （関学大） 
小田美善雄(同大)   ２－６ ２－６   細野（朝日生命） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１６２） 

▽５回戦（Ｂ－１６） 
牧野･小田(同大)   ２－６ ９－11   波多野･柴山(関 大) 
近藤･大沢(同大) ６-４ ８-10 1-６ 宮川(ﾕﾆﾌﾟﾗｽ)･宮川(大日電線) 
 
１９７１（昭和４６）年 

【関西庭球選手権】第４７回 

           （ ９月 ２日～11日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－２４３） 

▽１回戦 
樽井  悟(同大)       def       木村  （和 大） 
北井 大老(同大)       def       荒木  （大市大） 

津田 高夫(同大)   ６－２ ６－０   渡辺  （関 大） 
港     章(同大)   １－６ １－６   岡崎  （和歌山ｸ） 
原田 龍彦(同大)   ４－６ ３－６   常井  （大教大） 
山岸 和博(同大)   ６－１ ６－２   中川  （桃山大） 
高橋 康雄(同大)   ０－６ ０－６   尾園  （関大OB） 
大沢 俊司(同大)        def       松田  （大経大） 
坂田   茂(同大) １－６ ６－３ １－６ 木嶋  （阪 大） 
木村  敬(同大)   ０－６ ２－６   村重  （芦 大） 
沖田 啓吉(同大)   ４－６ ０－６   高須賀 （近 大） 
松村 正一(同大)   ６－２ ６－０   宮道   （中ﾓｽﾞｸ） 
平野 公敏(同大)        def       東條（日本ｴｸｽﾗﾝ） 
近藤克比古(同大)       def        服部  （大阪ｶﾞｽ） 
島図 博次(OB同大)  １－６ ４－６    大西 （阿倍野ｸ） 
安部 成一(同大) ６－４ ２－６ ４－６ 西村（日本ｴｸｽﾗﾝ） 
服部 茂夫(同大)   ６－２ ６－１   忠沢  （大市大） 
▽２回戦 
樽井   悟(同大)   ２－６ ０－６   川口  （近 大） 
北井 大老(同大)   １－６ ０－６   小川  （甲南大） 
津田 高夫(同大)   ６－１ ６－０   新城  （阪 大） 
山岸 和博(同大)   ５－７ ２－６   木村  （甲南大） 
大沢 俊司(同大)   ６－３ ６－０   森   （大教大） 
松村 正一(同大) ６－３ ２－６ ６－４ 西井 （市岡庭集） 
平野 公敏(同大)   ０－６ ０－６   鉄屋  （神 大） 
服部 茂夫(同大)   １－６ ５－７   矢野  （甲南大） 
▽３回戦 
津田 高夫(同大)   ２－６ ２－６   岡崎  （和歌山ｸ） 
大沢 俊司(同大)   ６－０ ７－５   滝川  （甲南大） 
松村 正一(同大)   １－６ ４－６   伊東  （近 大） 
▽４回戦（Ｂ－３２） 
大沢 俊司(同大) ５－７ ６－４ ６－８ 児玉 （住友電工） 
壮年 (男子シングルス)（Ｂ－２９） 

▽１回戦 
柳川和一郎((OB和歌山ｸ)    ２－６ ０－６  陣内（大阪国際ｸ） 
壮年 (男子ダブルス)（Ｂ－１７） 

▽１回戦 
柳川((OB)･迫間(和歌山ｸ)    ５－７ ４－６ 木下・大芝（芦屋ｸ） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１１０） 

▽１回戦 
平野・高橋(同大)       def       岩村･藤原（和 大） 
近藤・大沢(同大)   ６－２ ６－２   魚住･工  （近 大） 
坂田・北井(同大) １－６ ４－６    仲山(関大)･永山(昭和ｺﾞﾑ) 
山岸・沖田(同大) ３－６ ６－３ ３－６ 望月･坂元（大市大） 
松村・津田(同大)      def       吉見･原田 （大市大） 
大石・木村(同大)        def       川口･伊東 （近 大） 
樽井・安部(同大)      def       望月･忠沢 （大市大） 
服部・原田(同大)      def        直江･岡田(西宮庭協) 
▽２回戦 
平野・高橋(同大)   ０－６ ２－６  中嶋･土部 （関学大） 
近藤・大沢(同大)   ６－０ ６－２  松宮･向井 （大市大） 
松村･津田(同大) ６－２ ４－６ ５－７ 児玉(住電工)･花園(関大) 
▽３回戦 
近藤・大沢(同大)   ６－３ ６－２  田渕･富田 （関学大） 
▽４回戦（Ｂ－１６） 
近藤・大沢(同大)   ２－６ ２－９  木村･辻田 （甲南大） 
(女子シングルス)（Ｂ－２３７） 
▽１回戦 
高山 洋子(同大)   ０－６ ０－６   野口  （大体大） 
山中 智代(同大)       def       原   （和歌山ｸ） 
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細川 恵子(同大)   ６－０ ６－２   筒島 （松蔭女大） 
田中 郁子(同大)   ０－６ ０－６   堀池 （大阪女高） 
田村よし子(同大)        def      広田   （関 大） 
細見たか子(同大)   ０－６ ０－６   岩田  （関学大） 
山川 和代(同大)   ０－６ ０－６   中山 （夙川女短） 
松森 純子(同大)        def        黒田  （芦 大） 
▽２回戦 
山中 智代(同大)   １－６ ４－６   岡田（日本ｴｸｽﾗﾝ） 
細川 恵子(同大)   ０－６ １－６   小川  （香枦園ｸ） 
松森 純子(同大)   ６－４ ６－４   板倉   （台糖ｸ） 
▽３回戦 
松森 純子(同大)   ０－６ １－６   安田  （和歌山ｸ） 
 (女子ダブルス) 

▽１回戦（Ｂ－１２６） 
松森・田中(同大)   ６－４ ６－０   森川･山本 (宝塚ﾛｰﾝ) 
田村・山川(同大)   ０－６ ０－６   稲田･岩田  (関学大) 
細川・山中(同大)   ０－６ ０－６   鳴尾･宮本 (和歌山ｸ) 
細見・高山(同大)   ０－６ １－６   熊沢･松瀬(大女院高) 
▽２回戦 
松森・田中(同大)   ２－６ ３－６  柿原･衣笠（大谷高） 
 
１９７２（昭和４７）年 

◆社会：沖縄返還(本土復帰)(5/15)。日中国交正常化(9/25)。 

日本列島改造論(7/7)田中内閣。浅間山荘事件(2/27)。 

    【洛西ニュウタウンの建設始まる(8/)】 

★流行語：『あっしにはかかわりのねえことでござんす』 

◇SPT：第11回 冬季五輪 札幌大会(2/3～2/11)。 

    第20回 ﾐｭﾝﾍﾝ五輪(8/26～9/11)。 

 

１９７２（昭和４７）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）大分 城島平高原 
 

１９７２（昭和４７）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （ ４月 ５日～    香枦園TC） 
＜男子２部リーグ＞ 

× 同志社 ３（複０－３ 単３－３）６ 京 大① 

 
○ 同志社 ６（複１－２ 単５－１）３ 阪 大② 

 
○ 同志社 ５（複１－２ 単４－２）４ 大経大④ 

 

＜男子２部リーグ③位＞    同志社大学 ２勝１敗 

 
１９７２（昭和４７）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】      ＜女子の部＞ 

（ ４月 ５日～    香枦園） 
＜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 ０（複０－２ 単０－３）５ 神女学② 

 
○ 同志社 ４（複２－０ 単２－１）１ 大市大④ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○松森・田中 
Ｎo２○  ・ 
 (シングルス) 
Ｎo１○松森 純子 ６－０ ６－０     堂場 

Ｎo２  
Ｎo３  
 

＜女子２部リーグ③位＞    同志社大学(女子)１勝２敗 

 

１９７２（昭和４７）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （ ９月２４日・２５日 立教大） 

× 同志社 １（複０－３ 単１－５）８ 立教大 

 
１９７２（昭和４７）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

（  月  日     青学大） 

× 同志社 ０（複０－３ 単０－６）９ 青学大 

 
１９７２（昭和４７）年 

【定期戦】復活第27回 対 京都大学戦 

           （  月  日       ） 

× 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 京都大 

 

１９７２（昭和４７）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （  月  日     関大） 

○ 同志社 ５（複２－１ 単３－２）３ 関西大 

 (ダブルス)            １引分 

Ｎo１○堤 ・古川 ６－２ ６－２     坂井・白永 
Ｎo２×伊藤・沖田 ３－６ ７－５ ２－６ 米谷・安田正 
Ｎo３○永田・山下 ７－５ ６－２     森垣・塚本 
 (シングルス) 
Ｎo１△古川 一夫 ６－２ ３－５   (日没)  坂井 幸司 
Ｎo２○伊藤  肇 ６－１ ６－３     安田 健司 
Ｎo３○堤  勝弘 ６－２ ３－６ ６－４ 白永 恭彦 
Ｎo４×永田 隆佐 ４－６ ４－６     米谷 善晴 
Ｎo５×沖田 啓吉 ６－４ ５－７ ７－９ 塚本 浩司 
Ｎo６○山本 晶司 ６－２ ６－２     森垣 彰夫 
 
１９７２（昭和４７）年 

【定期戦】     対 関西大学戦    ＜女子の部＞ 

           （  月  日     ） 

○ 同志社 ４（複２－０ 単２－１）１ 関西大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○田中・尾崎 ６－４ ５－７ ６－３ 広田・辻 
Ｎo２○細川・田村 ６－３ ４－６ ６－４ 吉川・南 
 (シングルス) 
Ｎo１×田中 郁子 １－６ ２－６     広田 勅子 
Ｎo２○尾崎 澄代 ６－０ ６－０     吉川 端枝 
Ｎo３○細川 恵子 ６－０ ８－６     浜口 明子 
 

１９７２（昭和４７）年 

予選【関西学生春季庭球トーナメント】 

     予選（ ４月  日～   各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 

４回生 山岸 和博 

３回生 伊藤  肇 

２回生 北井 大老 

１回生 堤  勝弘 
 

１９７２（昭和４７）年 
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【関西学生春季庭球トーナメント】 

         本戦（ ５月 ４日～８日間 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１０７） 

▽１回戦 
伊藤  肇－須鎗(西南学院)     津田 高夫－見陰（大経大） 
古川 一夫－中嶋（関学大）   堤  勝弘－小幡（福岡大） 
藤井 公雄－中川（甲南大） 
▽２回戦  松村 正一－ 
 (男子ダブルス)（Ｂ－５４） 

▽１回戦 
津田・伊藤－諏訪・堀尾(阪大)  堤 ・古川－河村・四柳(京大) 
▽２回戦  松村・藤井－ 
(女子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦  松森 純子－山路（園田女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３３） 

▽１回戦  松森・田中－浅川・山内（梅 花） 
 
１９７２（昭和４７）年 

予選【関西学生庭球選手権】（夏） 

         予選（ ８月 ３日～７日間 各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 

４回生 山岸 和博 樽井  悟 服部 茂夫 

３回生 伊藤  肇 安部 成一 沖田 啓吉 坂田  茂 

    西岡 知行 平野 公敏 

２回生 北井 大老 木村  敬 今井原 毅 港   章 

１回生 堤  勝弘 岩崎 正延 近藤 俊之 国富 英夫 

    小田 聖樹 児玉 純二 静  広浩 永田 隆佐 

    橋本 一司 半田 謙二 皆見 晶宏 山本 昌司 

    芳野 正吉 庄司 

予選出場組 (男子ダブルス) 

伊藤・沖田  安部・西岡  坂田・橋本  平野・近藤 

国富・芳野  北井・今井原 港 ・半田  岩崎・児玉 

永田・山本  小田・静   皆見・庄司 

予選出場者 (女子シングルス) 

４回生 松森 純子 

３回生 田中 郁子 細川 恵子 

２回生 尾崎 澄代 田村 真子 

１回生 酒井 智子 中川恵美子 菅  康子 浜中 三栄 

    長谷川 緑 

予選出場組 (女子ダブルス) 

田中・尾崎  細川・田村  酒井・浜中  中川・菅  

 

１９７２（昭和４７）年 
【関西学生庭球選手権】（夏） 

         本戦（ ８月２１日～７日間 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１０４） 

▽１回戦 
堤  勝弘   ３－６ １－６   中嶋   （関学大） 
伊藤  肇   ３－６ ６－８   藤川   （神 大） 
永田 隆佐 ６－２ ４－６ ２－６ 小川   （甲南大） 
沖田 啓吉 ６－２ ３－６ ６－３ 渋沢   （大体大） 
▽２回戦 
松村 正一   ６－２ ６－２   吉川   （神商大） 
沖田 啓吉   １－６ １－６   井上   （関 大） 
▽３回戦 

松村 正一   ６－２ ７－５   半田   （立命大） 
▽４回戦 
松村 正一 ０－６ ６－４ ５－７ 伊東   （近 大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－５４） 

▽１回戦 
山本・永田   ０－６ ０－６  水野・高須賀（近 大） 
伊藤・沖田   １－６ ３－６   安田・中谷（関 大） 
 
１９７２（昭和４７）年 

【関西学生室内庭球選手権】第７回 

   本戦（１２月１５・１６・１７日 大阪市立中央体育館） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１Ｒ   堤  勝弘 ２－６ １－６ 中川 （甲南大） 
            古川 一夫 １－６ ２－６ 木村 （甲南大） 
            松村 正一 ４-６ ６-４ ６-４ 高須賀（近 大） 
▽FIN   松村 正一 ３－６ ２－６ 今西 （関学大） 
 
１９７２（昭和４７）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

     （１０月１６日～11日間 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－５３６） 

▽1回戦 
小田 聖樹   ６－２ ８－６   佐々木  （阪 大） 
▽２回戦 
芳野 正吉   ０－６ ０－６   津森   （大経大） 
坂田  茂   ６－２ 10－８   島田   （大府大） 
沖田 啓吉   ６－０ ６－０   新夕   （大工大） 
岩崎 正延   ０－６ ０－６   宮原   （立命大） 
児玉 純二   １－６ １－６   吉田   （関学大） 
平野 公敏       def       以倉   （大経大） 
堤  勝弘   ６－１ ６－１   北川   （大府大） 
皆見 昌宏   ８－６ ７－５   白杉   （阪 大） 
山本 晶司   ６－２ ６－１   鬼頭   （神学大） 
米田 謙二       def       樽矢   （京 大） 
小田 聖樹   ２－６ １－６   土部   （関学大） 
西岡 知行   ６－１ ６－１   鳥羽   （姫工大） 
静  宏治      def       喰田   （大教大） 
国富 英男   ６－１ ６－０   萩野   （京工大） 
永田 隆佐   ６－２ ６－２   佐々木  （大産大） 
庄司 大介   ６－０ ６－３   加藤   （英 知） 
橋本 一司   ６－１ ６－１   安里   （大工大） 
港   章   ６－０ ６－０   田畑   （京教大） 
伊藤  肇   ６－０ ６－０   富士原  （京学大） 
今井原 毅       def       竹内   （阪 大） 
北井 大老   ６－２ ６－０   河原林  （京府大） 
近藤 俊之   ４－６ ５－７   尾崎   （追手門） 
安部 成一 ７－５ ５－７ ６－３ 藤原   （和 大） 
古川 一夫   ６－１ ６－０   森嶋   （京外大） 
▽３回戦 
坂田  茂   ６－３ ６－３   原田   （関学大） 
沖田 啓吉   ６－２ ６－３   高橋   （立命大） 
堤  勝弘   ６－０ ６－１   大東   （関学大） 
皆見 昌宏 ７－５ ４－６ ６－３ 山田   （奈教大） 
山本 晶司   ６－２ ６－１   後藤   （天理大） 
西岡 知行   ５－７ １－６   藤田   （天理大） 
国富 英男   ８－６ ６－３   福永   （和 大） 
永田 隆佐 ５－７ ６－４ ４－６ 藤田   （神商大） 
庄司 大介   ５－７ ４－６   田中   （関 大） 
橋本 一司 ６－４ ２－６ １－６ 天重   （近 大） 
港   章   ６－０ ８－６   世古   （立命大） 
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伊藤  肇   ６－１ ６－３   山村   （京 大） 
今井原 毅   ０－６ ２－６   安田   （関 大） 
北井 大老   ２－６ ３－６   岸添   （神 大） 
安部 成一   １－６ １－６   寺田   （京 大） 
古川 一夫   ６－０ ６－０   高尾   （大産大） 
▽４回戦 
坂田  茂   ７－５ ６－４   坂元   （大市大） 
沖田 啓吉 ６－３ ２－６ ６－３ 山本   （関学大） 
堤  勝弘   ６－０ ６－０   薮    （京 大） 
皆見 昌宏   ２－６ ２－６   坂井   （関 大） 
山本 晶司   ６－４ ６－０   山口   （阪 大） 
国富 英男   ０－６ ０－６   中嶋   （関学大） 
港   章 ５－７ ６－１ ３－６ 杉江   （甲南大） 
伊藤  肇   ６－１ ６－０   森    （大教大） 
古川 一夫   ６－４ ６－３   石田   （京 大） 
▽５回戦 
坂田  茂   ６－８ ３－６   岡田   （和 大） 
沖田 啓吉   ４－６ ４－６   金井   （神 大） 
堤  勝弘   ６－３ ６－２   稲健   （甲南大） 
山本 晶司   ４－６ ４－６   前田   （神商大） 
伊藤  肇   ６－４ ６－３   肥田   （大府大） 
古川 一夫 ３－６ ６－３ ７－５ 村上   （神商大） 
▽６回戦 
堤  勝弘   ６－４ ６－４   坂井   （関 大） 
伊藤  肇 ４－６ ６－３ ４－６ 松江   （甲南大） 
古川 一夫   ６－４ ６－１   森    （大経大） 
▽７回戦 
堤  勝弘   ６－４ ９－７   鵜飼   （大府大） 
古川 一夫   ６－３ ６－３   片岡   （甲南大） 
▽準々決勝 
堤  勝弘   ６－２ ６－３   岡田   （和 大） 
古川 一夫 ２－６ ６－４ ６－４ 松江   （甲南大） 
▽準決勝 
堤  勝弘 10－８ ４－６ ６－４ 古川 一夫（同 大） 
▽決 勝 
堤  勝弘 10－８ ４－６ ６－３ 中嶋   （関学大） 
〈優 勝〉 

 (男子ダブルス)（Ｂ－２６０） 

▽１回戦 

坂田・安部      def      久保･富士原（京学大） 

▽２回戦 

芳野・児玉   ２－６ ３－６   向井・金平（大府大） 

北井・港    ６－１ ６－０   三井・玉川（大教大） 

永田・山本   ６－１ ７－５   島田・孫 （大府大） 

平野・西岡       def       田村・大樫（神 大） 

今井原・近藤  ６－１ ６－４   柳内・安里（京 大） 

小田・静        def       梅原・三輪（阪 大） 

米田・橋本       def       樋口・金谷（阪 大） 

伊藤・沖田   ６－１ ６－１   池辺・身野（姫工大） 

古川・堤    ６－１ ６－１   里見・玉地（神 大） 

国富・岩嵜   １－６ ２－６   山岡・松本（京外大） 

皆見・庄司   ６－１ ６－４   沢 ・岡野（阪 大） 

▽３回戦 

北井・港    ８－６ ６－４   鵜飼・肥田（大府大） 

永田・山本   ６－２ ６－４   吉間・高尾（阪 大） 

平野・西岡   ４－６ ２－６   芳村・老田（京工大） 

今井原・近藤 ７－５ ３－６ ７－５ 大田・国吉（京工大） 

伊藤・沖田   ６－１ ６－４   松本・長沢（阪 大） 

古川・堤    ６－１ ６－１   大西・大西（和 大） 

皆見・庄司   ２－６ １－６   吉川・永根（神商大） 

▽４回戦 

北井・港  １－６ ６－３ ６－４ 鹿園・山口（阪 大） 

永田・山本             西田・稲葉（大教大） 

今井原・近藤  ２－６ １－６   土持・山本（甲南大） 

伊藤・沖田   ６－４ ６－１   西村・津森（大経大） 

古川・堤    ６－０ ６－３   尾崎・伊勢（追手門） 

▽５回戦 

北井・港    ０－６ ３－６   井上・馬場（京 大） 

永田・山本   ２－６ ２－６   萩原・中嶋（関学大） 

伊藤・沖田 ４－６ ６－４ １－６ 松下・下井田（甲南大） 

古川・堤    ６－４ ６－４  伊勢木・山本（関学大） 

▽６回戦 

古川・堤    ６－１ ６－２    畑 ・高橋（立命大） 

▽準々決勝 

古川・堤  ０－６ ７－５ ６－２ 中川・片岡（甲南大） 

▽準決勝 

古川・堤    ６－２ ７－５   萩原・中嶋（関学大） 

▽決 勝 

古川・堤    ４－６ １－６   土部・吉田（関学大） 

〈準優勝〉 

(女子シングルス)（Ｂ－６６８） 

▽１回戦 

細川 恵子   ６－０ ６－２   荒井  （神女薬大） 

酒井 智子   １－６ ０－６   井沢   （海 星） 

田村 真子   ６－１ ６－０   千羽   （京女大） 

尾崎 澄代 ２－６ ６－３ ６－１ 四宮   （金 蘭） 

浜中 三栄   ２－６ １－６   松本   （梅 花） 

管  康子       def       津瀬   （関学大） 

▽２回戦 

細川 恵子   ０－６ ０－６   藤原   （京女大） 

田村 真子      def       岩田   （武庫川） 

尾崎 澄代   １－６ ２－６   八塚   （京女大） 

中川恵美子   １－６ ０－６   東    （神女学） 

田中 郁子       def       池畑   （松 蔭） 

長谷川 緑       def       川上   （平 安） 

▽３回戦 

田村 真子   ６－０ ６－１   及川   （奈良女） 

田中 郁子   ６－３ ６－１   亀崎   （帝院大） 

▽４回戦 

田村 真子   ０－６ １－６   東森   （天理大） 

田中 郁子   ２－６ ３－６   品川   （成 蹊） 

(女子ダブルス)（Ｂ－３１３） 

▽１回戦 

浜中・酒井   ２－６ ４－６  中島・嵯峨山（姫 短） 

▽２回戦 

尾崎・田村   ６－０ ６－１   高橋・奥山（ダム女） 

中川・長谷川      def       宮原・木津（大教大） 

田中・細川   ６－４ ６－１   室田・淺川（梅 花） 

▽３回戦 

尾崎・田村   １－６ ０－６   河村・呂 （武庫川） 

田中・細川   ６－０ ６－２   北浦・大森（大 谷） 

▽４回戦 

田中・細川   ８－10 ６－８   山村・泉 （梅 花） 

 

１９７２（昭和４７）年 

【全日本学生庭球選手権】第４０回 

         予選（ ７月１８日～    慶応大） 
予選 (女子シングルス) 
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▽１Ｒ   松森 純子－ 
         本戦（ ７月１８日～２４日 田園Ｃ） 

(男子シングルス)（Ｂ－１１２）(男子ダブルス)（Ｂ－５８） 

(女子シングルス)（Ｂ－５６） (女子ダブルス)（Ｂ－２８） 

 

１９７２（昭和４７）年 

【全日本選抜室内庭球選手権】第１回 

       （ １月２１日～２３日 神戸市立中央体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－１６）(男子ダブルス)（Ｂ－８） 

(女子シングルス)（Ｂ－８） (女子ダブルス)（Ｂ－５） 

 

１９７２（昭和４７年） 

【全日本ジュニアー庭球選手権】第３７回 

         （ ８月１２日～１８日 東京 神宮TC） 
(少年シングルス) 

▽準々決勝 
古川 一夫 (同大) ３－６ ６－４ ６－３ 山根    (甲南高) 
▽準決勝 
古川 一夫 (同大)    1－６ 10－12   坂本 (京) (柳川高) 
 

１９７２（昭和４７）年 

【京都オープン庭球トーナメント】第２８回 

           （ ４月  日～    ） 
壮年 (男子ダブルス) 

▽決 勝  大木(OB京都ｸ)･井上(京都ｸ)〈優 勝〉 

 
１９７２（昭和４７）年 

【京都府庭球選手権】第２６回 

         （１０月 ８日～１１月１２日 西院公園） 
一般 (男子シングルス)（Ｂ－２２７） 

▽１回戦 
藤井公雄(同大)－   柴田信雄(OB ｻﾝｸﾗﾌ )゙－  山岸和博(同大)－ 
島図博次(OB同大ｸ)－ 松田英夫(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)－   恒藤  (同大)－ 
谷口宇平(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)－   松村正一(同大)－  
▽準々決勝 

柴田 信雄(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)  ６－２ ３－６ ２－６  尾園（ｻﾝｸﾗﾌﾞ） 
一般 (男子ダブルス)（Ｂ－１３０） 
▽１回戦 
山岸･柴田(同大)－      恒藤(同大ｸ)･深田(同大ｸ)－ 
中田(OB)･柴田(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)－  藤井･津田(同大)－ 
谷口(OB)･松田(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)－ 
(混合ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
松村(同大)･平井(神戸女院)－   松田(OB)･伊庭(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)－  

谷口(OB)･児玉(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)－ 

 

１９７２（昭和４７）年 

【毎日庭球選手権】第４７回（春） 

           （ ５月１５日～10日間 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－４５７）(男子ダブルス)（Ｂ－２１４） 

(女子シングルス)（Ｂ－２９４）(女子ダブルス)（Ｂ－１５８） 

 

１９７２（昭和４７）年 

【関西庭球選手権】第４８回 

        （ ８月３０日～13日間 甲子園TC・靭TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－２６２） 

▽１回戦 
近藤 俊之(同大)   ０－６ １－６  久保田 (富士ｾﾞﾛｯｸｽ) 
皆見 晶宏(同大)       def          西村 (和歌山相銀) 

静  広治(同大)   ０－６ ０－６    萩原  （和 大） 
児玉 純二(同大)       def        田中  （神商大） 
今井原 毅(同大) ７－５ ３－６ １－６ 工   （近 大） 
北井 大老(同大)   ６－０ ６－０   光久  （芦 大） 
坂田  茂(同大)       def        青木  （大産大） 
平野 公敏(同大)   １－６ １－６   柴山  （関 大） 
小田   (同大)   ６－０ ６－１   柳田  （関学大） 
永田 隆佐(同大)   ２－６ ３－６   木村  （和 大） 
庄司   (同大)       def        天童  （近 大） 
国富 英男(同大)   ０－６ １－６   斎藤   （京都ｸ） 
山本 晶司(同大)       def        五城   （四宮ｸ） 
安部 成一(同大)   １－６ ４－６   樋口  （神外大） 
古川 一夫(同大)   ６－１ ６－０   門田  （立命大） 
芳野 正吉(同大)   ０－６ ２－６   鎌田  （阪 大） 
沖田 啓吉(同大)       def        難波   （神戸ｸ） 
岩崎  元(同大)   ０－６ ０－６   岡崎  （和歌山） 
堤  勝弘(同大)   ６－０ ６－０   下村  （関学大） 
▽２回戦 
皆見 晶宏(同大)   ０－６ １－６   岩村  （和 大） 
北井 大老(同大)   ０－６ ３－６   鉄屋  （神 大） 
坂田  茂(同大) ８－６ １－６ ７－５ 滝川  （甲南大） 
小田   (同大)   ３－６ ２－６   田中  （甲子園ｸ） 
山本 晶司(同大)          def        辻   （京 大） 
古川 一夫(同大)   ６－２ ６－２   三宅  （関学大） 
沖田 啓吉(同大)   ６－４ ６－２   原田  （関学大） 
堤  勝弘(同大)   ２－６ ４－６   下井田 （甲南大） 
▽３回戦 
坂田  茂(同大)   ２－６ ２－６   柴山  （関 大） 
山本 晶司(同大)   ９－７ ６－４   稲建  （甲南大） 
古川 一夫(同大)   ６－２ ６－２   松村 （恒和化学） 
沖田 啓吉(同大)   ０－６ ２－６   木本   （芦屋ｸ） 
▽４回戦 
山本 晶司(同大)   ０－６ ０－６   細井 （市岡庭集） 
古川 一夫(同大)   ６－４ ６－２   伊藤  （関学大） 
▽５回戦（Ｂ－３２） 
古川 一夫(同大)   ２－６ ２－６   細井 （市岡庭集） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－１１４） 

▽１回戦 
安部・平野(同大)         def        鈴木･大東（関学大） 
近藤・今井原(同大)   ４－６ ５－７   浜口･曾我 (ﾅﾆﾜｸﾗﾌﾞ) 
堤 ・古川(同大)    ６－０ ６－０   三谷･小原（大市大） 
沖田・坂田(同大)  ７－５ ６－２     中村･西村(和歌山相互) 
山本・永田(同大)    ６－２ ６－２   浜田･中島（大体大） 
北井・港 (同大) ６－０ ３－６ ６－１  望月･忠沢（大市大） 
国富・芳野(同大)   ０－６ ２－６   洪 ･土井（関学大） 
木村(同大)･山本(甲南大)   def         西垣･坂元（大市大） 
岩崎・児玉(同大)       def         萩原･中嶋（関学大） 
皆見・庄司(同大)        def      加藤(住金)･奥村(住友信託) 
小田・静 (同大)   ５－７ １－６   巻田･広川（関 大） 
▽２回戦 
安部・平野(同大)   ０－６ ２－６   中川･片岡（甲南大） 
堤 ・古川(同大)   ６－４ ６－２   福本･河村（芦 大） 
沖田・坂田(同大) ６－４ ６－３   森内(山本高)･石井(八尾ｸ) 
山本・永田(同大) ２－６ ０－６   鉄屋(神大)･高橋(香枦園ｸ) 
北井・港 (同大)       def        井上･木谷（関 大） 
▽３回戦 
堤 ・古川(同大) ３－６ ５－７  児玉(住友電工)･花園(ﾌﾀﾊﾞﾔ) 
沖田・坂田(同大)３－６ １－６中村(日本電炉)･岡崎(和歌山農協) 
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(女子シングルス)（Ｂ－２１４） 

▽１回戦 
尾崎 澄代(同大)   １－６ ３－６    平尾 （甲南女大） 
浜中 三栄(同大)   ０－６ ０－６    森田 （園田女大） 
中川恵美子(同大)   １－６ ５－７    大森 （海星女大） 
酒井 智子(同大)   ６－４ ６－２    石黒  （関学大） 
田中 郁子(同大)   ０－６ ２－６    木下 （園田学園） 
細川 恵子(同大) ６－３ ４－６ ２－ ６ 中川  （神女学） 
菅  康子(同大)        def          福原 （甲南女大） 
田村 真子(同大)   ２－６ １－６    田沼  （関学大） 
▽２回戦 
酒井 智子(同大)   ０－６ ２－６    雨堤 （手塚山大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－１０５） 

▽１回戦 
浜中・酒井(同大)  ０－６ ０－６    吉田･森田 （園田高） 
長谷川・中川(同大)     def         中村･田中(甲南女大） 
尾崎・田村(同大)  ０－６ １－６     永森･平田 （伊藤高） 
田中・細川(同大)  ６－８ ４－６     加藤･田中 (大阪ｶﾞｽ） 
壮年 (男子シングルス)（Ｂ－４０） 

▽１回戦  柳川和一郎(OB和歌山ｸ)－田中（甲子園ｸ） 
 
１９７３（昭和４８）年 

◆社会：ｵｲﾙｼｮｯｸ－産油国値上(10/16.17)。 

    国民の祝日法改正公布(4/12)。金大中事件(8/8)。 
     ﾉｰﾍﾞﾙ物理学賞(ｴｻｷﾀﾞｲｵ―ﾄﾞ発明)－江崎玲於奈(10/8)。 

★流行語：『じっとがまんの子であった』 

◇ﾃﾆｽ：日本庭球協会－協会主催のﾄｰﾅﾒﾝﾄをｵｰﾌﾟﾝ化合意(4/26)。 

 

１９７３（昭和４８）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）大分 城島平高原 
 

１９７３（昭和４８）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （ ４月 ５日～１３日  香枦園TC） 
＜男子２部リーグ＞ 

× 同志社 ３（複１－２ 単２－４）６ 京 大① 

 
－ 同志社  （複 －  単 － ）  阪 大 

 (ダブルス) 

Ｎo１ 堤 ・古川 
Ｎo２ 伊藤・沖田 
Ｎo３ 山本・永田 
 (シングルス) 
Ｎo１ 堤  勝弘 
Ｎo２ 古川 一夫 
Ｎo３ 伊藤  肇 
Ｎo４ 沖田 啓吉 
Ｎo５ 北井 大老 
Ｎo６ 山本 晶司 
 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  神 大 

 

＜男子２部リーグ 位＞    同志社大学  勝 敗 

 
１９７３（昭和４８）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  （複 －  単 － ）  大教大 

 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  神女学 

 
－ 同志社  （複 －  単 － ）  帝院大 

 

＜女子２部リーグ 位＞    同志社大学(女子)  勝 敗 

 

１９７３（昭和４８）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （１１月２３日    同大 岩倉） 

× 同志社 ０（複 －  単 － ）９ 立教大 

 
１９７３（昭和４８）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （  月  日    同大 岩倉） 

× 同志社 ４（複 －  単 － ）５ 青学大 

 
１９７３（昭和４８）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

         （  月  日     ） 

× 同志社 ３（複 －  単 － ）６ 大市大 

 
 

１９７３（昭和４８）年 

【定期戦】復活第28回 対 京都大学戦 

           （１１月 ３日     同大 岩倉） 

× 同志社 ３（複１－２ 単２－４）６ 京都大 

 
１９７３（昭和４８）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

（  月  日     ） 

× 同志社 ２（複 －  単 － ）７ 関西大 

 
１９７３（昭和４８）年 

【定期戦】     対 関西大学戦     ＜女子の部＞ 

（  月  日     ） 

○ 同志社 ３（複２－０ 単２－１）２ 関西大 

 
１９７３（昭和４８）年 

【定期戦】     対 甲南大学戦 

昭和４８年度 中 止 

 
１９７３（昭和４８）年 

予選【関西学生春季庭球トーナメント】 

         予選（ 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 伊藤  肇 安部 成一 沖田 啓吉 西岡 知行 

平野 公敏 

３回生 北井 大老 今井原 毅 港   章 

２回生 岩崎 正延 近藤 俊之 小田 聖樹 国富 英男 

    皆見 昌宏 静  広治 永田 隆佐 橋本 一司 

    山本 昌司 

１回生 上田 裕之 

予選出場組 (男子ダブルス) 

伊藤・沖田  安部・木村  西岡・平野  北井・港  

近藤・今井原 岩崎・静   小田・国富  皆見・橋本 

永田 ・ 山本 
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予選出場者 (女子シングルス) 

４回生 田中 郁子 細川 恵子 

３回生 尾崎 澄代 田村 真子 

２回生 酒井 智子 中川恵美子 

予選出場組 (女子ダブルス) 

田中・細川  尾崎・田村  酒井・中川 

 
１９７３（昭和４８）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

         本戦（ ５月 ８日～８日間 香枦園TC） 
(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－  ） 

 
１９７３（昭和４８）年 

予選【関西学生庭球選手権】（夏） 

           （ ８月 ３日～７日間 各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 

３回生 北井 大老 今井原 毅 港   章 近藤 俊之 
    小田 聖樹 
２回生 岩崎 正延 国富 英男 

１回生 上田 裕之 奥村 良樹 京増  明 河合 正浩 

    近藤 一彦 久岡 信之 岡田 恭彰 沢田  茂 

    平野 一章 品川 宣永 馬渕 光由 宮島 博史 

    佐々木   安田 

予選出場組 (男子ダブルス) 
北井・港   今井原・堤  近藤・小田  河合・平野 

奥村・久岡  上田・宮島  岩崎・国富  京増・沢田 

品川・馬渕 佐々木・安田 

予選出場者 (女子シングルス) 

３回生 尾崎 澄代 田村 真子 

２回生 酒井 智子 

１回生 足立 典子 小林 晴美 宮川 路子 浦谷 順子 

神部 雅子 臼井エリ子 酒見  京 中小路典子 

予選出場組 (女子ダブルス) 

尾崎・田村  足立・小林  酒井・酒見  宮川・浦谷 

神部・中小路 
 

１９７３（昭和４８）年 
【関西学生庭球選手権】（夏） 

           （ ８月２０日～７日間 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－９２） 

▽１回戦 
今井原 毅－織田（関学大） 北井 大老－黒見（神 大） 
近藤 俊之－尾上（神学大） 
▽２回戦  堤  勝弘－ 
北井 大老－中川（甲南大） 近藤 俊之－吉田（関学大） 
▽３回戦  堤  勝弘－ 
▽４回戦  堤  勝弘－伊藤（関学大） 
▽準々決勝 
堤  勝弘   ３－６ ４－６   友金（関学大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－５０） 

▽１回戦  北井・港 －森 ・以倉（大経大） 
▽２回戦  北井・港 －中川・松江（甲南大） 
(女子シングルス)（Ｂ－６１） 

▽１回戦  足立 典子－松田（武庫川女大） 

 
１９７３（昭和４８）年 

【関西学生室内庭球選手権】第８回 

    本戦（１２月２１・２２・２３日 大阪市立中央体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－１４） 

▽１回戦 
堤  勝弘 ６－７ ６－３ ４－６ 田中   （大経大） 
 
１９７３（昭和４８）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

     （１０月２０日～11日間 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－５３９） 

▽1回戦 
宮島 博史－藤原（追手門）  国富 英男－秋山 （阪 大） 
▽２回戦  奥村 良樹－名定（京工大） 
今井原 毅－島本（京外大）  京増  明－伊良子(関学大） 
近藤 俊之－大重（神外大）  古川 一夫－今西（京外大） 
上田 裕之－和田（大経大）  沢田  茂－福原（神 大） 
久岡 信之－新夕（大工大）  宮島 博史－藤原（追手門） 
国富 英男－秋山（阪 大）  岩崎 正延－落合（近 大） 
北井 大老－土屋（京府大）  近藤 一彦－笹岡（大体大） 
小田 聖樹－山崎（京産大）  馬渕 光由－吉田（立命大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－２５５） 

▽１回戦  岩崎･国富－清原･織田(関学) 

近藤･小田－小田･花田(大市)  北井･港 －山下･福永(大教) 

河合･馬渕－岩井･渡辺(神大)  京増･沢田－近藤･木村(阪大) 

上田･宮島－山村･徳盛(京大)   奥村･久岡－小間･岩元(龍大) 

 (女子シングルス)（Ｂ－６７３） 

▽１回戦 

中小路典子－田中（社事短）  小林 晴美－法武（阪外大） 

▽２回戦  田村 真子－矢埜（阪外大） 

足立 典子－小林（ダム女）  宮川 路子－中嶌（奈良女） 

白井エリ子－真柴（甲南大）  浦谷 順子－大津（大女大） 

神部 雅子－山下（大市大）  酒井 智子－藤井（神女学） 

酒見  京－中井（金 蘭）  尾崎 澄代－寺林（大谷女） 

 (女子ダブルス)（Ｂ－３２４） 

▽１回戦 

酒井･酒見－松井･西山(甲南) 神部･中小路－佐伯･高名(芦女) 

▽２回戦  臼井･浦谷－赤松･高井(帝院) 

足立･小林－山本･松尾(京女)  尾崎･田村－中角･寺田(甲南大) 

 

１９７３（昭和４８年） 

【全日本学生庭球選手権】第４１回 

           （ ７月１９日～２５日 香枦園TC） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－８０） 

▽１Ｒ   伊藤  肇－高田（神奈川大） 
▽FIN   伊藤  肇－ 
(男子シングルス)（Ｂ－１１２） 

▽１回戦 
伊藤  肇－歳川（学習大）  堤  勝弘－福地（早 大） 
 

１９７３（昭和４８年） 

【全日本庭球選手権】第４８回 

           （１０月２２日～３１日 田園Ｃ） 
予選 (男子シングルス) 

▽１Ｒ   堤  勝弘－坂本(真一)（日本大） 
 

１９７３（昭和４８）年 

【京都室内庭球選手権】第１回 
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       （ １月１３・１４・１５日 京都市立体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２） 

▽1回戦 
古川一夫(同大)－  柴田信雄(OB ｻﾝｸﾗﾌ )゙－  堤 勝弘(同大)－ 

 (男子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽1回戦  堤 ･古川(同大)－ 

 

１９７３（昭和４８）年 

【京都オープン庭球トーナメント】第２９回 

           （ ４月  日～    ） 
(男子シングルス) 

▽決 勝  柴田(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)･今井(日本新薬)〈優 勝〉 

壮年 (男子ダブルス) 

▽決 勝  大木(OB京都ｸ)･井上(京都ｸ)〈優 勝〉 

 
１９７３（昭和４８）年 

【京都府庭球選手権】第２７回 

         （ ９月２３日～１１月３日 西院公園） 
一般 (男子シングルス)（Ｂ－２７８） 

▽１回戦 
沖田啓吉(OB同大ｸ)－ 古川一夫(同大)－  堀内 寛(OB京都ｸ)－ 
伊藤 肇(OB同大ｸ)－ 奥田豊(OB同大ｸ)－ 鳥居由和(OB同大ｸ)－ 
馬場信吾(OB ｻﾝｸﾗﾌ )゙－ 中田泰男(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)－ 
▽準々決勝 
堀内  寛(OB京都ｸ)  ３－６ １－６  茶円 （ｻﾝｸﾗﾌﾞ） 
一般 (男子ダブルス)（Ｂ－１７２） 
▽１回戦 
堀内(OB)･水野(京都ｸ)－    伊藤(OB)･沖田(OB同大ｸ)－ 
堤  ･古川(同大)－       奥田(OB)･松村(OB同大ｸ)－ 
壮年 (男子シングルス) （Ｂ－１４） 

▽決 勝   大木 恵夫(OB京都ｸ)〈優 勝〉 

壮年 (男子ダブルス) （Ｂ－１０） 

▽決 勝   大木(OB京都ｸ)･井上(京都ｸ)〈優 勝〉 

一般 (女子シングルス)（Ｂ－１０１） 

▽1回戦 
上村順子(OB同大ｸ)－  尾崎澄代(同大)－  中小路 (同大)－ 
神部  (同大)－    浦谷  (同大)－  小林晴美(同大)－ 
田村真子(同大)－    足立典子(同大)－  福島  (同大)－ 
臼井  (同大)－    酒井  (同大)－  酒見  (同大)－ 
宮川路子(同大)－ 
▽準決勝  上村 順子(同大) def 田中 (ﾕﾆﾁｶ) 
一般 (女子ダブルス)（Ｂ－６９） 

▽１回戦 
上村･松森(OB同大ｸ)－ 尾崎･田村(同大)－  足立･小林(同大)－ 
酒井･酒見(同大)－    神部･中小路(同大)－  浦谷･臼井(同大)－ 
(混合ダブルス)（Ｂ－２２） 

▽１回戦  古川(同大)･河内(同高)－ 

 

１９７３（昭和４８）年 

【毎日庭球選手権】第４８回（春） 

           （ ５月１６日～11日間 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－３８８）(男子ダブルス)（Ｂ－１８４） 

▽５回戦（Ｂ－３２） 
伊藤  肇(同大)   ３－６ ２－６   木谷   (伊藤萬丂) 
(女子シングルス)（Ｂ－２７７）(女子ダブルス)（Ｂ－１４８） 

 
１９７３（昭和４８）年 

【関西庭球選手権】第４９回 

           （ ８月３０日～1１日間 甲子園TC） 

(男子シングルス)（Ｂ－   ）(男子ダブルス)（Ｂ－   ） 

 
１９７４（昭和４９）年 

◆社会：飛行機事故続発。民間健康法盛況－自然食品ﾌﾞｰﾑ。 
    ﾉｰﾍﾞﾙ平和賞－佐藤栄作(10/8)。 

【国鉄湖西線開通(7/)】 

★流行語：『狂乱物価』 

◇ﾃﾆｽ：日本庭球協会 認定選手制を採用(2/6)－ｱﾏ･ﾌﾟﾛ垣根とる。 

【全日本ｼﾞｭﾆｱ―庭球選手権】(8/12～8/18)－年齢別新方式登場。 

 沢松和子－国内女子単連勝192でｽｯﾄｯﾌﾟ(10/11)対ﾏﾘｱ・ﾌﾟｴ戦。 

 

１９７４（昭和４９）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）大分 城島平高原 
 

１９７４（昭和４９）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （ ４月 ３日～    香枦園TC） 
＜男子２部リーグ＞ 

× 同志社 ２（複１－２ 単１－５）７ 神 大① 

 (ダブルス) 

Ｎo１×堤 ・古川 ６－３ ０－６ ２－６ 湯通堂・向原 
Ｎo２×北井・大谷 ５－７ ４－６    ・田村・雨宮 
Ｎo３○荒川・港  ８－６ ６－３     大樫・和田 
 (シングルス) 
Ｎo１×堤  勝弘  13－15  ４－６     田村 良作 
Ｎo２×古川 一夫 ４－６ ４－６     大樫 徹男 
Ｎo３×今井原 毅 ０－６ ５－７     向原 伸彦 
Ｎo４×北井 大老 １－６ ２－６     和田  修 
Ｎo５○大谷 荘二 ７－５ ６－１     石野 佳秀 
Ｎo６×荒川  弘 ２－６ ７－９     雨宮 哲夫 
 

○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 神商大③ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○堤 ・古川 ６－３ １－６ ６－３ 古川・村上 
Ｎo２×北井・大谷 ２－６ ３－６     永根・藤田 
Ｎo３○荒川・港  ６－０ ４－６ ７－５ 北口・来島 
 (シングルス) 
Ｎo１○堤  勝弘  ６－４  ６－８ ６－３ 村上 通治 
Ｎo２○古川 一夫 ６－１ ６－２     吉川  昇 
Ｎo３○今井原 毅 ５－７ ６－３ ７－５ 藤田 修二 
Ｎo４○大谷 荘二 ６－３ ４－６ ６－２ 永根 正人 
Ｎo５×港   章 ２－６ ７－５ ２－６ 北口 弘史 
Ｎo６○荒川  弘 ６－２ ６－１     宮崎 育之 
 

○ 同志社 ８（複２－１ 単６－０）１ 京 大④ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○堤 ・古川 ４－６ ６－４ ６－４ 井上・馬場 
Ｎo２×北井・大谷 ０－６ ６－０ ４－６ 宝関・中村 
Ｎo３○荒川・港  ２－６ ６－４ ７－５ 柳・深野木 
 (シングルス) 
Ｎo１○堤  勝弘  ６－０  ６－８ ６－２ 馬場 宏之 
Ｎo２○古川 一夫 ５－７ ６－３ ７－５ 井上 正史 
Ｎo３○今井原 毅 ３－６ ６－３ ６－４ 中村 正彦 
Ｎo４○大谷 荘二 ６－４ ６－３     宝関 義隆 
Ｎo５○港   章 ６－２ ６－３     深野木 隆 
Ｎo６○荒川  弘 ６－２ ６－０     辻  直樹 
 

＜男子２部リーグ②位＞    同志社大学 ２勝１敗 
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１９７４（昭和４９）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】     ＜女子の部＞ 

       （ ４月１０日～    各大学） 
＜女子３部リーグ＞ 

○ 同志社 ４（複２－０ 単２－１）１ 京府大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○尾崎・田村 ６－４ ６－０     宮田・七島 
Ｎo２○足立・小林 ６－４ ６－１     岩崎・秋山 
 (シングルス) 
Ｎo１○足立 典子 ６－３ ６－０     宮田 弘子 
Ｎo２○尾崎 澄代 ６－２ ６－１     岩崎 ゑり 
Ｎo３×小林 晴美 ４－６ ５－７     秋山 夏世 
 

○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 大女大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×尾崎・田村 10－８ １－６ １－６ 大塚・西尾 
Ｎo２○足立・小林 ６－３ ６－３     二階・平馬 
 (シングルス) 
Ｎo１○足立 典子 ６－２ ６－２     大塚 一予 
Ｎo２×小林 晴美 １－６ ４－６     西尾貴代子 
Ｎo３○尾崎 澄代 ７－５ ７－５     二階 京子 
 

○ 同志社      ｄｅｆ      近 大 

 

＜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 ４（複２－０ 単２－１）１ 同女大 

＜３部①位＞            ＜２部④位＞ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○尾崎・田村 ６－３ ７－５     楠 ・脇坂 
Ｎo２○足立・小林 ６－２ ６－３     乾 ・中村 
 (シングルス) 
Ｎo１○足立 典子 ６－０ ６－１     脇坂 卓子 
Ｎo２○小林 晴美 ３－６ ６－２ ６－０ 乾  永子 
Ｎo３×尾崎 澄代 ６－３ ３－６ １－６ 楠  依子 
 
＜女子２部リーグ（昇格）＞  同志社大学(女子) 

 

１９７４（昭和４９）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （ ９月２９日・３０日 立教大） 

○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 立教大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×堤 ・古川 1－6 8－6 7－5 1－6 1－6  鈴木宏・鷲田 
Ｎo２○大谷・柴垣 ６－１ ６－４ ７－５ 鈴木一・山下 
Ｎo３○金井・名倉7－5 4－6 8－6 4－6 6－3  佐藤・高橋 
 (シングルス) 
Ｎo１×堤  勝弘 １－６ １－６     鷲田 典之 
Ｎo２○古川 一夫 １－６ ６－１ ７－５ 鈴木 一広 
Ｎo３×大谷 荘二 ４－６ ５－７     鈴木  宏 
Ｎo４○柴垣 行男 ６－１ ６－３     山下 哲夫 
Ｎo５○上田 裕之 ６－２ ６－３     佐藤 信夫 
Ｎo６○金井  健 ６－３ ３－６ ７－５ 高橋 良隆 
 
１９７４（昭和４９）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

（１０月 １日     青学大） 

× 同志社 ３（複１－２ 単２－４）６ 青学大 

（ダブルス） 

Ｎo１○堤 ・古川 ６－１ ６－１     猪谷・杉本 
Ｎo２×大谷・柴垣 ４－６ ３－６     小島・石井 
Ｎo３×上田・奥村 ０－６ ２－６     御子柴・片岡 
（シングルス） 
Ｎo１○堤  勝弘 ６－０ ６－０     羽藤 
Ｎo２○古川 一夫 ６－４ ６－２     伊藤 
Ｎo３×大谷 荘二 ７－９ ３－６     小島 
Ｎo４×柴垣 行男 ３－６ ２－６     石井 
Ｎo５×上田 裕之 １－６ ０－６     御子柴 
Ｎo６×金井  健 ０－６ ２－６     青島 
 

１９７４（昭和４９）年 

【定期戦】復活 第29回 対 京都大学戦 

           （  月  日     ） 

× 同志社 ３（複 －  単 － ）６ 京都大 

 
１９７４（昭和４９）年 

【定期戦】     対 甲南大学戦 

           （１１月 ３日     甲南大） 

○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 甲南大 

（ダブルス） 

Ｎo１○堤 ・古川 ６－０ ６－０     橋本・森岡 
Ｎo２○大谷・柴垣 ６－３ ０－６ ６－３ 土持・山本 
Ｎo３○上田・金井 ７－５ ６－２     福島・井本 
（シングルス） 
Ｎo１○堤  勝弘  ６－２  ６－１     土持 耕治 
Ｎo２○大谷 荘二 ２－６ ７－５ ６－４ 橋本  滋 
Ｎo３○古川 一夫 ６－３ ６－２     山本 雅英 
Ｎo４○柴垣 行男 ６－０ ６－０     井本 佳明 
Ｎo５○上田 裕之 ６－３ ６－４     森岡 孝太 
Ｎo６×金井  健 ３－６ ３－６     福島 忠敬 
 
１９７４（昭和４９）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （１１月１０日     関大） 

× 同志社 １（複０－３ 単１－５）８ 関西大 

（ダブルス） 

Ｎo１×堤 ・古川 ４－６ ６－１ ４－６ 中谷・塚本 
Ｎo２×上田・金井 ３－６ ３－６     坂井・分田 
Ｎo３×名倉・一柳 ２－６ ６－３ ４－６ 山本・黒田 
（シングルス） 
Ｎo１×堤  勝弘  ２－６  ３－６     坂井 幸司 
Ｎo２×古川 一夫 ２－６ １－６     中谷 千昭 
Ｎo３○柴垣 行男 ７－５ ６－３     塚本 浩司 
Ｎo４×上田 裕之 １－６ ５－７     分田 仁孝 
Ｎo５×名倉 宏治 ２－６ ４－６     山本 次郎 
Ｎo６×金井  健 １－６ ４－６     黒田 寛泰 
 
１９７４（昭和４９）年 

【定期戦】     対 関西大学戦    ＜女子の部＞ 

           （  月  日     ） 

× 同志社 １（複０－２ 単２－１）２ 関西大 

 
１９７４（昭和４９）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

           （１１月２３日    同大 岩倉） 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 大市大 

（ダブルス） 
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Ｎo１○堤 ・古川 ６－２ ６－０     豊田・安田 
Ｎo２○大谷・柴垣 ７－５ ６－３     田中・三村 
Ｎo３○上田・金井 ６－１ ８－６     高橋・花岡 
（シングルス） 
Ｎo１○堤  勝弘 ６－３ ６－３     高橋 弘一 
Ｎo２○大谷 荘二 ９－11 ６－２ ６－４ 田中 宏明 
Ｎo３○古川 一夫 ６－１ ６－２     豊田 慎吾 
Ｎo４○柴垣 行男 ６－４ ６－４     安田 博行 
Ｎo５○上田 裕之 ６－２ １－６ ６－３ 三村 修平 
Ｎo６○名倉 宏治 ６－１ ６－２     北村 正一 
 
１９７４（昭和４９）年 

【練習試合】    対 サンクラブ 

           （ ６月 ２日     ） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  サンクラブ 

（ダブルス） 

Ｎo１                 柴田信雄・今井 
Ｎo２                 中田泰男・角上 
Ｎo３                   尾園・布垣 
（シングルス） 
Ｎo１                   尾園 順司 
Ｎo２                   今井 尊史 
Ｎo３                   角上敏佳寿 
Ｎo４                   柴田 信雄 
Ｎo５                   中田 泰男 
Ｎo６                   布垣 敏幸 
 
１９７４（昭和４９）年 

予選【関西学生春季庭球トーナメント】 

         予選（ ４月２２日～６日間 各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 

４回生 北井 大老 荒川  弘 今井原 毅 港   章 

３回生 岩崎 正延 古川 一夫 

２回生 上田 裕之 奥村 良樹 京増  明 河合 正浩 

    近藤 一彦 久岡 信之 品川 宣考 藤田 康彦 

    沢田  茂 

１回生 大谷 荘二  

予選出場組 (男子ダブルス) 

北井・大谷  荒川・港   今井原・奥村  岩崎・近藤 

堤 ・古川  上田・京増  河合・藤田   沢田・久岡 

予選出場者 (女子シングルス) 

４回生 尾崎 澄代 田村 真子 

３回生 酒井 智子 中川恵美子 

２回生 足立 典子 小林 晴美 宮川 路子 神部 雅子 

    浦谷 順子 中小路典子 

予選出場組 (女子ダブルス) 

尾崎・田村  酒井・中川  足立・小林  宮川・浦谷 

神部・中小路 

 
１９７４（昭和４９）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

         本戦（ ５月 ７日～７日間 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１２） 

▽１回戦 
古川 一夫   ６－２ ６－２   杉山   （中京大） 
大谷 荘二 ６－３ ４－６ ６－３ 安武   （福 大） 

港   章   ３－６ ４－６   山田   （近 大） 
今井原 毅   ６－４ ６－３   坂元   （大市大） 
北井 大老   ５－７ ３－６   有吉   （福 大） 
荒川  弘   ６－１ ６－４   宝関   （京 大） 
▽２回戦 
古川 一夫   ６－０ ６－２   田渕   （近 大） 
大谷 荘二   ４－６ ２－６   向原   （神 大） 
堤  勝弘   ６－２ ６－１   日野   （阪 大） 
今井原 毅 ２－６ ６－３ ２－６ 前田   （関学大） 
荒川  弘   ２－６ ３－６   内山   （中京大） 
▽３回戦 
古川 一夫   ８－10 ２－６   中川   （甲南大） 
堤  勝弘   ６－１ ７－５   織田   （関学大） 
▽４回戦 
堤  勝弘   ３－６ ４－６   山田   （近 大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－５８） 

▽１回戦 
堤 ・古川   ６－２ ６－３   辻中・分田（関 大） 
荒川・港    ６－４ ６－１   内山・柳田（中京大） 
今井原・奥村  ６－８ １－６   吉川・村上（神商大） 
北井・大谷   ６－１ ８－６   吉見・大西（大市大） 
▽２回戦 
堤 ・古川   ６－３ ６－１    片山(阪大)･永根(神商) 
荒川・港    ３－６ ２－６   水野･富田 （近 大） 
北井・大谷 ５－７ ６－３ ４－６ 下井田･小川（甲南大） 
▽３回戦 
堤 ・古川   ５－７ ２－６   中村・尾畠（福 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－７２） 

▽１回戦 
足立 典子   ６－３ ７－５   楠    （同女大） 
▽２回戦 
足立 典子   ０－６ ０－６   堀池   （近 大） 
 
１９７４（昭和４９）年 

予選【関西学生庭球選手権】（夏） 

         予選（ ７月２８日～７日間 各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 

３回生 岩崎 正延 
２回生 上田 裕之 奥村 良樹 京増  明 金井  健 

河合 正浩 近藤 一彦 久岡 信之 沢田  茂 

１回生 大谷 荘二 高倉 雅宏 柴垣 行男 名倉 宏治 

藤江 義弘 一柳 芳弘 

予選出場組 (男子ダブルス) 

上田・奥村  京増・久岡  岩崎・近藤  金井・大谷 

柴垣・名倉  高倉・一柳  藤江・沢田 

予選出場者 (女子シングルス) 

３回生 酒井 智子 中川恵美子 

２回生 足立 典子 小林 晴美 宮川 路子 神部 雅子 

    浦谷 順子 

１回生 泉田 慶子 阿部 郁子 太田 喜子 山梨 典子 

予選出場組 (女子ダブルス) 

酒井・中川  足立・小林  宮川・浦谷  泉田・山梨 

神部・太田 

 
１９７４（昭和４９）年 
【関西学生庭球選手権】（夏） 
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         本戦（ ８月１７日～７日間 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１０１） 

▽１回戦 
上田 裕之 ８－６ ５－７ １－６ 高橋   （大市大） 
柴垣 行男   ８－10 ２－６   大樫   （神 大） 
大谷 荘二   ６－２ ８－６   山本   （関 大） 
▽２回戦 
古川 一夫 ６－３ ７－９ ２－６ 雨宮   （神 大） 
大谷 荘二   ６－１ ６－１   前田   （関学大） 
堤  勝弘   ６－１ ６－０   海家   （関学大） 
▽３回戦 
大谷 荘二   ２－６ ３－６   坂井   （関 大） 
堤  勝弘   ３－６ ３－６   豊嶋   （関学大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－５２） 

▽１回戦 
柴垣・名倉   ６－２ ６－２   山本・黒田（関 大） 
金井・大谷 ６－１ ４－６ ６－４ 分田・梅林（関 大） 
▽２回戦 
柴垣・名倉   ３－６ ０－６   田中・上山（大経大） 
金井・大谷   ２－６ ４－６   山本・山地（関学大） 
堤 ・古川   ６－２ ６－３   鳥越・山田（神 大） 
▽３回戦 
堤 ・古川   ６－２ ９－７   大樫・向原（神 大） 
▽準々決勝 
堤 ・古川  8－6 4－6 2－6 4－6  土部・吉田（関学大） 
(女子シングルス)（Ｂ－６３） 

▽１回戦 
足立 典子   １－６ ０－６   吉田  （園田女大） 
小林 晴美   ０－６ １－６   谷口  （園田女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３３） 
▽２回戦 
足立・小林   ２－６ ０－６ 渡辺・阿部（武庫川女大） 
 
１９７４（昭和４９）年 

【関西学生室内庭球選手権】第９回 

   本戦（１２月１３・１４・１５日 大阪市立中央体育館） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－１６） 
▽１Ｒ   堤  勝弘 ７－５ ７－５ 豊嶋 （関学大） 
▽FIN   堤  勝弘 １－６ ４－６ 山地 （関学大） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽１Ｒ   堤 ･古川 ７-６ ３-６ ６-３ 田中･上山(大経大) 
▽FIN      堤 ･古川 ４－６ ２－６ 竹内･中村(阪 大) 
 
１９７４（昭和４９）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

     （１０月１３日～11日間 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－５７９） 

▽1回戦 

柴垣 行男   ６－０ ６－０   谷角   （京教大） 
奥村 良樹   ６－８ ３－６   丸山   （立命大） 
京増  明   ６－２ ６－１   上嶋   （大体大） 
高倉 雅宏   ６－２ ６－０   中西   （大教大） 
一柳 芳弘   ６－３ ８－６   大平   （大市大） 
猪子 雅美   ０－６ １－６   今村   （京工大） 
久岡 信之 ５－７ ６－２ ６－４ 前野   （京工大） 
近藤 一彦             馬場   （京工大） 
岩崎 正延   ６－１ ６－０   徳永   （姫工大） 
藤江 義弘   ６－１ ６－１   野口   （立命大） 
大谷 荘二   ６－０ ６－１   大野   （神学大） 

名倉 宏治   ６－０ ６－１   大西   （大院大） 
金井  健   ６－１ ６－０   田中   （大府大） 
上田 裕之   ６－１ ６－１   神崎   （立命大） 
▽２回戦 
柴垣 行男   ６－３ ６－２   村上   （大工大） 
京増  明   ６－０ ６－０   佐古   （立命大） 
高倉 雅宏   ６－４ ６－０   梅林   （関 大） 
一柳 芳弘   ４－６ １－６   山村   （京 大） 
久岡 信之   ３－６ ６－８   沖田   （龍谷大） 
近藤 一彦             栗本   （追手門） 
岩崎 正延   ２－６ ２－６   床谷   （阪 大） 
藤江 義弘   １－６ １－６   西    （阪 大） 
大谷 荘二   ６－２ ６－２   諏訪   （天理大） 
名倉 宏治 ６－４ ５－７ ６－４ 田中   （関学大） 
金井  健   ６－２ ６－３   山田   （京 大） 
上田 裕之   ６－３ ６－４   阪井   （奈医大） 
▽３回戦 
柴垣 行男   ６－３ ６－２   岡田   （大体大） 
京増  明 ５－７ ６－４ １－６ 塚本   （関 大） 
高倉 雅宏   ６－２ ６－３   枝広   （阪 大） 
大谷 荘二   ６－２ ６－２   伊藤   （神商大） 
名倉 宏治 ０－６ ６－３ ２－６ 徳盛   （京 大） 
金井  健 ７－５ ４－６ ７－５ 久保田  （関学大） 
上田 裕之   ６－１ ６－１   中西   （阪外大） 
▽４回戦 
柴垣 行男   １－６ ２－６   中村   （阪 大） 
高倉 雅宏 ６－３ ３－６ ４－６ 川辺   （大教大） 
大谷 荘二   ６－３ ６－２   田中   （立命大） 
上田 裕之   ６－１ ６－４   久保田  （関学大） 
▽５回戦 
大谷 荘二 ６－３ ５－７ 10－８ 横田   （大工大） 
上田 裕之   ６－８ ４－６   清原   （関学大） 
▽６回戦 
大谷 荘二   ７－５ ６－３   日野   （阪 大） 
▽準々決勝 
大谷 荘二   14－12 ６－１   橋本   （甲南大） 
▽準決勝 
大谷 荘二   ０－６ ０－６   中村   （阪 大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－２７０） 

▽1回戦 

京増・久岡   ６－０ ６－０   角谷・菊川（大教大） 

大谷・柴垣   ６－０ ６－２   三谷・小原（大市大） 

高倉・一柳      def       浮島・岡田（大体大） 

岩崎・藤江   ０－６ １－６   阿部・石神（大体大） 

上田・奥村       def      小原・梶田（大府大） 

金井・名倉   ６－４ ６－１   小林・中西（大教大） 

▽２回戦 

京増・久岡   ４－６ ４－６  紀之定・増田（神 大） 

大谷・柴垣       def       徳永・木下（姫工大） 

高倉・一柳   ６－４ ９－７   福島・井本（甲南大） 

上田・奥村   ６－３ ６－２   桜井・下地（近 大） 

金井・名倉   ６－１ ６－０   北村・斉藤（大市大） 

▽３回戦 

大谷・柴垣   ６－２ ６－０   椎野・原田（京 大） 

高倉・一柳 ４－６ ６－１ ６－３ 新夕・横田（大工大） 

上田・奥村   ６－４ ６－２  久保田・萩原（関学大） 

金井・名倉   ６－３ ６－３   中村・徳盛（京 大） 

▽４回戦 

大谷・柴垣   ６－１ ６－１   森岡・橋本（甲南大） 
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高倉・一柳   ６－３ ６－１   中井・森松（神外大） 

上田・奥村   ２－６ １－６   田渕・水野（近 大） 

金井・名倉 ６－４ ４－６ ３－６ 海家・豊嶋（関学大） 

▽５回戦 

大谷・柴垣 ６－４ ３－６ ６－１ 近藤・栗本（追手門） 

高倉・一柳   ３－６ ２－６   山本・黒田（関 大） 

▽準々決勝 

大谷・柴垣   ７－５ ６－０   山本・黒田（関 大） 

▽準決勝 

大谷・柴垣   ６－２ ６－２   山本・林 （神 大） 

▽決勝 

大谷・柴垣   ４－６ 10－12   竹内・中村（阪 大） 

〈準優勝〉 

(女子シングルス)（Ｂ－７７２） 

▽１回戦 

太田 喜子－谷野（姫 短） 阿部 郁子－寺田（神女薬大） 

山梨 典子－松田（姫 路） 宮川 路子－奥本 （帝国短） 

浦谷 順子－田村（神女学） 中村 万美－高原 （神女大） 

神部 雅子－松山（大教大） 中川恵美子－細川（大女園短） 

酒井 智子－佐野（大教大） 

▽２回戦 

小林 晴美－小林（羽 衣） 足立 典子－ 

泉田 慶子－芳川（樟 蔭） 

(女子ダブルス)（Ｂ－３７２） 

▽１回戦 

酒井･泉田－広野･内田(聖和)  宮川･太田－木下･山本(京女大) 

中川･神部－相良･竜揖(姫短) 

▽２回戦 

浦谷･中村－和田･奥村(奈教)  足立･小林－吉田･片岸(関外大) 

山梨･阿部－岡村･室戸(京外) 

 

１９７４（昭和４９）年 

【京都学生庭球トーナメント】 

（ ６月１９日～ 同大・立命大・京教大・京女大） 
(男子シングルス) 

▽1回戦 

河合 正浩   １－６ ０－６   吉見   （立命大） 
▽２回戦 
久岡 信之   ６－０ ６－１   小牟礼  （京教大） 
荒川  弘   ６－４ ６－０   江宮   （京教大） 
高倉 雅宏   ６－２  12－10    大井      （立命大） 
金井  健       def       飯田   （府医大） 
柴垣 行男   ６－１ ６－２   小林   （府医大） 
京増  明 ６－１ ２－６ ６－２ 薮内   （龍谷大） 
古川 一夫   ６－１ ６－０   細辻   （京教大） 
上田 裕之   ６－２ ６－４   本田   （京産大） 
岩崎 正延   ２－６ ２－６   菅    （府医大） 
港   章   ６－３ ６－０   黒野   （京外大） 
一柳 芳弘   １－６ ４－６   太田   （京産大） 
今井原 毅   ６－１ ６－２   村上   （府医大） 
奥村 良樹   ８－６ ６－４   久保   （府医大） 
名倉 宏治   ８－６ ６－１   鷲見   （京産大） 
北井 大老   ６－８ １－６   森    （立命大） 
沢田  茂   ６－４ ７－５   小田   （立命大） 
堤  勝弘   ６－２ ６－２   田端   （京教大） 
▽３回戦 
久岡 信之   ０－６ ２－６   時田   （立命大） 
荒川  弘   ６－０ ８－６   竹中   （立命大） 
高倉 雅宏   ６－２ ６－４   岡本   （京産大） 

金井  健   ３－６ ２－６   沖田   （龍谷大） 
柴垣 行男   ６－０ ６－２   松久   （龍谷大） 
京増  明      def       幸田   （府医大） 
古川 一夫   ６－２ ６－０   松井   （京産大） 
上田 裕之－丸尾（府医大）  港   章－太田（京府大） 
今井原 毅－川畑（立命大）  奥村 良樹－田中（立命大） 
名倉 宏治－森 （立命大）  沢田  茂－宮地（京教大） 
堤  勝弘－飯田（京産大） 
▽４回戦 
荒川  弘 ４－６ ６－３ ６－２ 高倉 雅宏（同 大） 
柴垣 行男   ６－１ ６－４   沖田   （龍谷大） 
古川 一夫   ６－１ ６－２   京増  明（同 大） 
堤  勝弘             宮地   （京教大） 
▽準々決勝 
荒川  弘   ６－１ ６－４   時田   （立命大） 
古川 一夫   ６－０ ６－４   柴垣 行男（同 大） 
堤  勝弘   ６－１ ６－０   森    （立命大） 
▽準決勝 
荒川  弘 ６－２ １－６ ６－３ 古川 一夫（同 大） 
堤  勝弘   ６－０ ６－１   丸尾    （府医大） 
▽決 勝 
堤  勝弘   ６－２ ６－４   荒川  弘（同 大） 
〈優 勝〉             〈準優勝〉 

(男子ダブルス) 

▽２回戦 

堤 ・古川   ６－０ ６－０   田代・岡本（京外大） 

沢田・金井   ６－１ ６－３  池田・田名後（京外大） 

高倉・一柳 ２－６ ６－４ ５－７ 沖田・清水（龍谷大） 

荒川・港              飯田・太田（京産大） 

柴垣・名倉             森 ・川畑（立命大） 

上田・奥村             中川・本田（京産大） 

京増・久岡             田中・竹中（立命大） 

今井原(同大)･松永(京産)      玉井・菅  （府医大） 

▽３回戦 

堤 ・古川   ６－０ ６－０   村上・稲葉（府医大） 

沢田・金井   ６－２ ６－４   岡本・松井（京産大） 

柴垣・名倉             上田・奥村（同 大） 

今井原(同大)･松永(京産)       宮地・江宮（京教大） 

▽準々決勝 

堤 ・古川   ６－２ ６－２   沢田・金井（同 大） 

柴垣・名倉   ６－１ 10－８   飯田・太田（京産大） 

今井原(同大)･松永(京産) 6－0  7－5  田中・竹中（立命大） 

▽準決勝 

堤 ・古川   ６－０ ６－1    沖田・清水（龍谷大） 

柴垣・名倉 ７－５ ２－６ ６－４ 今井原(同大)･松永(京産) 

▽決 勝 

堤 ・古川〈優 勝〉 def 〈準優勝〉柴垣・名倉（同 大） 

(女子シングルス) 

▽１回戦 

神部 雅子－上西（京教大）  中川恵美子－脇坂（同女大） 

泉田 慶子－田中（大教大）  酒井 智子－松尾（京女大） 

太田 喜子－小坂（京教大）  小林 晴美－森山（京教大） 

宮川 路子－恒川（京教大）  浦谷 順子－伊藤（京女大） 

▽２回戦  足立 典子－武 （同女大） 小林 晴美－ 

▽準々決勝 足立 典子－        小林 晴美－ 

▽準決勝 

足立 典子－乾 （京女大）  小林 晴美－楠 （同女大） 

▽決 勝 

足立 典子 ６－３ ４－６ ４－６ 楠    （同女大） 
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〈準優勝〉 

(女子ダブルス) 

▽１回戦 

神部・太田－木下･升田(京女)   酒井・中川－山本･松尾(京女) 

▽２回戦  足立・小林－      浦谷・宮川－北中･伊藤(京女) 

▽３回戦  足立・小林－ 

▽準々決勝 足立・小林－ 

▽準決勝  足立・小林－北中・伊藤（京女大） 

▽決 勝 

足立・小林   ６－１ ６－２   楠 ・乾 （同女大） 

（優 勝〉 

 

１９７４（昭和４９年） 

【全日本学生庭球選手権】第４２回 

        （ ７月１５日～２１日 西武園TC・田園C） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－８０） 

▽１Ｒ 
今井原 毅   ６－０ ７－５   宮入   （慶応大） 
▽FIN 
今井原 毅   ３－６ ０－６   桑原   （法政大） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－４０） 
▽１Ｒ 
北井・大谷      def       橋本・湧川（九州大） 
荒川・港    １－６ ２－６   神尾・岡本（静岡大） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１２） 

▽１回戦 
古川 一夫   ４－６ ０－６   陸浦   （早 大） 
堤  勝弘   ６－２ ６－１   金井   （金沢大） 
▽２回戦 
堤  勝弘 ６－１ １－６ ４－６ 緒方   （法政大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－５８） 

▽１回戦 
堤 ・古川       def      多屋・浜本（慶応大） 
▽２回戦 
堤 ・古川 ２－６ ６－４ ６－４ 長崎・林田（関 大） 
▽３回戦 
堤 ・古川 ２－６ 10－８ ４－６ 中村・尾畠（福 大） 
 

１９７４（昭和４９）年 

【京都室内庭球選手権】第２回 

       （ １月１３・１４・１５日 京都市立体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－２３） 

▽1回戦 
堤 勝弘(同大)－  古川一夫(同大)－  柴田信雄(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)－ 

 (男子ダブルス)（Ｂ－１１） 

▽1回戦 
堤 ・古川(同大)－   柴田(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)･角上(ｻﾝｸﾗﾌ )゙－ 

 
１９７４（昭和４９）年 

【京都オープン庭球トーナメント】第３０回 

           （ ４月 ７日～５月４日 西院公園） 
(男子シングルス)（Ｂ－２０４） 

▽1回戦 
馬場信吾(OB ｻﾝｸﾗﾌ )゙－ 堀内 寛(OB ﾛｲﾔﾙ)－ 石田誠司(OB同大ｸ)－ 
中田泰男(OB ｻﾝｸﾗﾌ )゙－ 柴田信雄(OB ｻﾝｸﾗﾌ )゙－ 

 (男子ダブルス)（Ｂ－１２３） 

▽1回戦 
柴田(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)･今井(日本新薬)－  堀内(OB ﾛｲﾔﾙ)･赤尾(ﾛｲﾔﾙ)－ 
中田(OB)･角上(ｻﾝｸﾗﾌﾞ)－      山下(OB)･浅高(OB同大ｸ)－ 

石田(OB同大ｸ)･高橋(OB京都ｸ)－ 

壮年 (男子シングルス)（Ｂ－７） 

▽準決勝  大木恵夫(OB京都ｸ)－ 

壮年 (男子ダブルス)（Ｂ－６） 

▽決  勝  大木(OB京都ｸ)･井上(京都ｸ)〈優 勝〉 

 (女子シングルス)（Ｂ－３１） 

▽1回戦  林 則子(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)－ 
 (女子ダブルス)（Ｂ－２３） 

▽1回戦  林(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･亀田(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)－ 
 
１９７４（昭和４９）年 

【京都府庭球選手権】第２８回 

         （ ９月２２日～１１月４日 西院公園） 
一般 (男子シングルス)（Ｂ－２９１） 

▽１回戦 
柴田信雄(OB ｻﾝｸﾗﾌ )゙－ 北井大老(同大)－  港  章(同大)－ 
荒川 弘(同大)－   今井原毅(同大)－  宇野洋二(OB同大ｸ)－ 
大川卓男(OB同大ｸ)－ 寺田恵一(OB同大ｸ)－ 
一般 (男子ダブルス)（Ｂ－１９５） 
▽１回戦 
北井･港 (同大)－       宇野(OB同大ｸ)･宇野(甲南ｸ)－ 
荒川(OB同大ｸ)･松永(京外大)－ 今井原(OB同大ｸ)･村山(京都ｸ)－ 
寺田(OB)･大川(OB同大ｸ)－   中田(OBｻﾝｸﾗﾌﾞ)･馬場(OBｻﾝｸﾗﾌﾞ)－ 
堤  ･古川(同大)－       
一般 (女子シングルス)（Ｂ－９４） 
▽1回戦  林 則子(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)－ 
 

１９７４（昭和４９）年 

【毎日庭球選手権】第４９回（春） 

           （ ５月１５日～12日間 香枦園TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－４０９） 

▽６回戦（Ｂ－３２） 
古川 一夫(同大)   １－６ １－６   中嶋 （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１９６） 

▽５回戦（Ｂ－１６） 
北井・大谷(同大)   ２－６ ２－６  山本・山地（関学大） 
 (女子シングルス)（Ｂ－３１３） 

▽１回戦 

酒井智子(同大)－岩佐(関学大) 足立典子(同大)－木村(大体大) 
名古路典子(同大)－高橋(帝短大) 
▽２回戦 
酒井智子(同大)－         足立典子(同大)－ 
小林晴美(同大)－浅川(梅花女大)  宮川路子(同大)－大島(甲南女) 
中川恵美子(同大)－小泉(池田ｸ)   神部雅子(同大)－吉岡(松蔭女) 
浦谷順子(同大)－松島(園田女大) 
(女子ダブルス)（Ｂ－１７８） 

▽１回戦  神部・中小路(同大)－田部・兼沢 (香枦園ｸ) 
酒井・中川 (同大)－津瀬・杉本 (関学大) 
足立・小林 (同大)－八木・塩見 (帝院大) 
２回戦  浦谷・宮川 (同大)－寺脇・竹腰(樟蔭女大) 
 

１９７４（昭和４９）年 

【関西庭球選手権】第５０回 

           （ ９月 ２日～13日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－２６９） 

▽１回戦 
京増  明(同大)   ４－６ １－６    丸山 (大阪市役所) 
堤  勝弘(同大)   ６－１ ６－１   李    （神戸ｸ） 
古川 一夫(同大)   ６－２ ６－２   岩元   （池田ｸ） 
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名倉 宏治(同大)   ６－３ ７－５   池田 （三菱電機） 
▽２回戦 
一柳 芳弘(同大)   ６－１ ６－１   寺沢    （学Ⅱｸ） 
上田 裕之(同大) ９－11 ８－６ ６－０ 田中 （西宮庭協） 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－２ ６－０   田渕   （関 大） 
岩崎 正延(同大)   ４－６ ２－６   林   （甲南大） 
大谷 荘二(同大)   ６－３ ６－２   村井  （大教大） 
金井  健(同大)   ４－６ １－６   沖田  （龍谷大） 
名倉 宏治(同大)   １－６ ２－６   橋本  （甲南大） 
久岡 信之(同大)   ０－６ ０－６   中谷  （関 大） 
河合 正浩(同大)   ０－６ ０－６   角崎   （ﾌﾀﾊﾞﾔ） 
今井原 毅(同大)   ６－１ ６－０   村上  （大市大） 
島図 博次(OB京都庭協)０－６ １－６   宇井（ﾌｫｰﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ） 
高倉 雅宏(同大)   ６－４ ６－２   小原  （大市大） 
近藤 一彦(同大)   ６－４ ６－２   菊川  （大教大） 
堤  勝弘(同大)   ６－１ ６－０   平松  （関学大） 
古川 一夫(同大)   ６－２ ６－３   島   （大経大） 
柴垣 行男(同大)   ６－１ ６－２   下地  （近 大） 
▽３回戦 
一柳 芳久(同大)   １－６ ０－６   陸浦  （早 大） 
今井原 毅(同大)   ６－４ ６－３   川辺  （大教大） 
高倉 雅宏(同大) ６－０ ３－６ ５－７ 谷口    (甲子園ｸ) 
近藤 一彦(同大)   ０－６ ２－６   馬場  （京 大） 
堤  勝弘(同大)   ６－４ ６－３   田中  （大市大） 
上田 裕之(同大)   ２－６ １－６   高橋  （香枦園ｸ） 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－２ ６－０   小坂  （和 大） 
大谷 荘二(同大)   ６－４ ６－２   黒田  （関 大） 
古川 一夫(同大)   ６－２ ６－１   久保田 （関学大） 
柴垣 行男(同大) ０－６ ６－４ ３－６ 木谷  （伊藤萬） 
▽４回戦 
今井原 毅(同大)   １－６ ４－６   岡崎  （和歌山ｸ） 
大谷 荘二(同大)   ５－７ １－６   高須賀 （美津濃） 
堤  勝弘(同大)   ３－６ ３－６   児玉 （住友電工） 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ５－７ ６－４ １－６ 仲井 (日本電炉) 
古川 一夫(同大) ８－６ ４－６ ４－６ 西尾   （早 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１３４） 

▽１回戦 
京増・久岡(同大) ６－２ ０－６ ４－６  山川･伊勢(仁川ｸ) 
近藤(同大)･池上(京大) ６－０ ６－２  塚尾･田島(三菱電機伊丹) 
▽２回戦 
堤 ・古川(同大)   ６－０ ６－２   西上･増田（大市大） 
金井・大谷(同大)   ６－３ ６－０   林 ･津村 （学Ⅱｸ） 
荒川(同大)･松永(京外)     def       福本･山本（大市大） 
岩崎･河合(同大)  ０－６ ０－６     伊東(美津濃)･村上(神商) 
上田・奥村(同大)    ６－０ ６－２   笹田･太田(大阪府警) 
今井原(同大)･林(青学) ６－１ ６－１    柴山･中島 (五月山ｸ) 
柴垣・名倉(同大)   ６－１ ６－４   山下･下地 （近 大） 
高倉・一柳(同大)      ６－３ ６－１   鈴木･大井  （星陵ｸ） 
近藤(同大)･池上(京大)  １－６ ２－６   小倉(大教)･梅林(茨木高) 
▽３回戦 
堤 ・古川(同大)   ６－３ ６－２   森岡･橋本 （甲南大） 
金井・大谷(同大)   １－６ １－６   土部･吉田 （関学大） 
荒川(同大)･松永(京外)  ０－６ ３－６   大木(京都ｸ)･竹内(四宮ｸ) 
今井原(同大)･林(青学) ６－４ ２－６ ７－５  田渕･水野  (近大) 
柴垣・名倉(同大)    ０－６ ０－６     岡崎･中村（和歌山ｸ） 
上田・奥村(同大)   ３－６ ２－６    田中･上山 （大経大） 
▽４回戦 
堤 ・古川(同大)       def        竹内･中村（阪 大） 

▽５回戦（Ｂ－１６） 
堤 ･古川(同大)  1－6  2－6  沢松(協和発酵)･宮川(大日本電線) 
石井･亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ７－５ ３－６ ５－７  中嶋･織田(関学) 
(女子シングルス)（Ｂ－２８１） 

▽1回戦 
神部 雅子(同大)   ０－６ ０－６    永森  （伊藤萬） 
泉田 慶子(同大)       def        新田   （帝 大） 
▽２回戦 
宮川 路子(同大)   １－６ １－６    日比野 （神女学） 
阿部 郁子(同大)   ３－６ ２－６    杉本  （ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ） 
山梨 典子(同大)   ０－６ ０－６    伊勢   （池田ｸ） 
酒井 智子(同大)   ４－６ ４－６    藤本  （大教大） 
足立 典子(同大)   ６－０ ６－１    花野  （甲子園ｸ） 
太田 嘉子(同大)   ２－６ ２－６   前田  （海星女大） 
浦谷 順子(同大)   ２－６ ０－６   下司   （大教大） 
中川恵美子(同大)   ４－６ ０－６   石黒   （関学大） 
小林 晴美(同大)   ７－５ ７－５   松原   （帝塚山ｸ） 
▽３回戦 
小林 晴美(同大) ８－６ ６－２  池田(松蔭短)－太佐(帝院大) 
足立 典子(同大) ６－２ ６－１  井村(帝大)－立上(大女国短) 
▽４回戦 
小林 晴美(同大)   １－６ ４－６    松田 （美津濃） 
足立 典子(同大)   １－６ ４－６    小泉 (手塚山ク) 
(女子ダブルス)（Ｂ－１４８） 

▽２回戦 
神部・山梨(同大)       def      中嶋･向井 (帝院大） 
足立・小林(同大)   ６－０ ６－０   川本･塚本 (大女短） 
酒井・泉田(同大) １－６ ０－６  手島(ﾎﾜｲﾄｿｸｻ )ー･小泉(帝塚山ｸ) 
浦谷・宮川(同大)   ０－６ ０－６   大森･山田(大谷女大） 
▽３回戦 
神部・山梨(同大)   １－６ ０－６   橋本･吉岡(松蔭女短） 
足立・小林(同大)   ２－６ １－６   丹波･堤 （神女学） 
壮年 (男子シングルス)（Ｂ－２６） 

▽１回戦  柳川和一郎(OB和歌山ｸ)    def     高橋(帝塚山ｸ) 
▽２回戦  柳川和一郎(OB和歌山ｸ) 8－6 3－6 1－6吉仲(池田ｸ) 
壮年 (男子ダブルス)（Ｂ－１５） 

▽１回戦  大木(OB京都ｸ)･井上(OB京都ｸ) def木下･上田(芦屋ｸ) 
 
 


