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１９７５（昭和５０）年 

◆社会：ｽﾄ権ｽﾄ。日本赤軍大使館を占領(ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ)。 
    校長会･教頭会･ＰＴＡ等、日本教育会を結成(6/16)。 

【京都市、世界文化自由都市宣言(10/)】 

★流行語：『複合汚染』 

◇SPT：第1回 軟式庭球世界選手権 

    (10/9～10/13)参加7ヵ国。 

◇ﾃﾆｽ：ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ大会 

    女子複優勝(沢松和子・ｱﾝ･ｷﾖﾑﾗ(米国)組)。 

       ｲﾝﾀｰﾊｲ 3年連続3冠王(単･複･団体)－福井烈(柳川高) 

 

１９７５（昭和５０）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）岡山 
 

１９７５（昭和５０）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 

 
○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 京 大③ 

（ダブルス）     （ ４月 ９日～    香枦園TC） 

Ｎo１×堤 ・古川 ２－６ １－６     馬場・深野木 
Ｎo２○大谷・柴垣 ６－４ ６－３     中村・西村 
Ｎo３○上田・金井 ８－６ ６－２     山村・立花 
（シングルス） 
Ｎo１×堤  勝弘 ６－３ ５－７ ６－８ 馬場 
Ｎo２○大谷 荘二 ４－６ ７－５ ７－５ 中村             
Ｎo３○古川 一夫 ６－０ ６－０     西村  章 
Ｎo４○上田 裕之 ６－４ ６－２     深野木 隆 
Ｎo５○柴垣 行男 ６－０ ６－２     徳盛 
Ｎo６×金井  健 ２－６ ３－６     立花 和義 
 

○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 神商大④ 

 

＜男子２部リーグ②位＞    同志社大学 ２勝１敗 

 
１９７５（昭和５０）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】      ＜女子の部＞ 

     （ ４月 ２日～    ） 
＜女子２部リーグ＞ 

× 同志社 ０（複０－２ 単０－３）５ 成蹊女短① 

 

× 同志社 ０（複０－２ 単０－３）５ 帝院大② 
 

× 同志社 ２（複１－１ 単１－２）３ 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  （複 －  単 － ）  園田女大 

＜２部④位＞            ＜３部①位＞ 

 
＜女子３部リーグ（降格）＞  同志社大学(女子) 

 

１９７５（昭和５０）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （ ９月２０日・２１日 同大 岩倉） 

－ 同志社  （複１－２ 単 － ）  立教大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×大谷・柴垣 ３－６ ４－６ ４－６ 鈴木・鷲田 
Ｎo２○上田・金井 ６－０ ６－１ ６－１ 山下・秋元 
Ｎo３×名倉・林  ５－７ ４－６ ４－６ 石上・高木 
 (シングルス) 
Ｎo１ 柴垣 行男             鈴木  宏 
Ｎo２ 大谷 荘二             鷲田 典之 
Ｎo３ 上田 裕之             秋元 
Ｎo４ 京増  明 
Ｎo５ 名倉 宏治             山下 哲夫 
Ｎo６ 金井  健             高木 裕之 
 (エキビジション) 

京増･久岡(同大) ６-１６-３ 竹崎･潤田(立教) 
石合(同大)７-５ 渡辺(立教)     田中(同大)６-１６-３鈴木(立教) 
嘉村(同大)７-６ 毛利(立教)     諏訪(同大)７-６７-６潤田(立教) 
奥村(同大)６-２ 渡辺(立教) 
 

１９７５（昭和５０）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （１０月 ５日     同大 岩倉） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  青学大 

 (ダブルス) 

Ｎo１ 大谷・柴垣             清板・武藤 
Ｎo２                   石井・上野 
Ｎo３                   青島・伊藤 
（シングルス） 
Ｎo１ 大谷 荘二             石井 多聞 
Ｎo２ 柴垣 行男             伊藤 晴康 
Ｎo３ 上田 裕之             東海林孝志 
Ｎo４                   青島 一哲 
Ｎo５                   上野 純一 
Ｎo６                   清板伸一郎 
 

１９７５（昭和５０）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

           （  月  日     ） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  大市大 

 
１９７５（昭和５０）年 

【定期戦】復活 第30回 対 京都大学戦 

           （  月  日     ） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  京都大 

（ダブルス） 

Ｎo１ 大谷・柴垣             深木野・立花 
Ｎo２ 上田・久岡             西村・原田 
Ｎo３ 金井・名倉             椎野・村田 
（シングルス） 
Ｎo１ 大谷 荘二             深野木 隆 
Ｎo２ 柴垣 行男             立花 和義 
Ｎo３ 上田 裕之             原田  治 
Ｎo４ 名倉 宏治             西村  章 
Ｎo５ 京増  明             椎野 祐二 
Ｎo６ 林  武彦             安徳 博樹 
 
１９７５（昭和５０）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （  月  日     ） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  関西大 
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１９７５（昭和５０）年 

【定期戦】     対 関西大学戦     ＜女子の部＞ 

           （  月  日     ） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  関西大 

 
１９７５（昭和５０）年 

予選【関西学生春季庭球トーナメント】 

           予選（  ４月２１日～６日間 各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 

４回生 岩崎 正延 

３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 

２回生 柴垣 行男 名倉 宏治 藤江 義弘 猪子 雅美 

    一柳 芳弘 

１回生 青木 重夫 

予選出場組 (男子ダブルス) 

近藤・岩崎  上田・金井   奥村・久岡   京増・藤江 

河合・猪子   名倉・一柳 

予選出場者 (女子シングルス) 

４回生 酒井 智子 中川恵美子 

３回生 足立 典子 小林 晴美 宮川 路子 

２回生 泉田 慶子 山梨 典子 神部 雅子 

予選出場組 (女子ダブルス) 

酒井・泉田   足立・小林   宮川・山梨 

 
１９７５（昭和５０）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

         本戦（ ５月 ４日～７日間 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１２） 

▽１回戦 
柴垣 行男－竹中（立命大）  古川 一夫－小倉（大教大） 
大谷 荘二－北口（神商大）  上田 裕之－吉田（甲南大） 
▽２回戦 
柴垣 行男－尾上（神学大）  堤  勝弘－岡本広島修道） 
古川 一夫－柳田（中京大）  大谷 荘二－市川（愛院大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－５８） 

▽１回戦  上田・金井－萩原・久保田（関学大） 
      大谷・柴垣－国吉・芳村 （京工大） 
▽２回戦  堤 ・古川－飯田・太田 （京産大） 
      上田・金井－馬場・深野木（京 大） 
      大谷・柴垣－木村・橋本 （京産大） 
▽３回戦  堤 ・古川－三宅・吉田 （関学大） 
      大谷・柴垣－尾畠・伊崎 （福 大） 
▽準々決勝 
堤 ・古川   ６－２ ６－４ ６－４   村上(神商)･上山(大経） 
▽準決勝 
堤 ・古川4－6 6－4 3－6 6－2 1－6 山本･山地(関学大) 
(女子シングルス)（Ｂ－７９） 

▽１回戦  足立 典子－仲古屋(梅花) 
▽２回戦  足立 典子－片田(芦大)  小林 晴美－大西(武庫川女) 
(女子ダブルス)（Ｂ－３９） 

▽１回戦  足立・小林－泉(睦)･泉(政)（梅 花） 
 
１９７５（昭和５０）年 

予選【関西学生庭球選手権】（夏） 

       （ ８月 １日～７日間 各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 

３回生 上田 裕之 京増  明 金井  健 近藤 一彦 
久岡 信之 

２回生 坪井 伴明 名倉 宏治 林  武彦 猪子 雅美 

１回生 田中 英次 奥村 一弘 今西 永徳 嘉村 法俊 

    泉水 明人 諏訪 満信 栗山 裕二 藤間 敏旦 

    福原 逸夫 市之瀬保之 和田 晴行 槌屋 佳郎 

    北本 修一 木戸  享 浅野 之宏 若林 常夫 

    山名 雅弘 谷本 志郎 荒木  享 小橋 和広 

予選出場組 (男子ダブルス) 
上田・金井  京増・久岡  猪子・坪井  石合・嘉村 

名倉・林   田中・諏訪  山名・奥村  今西・小橋 

近藤・谷本  藤間・栗山  福原・市之瀬 荒井・泉水 

和田・槌屋  北本・木戸  浅野・若林 

予選出場者 (女子シングルス) 

３回生 足立 典子 小林 晴美 宮川 路子 

１回生 片野 裕子 

予選出場組 (女子ダブルス) 

足立・小林  宮川・神部 

 
１９７５（昭和５０）年 
【関西学生庭球選手権】（夏） 

           （ ８月１８日～７日間 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１０３） 

▽１回戦 
京増  明   ３－６ １－６   向原   （神 大） 
上田 裕之 ６－３ ４－６ ６－１ 阿部   （関 大） 
林  武彦 ６－１ １－６ ２－６ 沖田   （龍谷大） 
名倉 宏治   １－６ １－６   山本   （神 大） 
▽２回戦 
堤  勝弘   ６－３ ６－１   深野木  （京 大） 
古川 一夫   ６－３ ６－２   宮崎   （神商大） 
上田 裕之 １－６ ６－３ １－６ 水野   （近 大） 
大谷 荘二   ６－１ ６－２   村上   （神学大） 
▽３回戦 
堤  勝弘   ６－７ ６－７   山本   （関学大） 
古川 一夫 ６－０ ６－７ ２－６ 酒井   （大教大） 
大谷 荘二   １－６ ７－６   松永   （京外大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－５２） 

▽１回戦 
上田・金井   ４－６ ２－６   太田・橋本（京産大） 
▽２回戦 
大谷・柴垣   ６－３ ６－２   土持・森岡（甲南大） 
堤 ・古川 ７－５ ５－７ ６－３ 松田・松村（近 大） 
▽３回戦 
大谷・柴垣 ０－６ ６－２ １－６ 山本・林 （神 大） 
堤 ・古川   ３－６ １－６   織田・上辻（関学大） 
(女子シングルス)（Ｂ－６２） 

▽１回戦 
片野 裕子   １－６ １－６   奥田   （成 蹊） 
足立 典子   ６－２ ６－２   奈加尾  （聖 和） 
小林 晴美   ０－６ ４－６   岡本   （甲南大） 
▽２回戦 
足立 典子   ３－６ ０－６   阿部 （武庫川女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３１） 

▽１回戦 
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足立・小林 ６－４ ６－７ ４－６ 楠本・中森（梅 花） 
 
１９７５（昭和５０）年 

【関西学生室内庭球選手権】第１０回 

     （１２月１２・１３・１４日 大阪市立中央体育館） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－１６） 
▽１Ｒ   大谷 荘二 ６-３ ４-６ ７-５ 山上（大体大） 
▽FIN   大谷 荘二 ７-６ ６-７ ６-４ 上山（大経大） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽１Ｒ   大谷･柴垣 ４－６ ２－６ 村上(神商)･上山(大経） 
(男子シングルス) 

▽１回戦（Ｂ－１６） 

大谷 荘二   ６－７ １－６   山地   （関学大） 

 
１９７５（昭和５０）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

     （１０月１９日～12日間 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－６２０） 

▽1回戦 
荒木  亨   ０－６ １－６   北代     （立命大） 
坪井 伴明 － 山田（京府大）  山名 雅弘def 西本（和 大） 
栗山 祐二def都 （神船大）  藤間 敏且def 水向（京工大） 
小橋 和弘def境 （大市大） 
▽２回戦 
木戸  亨def 雨宮（京 大）  槌屋 佳郎 def 村田（京 大） 
名倉 宏治   ６－３ ６－４   中川     （京産大） 
福原 逸夫 def 宮崎（関 大） 
奥村 一弘 －  竹田（阪 大） 市之瀬保之 def 武 （京 大） 
猪子 雅美   ０－６ ２－６   花田      （大府大） 
若林 常夫def 小山（立命大） 諏訪 満信def大森（大府大） 
京増  明   ６－０ ６－０   高田      （立命大） 
嘉村 法俊   １－６ ３－６   稲川      （関 大） 
金井  健   ６－１ ６－１   木下      （姫工大） 
谷本 志郎      def       小原      （大府大） 
林  武彦   ６－１ ６－１   橋本      （大産大） 
田中 英次   ２－６ １－６   西村      （京 大） 
柴垣 行男   ６－１ ６－０   津田      （神商大） 
大谷 荘二   ６－０ ６－２   坪倉      （大市大） 
北本 修一             薮内      （京産大） 
石合  彰   ７－６ ６－３   野口      （立命大） 
上田 裕之   ６－１ ６－１   藤崎      （大工大） 
近藤 一彦             杉崎      （神船大） 
泉水 明人   １－６ ３－６   野崎      （大市大） 
今西 永徳 ５－７ ６－４ ４－６ 奥村      （神船大） 
久岡 信之   ６－２ ６－１   向田      （姫工大） 
▽３回戦 
名倉 宏治 ６－２ １－６ ６－３ 細辻      （京教大） 
諏訪 満信   １－６ ６－７   椎野      （京 大） 
京増  明   ７－６ ７－６   林口      （関 大） 
金井  健   ６－１ ６－０   五十嵐     （立命大） 
林  武彦   ６－１ ６－０   杉本      （大教大） 
柴垣 行男   ６－１ ６－２   諏訪      （天理大） 
大谷 荘二   ６－３ ６－１   土開      （近 大） 
石合  彰       def       松村      （阪 大） 
上田 裕之   ６－４ ６－３   林       （甲南大） 
久岡 信之   ６－１ ６－４   矢倉      （京外大） 
▽４回戦 
名倉 宏治   ６－０ ６－１   壇上      （関 大） 
京増  明   ７－５ ７－６   山崎      （阪 大） 
金井  健   ６－２ ６－２   清水      （龍谷大） 

林  武彦   ３－６ １－６   徐       （神学大） 
柴垣 行男   ６－１ ６－１   阪田      （大学大） 
大谷 荘二   ６－０ ６－０   中野    （京教大） 
上田 裕之   ７－５ ６－１   河原    （神商大） 
久岡 信之 ６－４ ３－６ ６－２ 高山    （阪 大） 
▽５回戦 
名倉 宏治   ４－６ ０－６   上辻    （関学大） 
京増  明   ０－６ ０－６   友金    （関学大） 
金井  健 ４－６ ６－４ ６－３ 花岡    （大市大） 
柴垣 行男   ６－１ ６－１   西村    （京 大） 
大谷 荘二   ６－０ ６－０   金井     （阪 大） 
上田 裕之   ６－２ ６－１   脇田    （関学大） 
久岡 信之   ４－６ ２－６   富田    （近 大） 
▽６回戦 
金井  健   ３－６ １－６   山田    （神 大） 
柴垣 行男   ６－３ ６－２   徐     （神学大） 
大谷 荘二   ７－６ ６－３   竹井    （阪 大） 
上田 裕之   ３－６ １－６   吉田  (一)  （甲南大） 
▽７回戦 
柴垣 行男             山田    （神 大） 
大谷 荘二 ２－６ ６－１ ６－３ 宮南    （関 大） 
▽準々決勝 
柴垣 行男 ３－６ ６－３ ０－６ 水野    （近 大） 
大谷 荘二   ７－５ ６－０   富田    （近 大） 
▽準決勝 
大谷 荘二   ４－６ ４－６   酒井    （大教大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－２９２） 

▽1回戦 

市之瀬・北本     def       山下・武本 （近 大） 

谷本・栗山       def       金原・亀岡 （龍谷大） 

▽２回戦 

大谷・柴垣   ６－０ ６－１   梶田・藤田 （大府大） 

田中・諏訪 ５－７ ６－３ ６－２ 乾谷・符阪 （大産大） 

山名・奥村       def       野口・今井 （立命大） 

京増・久岡   ６－０ ６－０   田畑・高添 （神船大） 

猪子・坪井       def        小牟礼･大月 (京教大) 

名倉・林    ６－２ ６－３   谷井・榎本 （神外大） 

荒木・泉水   ２－６ ０－６   西 ・金井 （阪 大） 

今西・小橋      def       松下・今井 （神船大） 

石合・嘉村   ０－６ １－６   磯島・山口 （京外大） 

近藤(同大)･小谷(京大)    def    関 ・矢倉 （京外大） 

奥村・今西       def       斉藤・音田 （大経大） 

上田・金井   ６－０ ６－０   大橋・東  （京工大） 

若林・福原       def       田中・竹中 （立命大） 

▽３回戦 

大谷・柴垣   ６－１ ６－０    賀志谷･有馬（立命大） 

田中・諏訪   ６－０ ６－０   山口・向田 （姫工大） 

京増・久岡   ６－０ ６－１   西本・椎野 （阪 大） 

名倉・林  １－６ ６－１ ６－０ 山上・影谷 （和 大） 

近藤(同大)･小谷(京大) ２－６ ３－６ 戸田・尾崎 （京府大） 

上田・金井   ６－０ ６－０   宮地・湯村 （神商大） 

▽４回戦 

大谷・柴垣   ６－０ ６－０    岩元・小間 （龍谷大） 

田中・諏訪   １－６ １－６   吉田・葉田 （関 大） 

京増・久岡   ２－６ １－６   前田・阿部 （関 大） 

名倉・林  ３－６ ７－６ ３－６ 梅林・宮南 （関 大） 

上田・金井   ６－１ ６－１   村上・永松 （大市大） 

▽５回戦 

大谷・柴垣   ７－６ ６－２   杉本・西村 （和 大） 



 4

上田・金井   ６－４ ７－５   森岡・吉田 （甲南大） 

▽６回戦 

大谷・柴垣   ６－１ ６－１   吉田・葉田 （関 大） 

上田・金井   １－６ ０－６   山本・山田 （神 大） 

▽準々決勝 

大谷・柴垣   ６－４ ６－１   上辻・友金 （関学大） 

▽準決勝  大谷・柴垣－ 

(女子シングルス)（Ｂ－７９４） 

▽１回戦 

太田 恭子   １－６ ６－７   枳穀   （ダム女） 

宮川 路子   ６－１ ６－０   山東   （羽衣短） 

石上 雅子   ４－６ ２－６   来山   （京産大） 

神部 雅子 ６－３ ４－６ ３－６ 水谷   （立命大） 

▽２回戦 

小林 晴美   ６－０ ６－０   趙    （神学大） 

宮川 路子 ６－３ ５－７ ６－４ 寺林   （大 谷） 

片野 裕子   ６－１ ６－０   水口   （大院大） 

足立 典子   ６－０ ６－０   炭本   （聖 和） 

▽３回戦 

小林 晴美   ６－２ ６－３   西尾   （甲南大） 

宮川 路子   ４－６ ０－６   竹林   （奈教大） 

片野 裕子   ６－０ ６－１   田中   （大教大） 

足立 典子   ６－２ ６－０   江角   （京府大） 

▽４回戦 

小林 晴美 ６－４ ４－６ ６－０ 竹山  （甲南女大） 

片野 裕子   ６－３ ６－１   岡田  （大谷女短） 

足立 典子   ６－０ ６－１   大路   （大教大） 

▽５回戦 

小林 晴美   ４－６ ５－７   中村   （梅 花） 

片野 裕子   ３－６ ２－６   泉    （梅 花） 

足立 典子   ３－６ １－６   薮中   （武庫川） 

(女子ダブルス)（Ｂ－３７９） 

▽１回戦 

太田・石上      def      大槻・橋野 （大女短） 

神部・宮川 ２－６ ６－２ １－６  小牧・網代(大谷女短) 

▽２回戦 

足立・小林   ６－０ ６－０   諏訪・高島（帝院短） 

太田・石上   ０－６ ０－６   奏 ・藤関（関学大） 

片野(同大)･口羽(大教)６－４ ６－０  岩田・貴田（山 手） 

▽３回戦 

足立・小林   ６－０ ６－１   高塚・草場(神女薬大) 

片野(同大)･口羽(大教)６－２ ６－０ 竹之内･田村 (奈良女) 

▽４回戦 

足立・小林 ７－６ ４－６ ６－３ 鈴鹿・西村 （大体大） 

片野(同大)･口羽(大教)６－２ ６－０ 山田・松本(甲南女大) 

▽５回戦 

足立・小林   ６－０ ６－４   高井・堤  （帝 短） 

片野(同大)･口羽(大教)６-１ ４-６ ３-６ 川上･真柴(甲南大) 

▽６回戦 

足立・小林   ６－３ ６－４   岡本・西山 （甲南大） 

▽準々決勝 

足立・小林   ５－７ １－６   奥田・北村 （成 蹊） 

 

１９７５（昭和５０）年 

【京都学生庭球トーナメント】 

（６月１５日～ 同大・立命大・京府大・京教大・京女大） 
(男子シングルス) 

▽1回戦 

市之瀬健次   ０－６ ０－６   山野上   （立命大） 

木戸  亨       def       夏井    （京工大） 
谷本 志郎   ６－３ ６－０   野口    （立命大） 
今西 永徳   ３－６ ４－６   平野    （龍谷大） 
名倉 宏治   ６－３ ６－１   水向    （京工大） 
和田 晴行   １－６ ０－６   中原    （立命大） 
▽２回戦 
大谷 荘二   ６－２ ６－０   菅     （府医大） 
猪子 雅美   ２－６ ０－６   小間    （龍谷大） 
京増  明   ６－０ ６－０   高田    （立命大） 
若林 常夫   ０－６ ０－６   上萩    （京府大） 
藤間 敏旦   ０－６ １－６   近藤   （京教大） 
諏訪 満雄   ６－３ ６－３   足立   （京工大） 
木戸  亨   ０－６ ０－６   沖田   （龍谷大） 
槌屋 俊郎   ０－６ １－６   中村   （龍谷大） 
北本 修一   ０－６ ０－６   佐野   （京教大） 
浅野 之宏   １－６ ０－６   松井   （京産大） 
谷本 志郎   ６－１ ６－１   相川   （京産大） 
奥村 一弘   １－６ １－６   賀志谷  （立命大） 
金井  健             大久保  （龍谷大） 
坪井 伴明   ０－６ ２－６   佐古   （立命大） 
山名 雅弘   １－６ ０－６   細辻   （京教大） 
近藤 一彦   ６－０ ６－２   河島   （京産大） 
名倉 宏治   ６－０ ６－４   池添   （京外大） 
上田 裕之   ７－６ ６－３   竹上   （府医大） 
田中 英次   ６－０ ６－０   谷角   （京教大） 
小橋 和弘 ６－３ ０－６ ６－３ 井上   （立命大） 
荒井  亨   ０－６ １－６   北谷   （京工大） 
栗山 祐二       def       小牟礼  （京教大） 
福原 通夫   ０－６ ０－６   馬場   （京工大） 
久岡 信之   ６－０ ６－２   薮内   （京産大） 
石合  彰   ６－３ ６－３   大野   （京産大） 
林  武彦   ４－６ １－６   川畑   （立命大） 
嘉村 法俊   ６－４ ６－０   真玉   （京府大） 
泉水 明人   ０－６ ０－６   野村   （京産大） 
柴垣 行男   ６－２ ６－２   北代   （立命大） 
▽３回戦 
大谷 荘二   ６－２ ６－１   小間   （龍谷大） 
京増  明   ７－６ ６－３   中川   （京産大） 
諏訪 満雄   ２－６ １－６   竹中   （立命大） 
谷本 志郎   ６－２ ６－２   賀志谷  （立命大） 
金井  健       def       佐古   （立命大） 
近藤 一彦   ４－６ ４－６   豊田   （京産大） 
名倉 宏治 ２－６ ７－６ ６－４ 木村   （京産大） 
上田 裕之   ６－１ ６－１   田中 英次（同 大） 
小橋 和弘   １－６ ０－６   本田   （京産大） 
栗山 祐二   ２－６ １－６   橋本   （京産大） 
久岡 信之   ６－２ ６－１   馬場   （京工大） 
石合  彰   １－６ ２－６   川畑   （立命大） 
嘉村 法俊   １－６ ２－６   吉見   （立命大） 
柴垣 行男   ６－１ ６－３   元木   （立命大） 
▽４回戦 
大谷 荘二   ６－３ ６－２   京増  明（同 大） 
谷本 志郎   １－６ １－６   森    （立命大） 
金井  健   ６－２ ６－２   丸山   （立命大） 
名倉 宏治 ６－４ ３－６ ６－０ 豊田   （京産大） 
上田 裕之   ６－１ ６－３   本田   （京産大） 
久岡 信之 ６－４ ０－６ ６－７ 橋本   （京産大） 
柴垣 行男   ６－０ ６－０   長村   （京産大） 
▽５回戦 
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大谷 荘二   ６－２ ６－０   飯田   （京産大） 
金井  健 ７－６ ４－６ ６－４ 太田   （京産大） 
名倉 宏治 ６－７ ６－３ ３－６ 玉井   （府医大） 
上田 裕之   ７－５ ６－３   田中   （立命大） 
柴垣 行男   ６－１ ６－１   尾崎   （京府大） 
▽準々決勝 
大谷 荘二   ７－５ ６－０   竹中   （立命大） 
金井  健   ６－２ ７－５   沖田   （京産大） 
上田 裕之   ６－３ ６－１   玉井   （府医大） 
柴垣 行男   ６－２ ６－４   橋本   （京産大） 
▽準決勝 
大谷 荘二 ７－６ ６－７ ６－４ 金井  健（同 大） 
柴垣 行男       def       上田 裕之（同 大） 
▽決 勝  柴垣 行男 ６－１ ６－１ 大谷 荘二(同大) 
      〈優 勝〉         〈準優勝〉 

(男子ダブルス) 

▽１回戦 

山名・荒井 ４－６ ６－２ ４－６ 山田・高田（立命大） 

▽２回戦 

大谷・柴垣   ６－０ ６－０  伊藤・山野上（立命大） 

藤間・栗山   ６－２ ６－３   大野・相川（京産大） 

石合・嘉村   １－６ １－６   小間・藤井（龍谷大） 

京増・久岡   ６－０ ６－１   木村・高居（京産大） 

奥村・槌屋   １－６ ０－６   田中・竹中（立命大） 

今西・和田   ０－６ ０－６   松井・和田（京産大） 

猪子・坪井   １－６ ０－６   本田・鷲見（京産大） 

名倉・林    ６－０ ６－１  賀志谷・有馬（立命大） 

上田・金井   ６－０ ６－０   丸尾・木下（京産大） 

近藤・谷本 ６－２ １－６ ６－４ 竹山・元木（立命大） 

市之瀬・福原  ０－６ ０－６   丸山・筒井（立命大） 

浅野・若林   １－６ ０－６   長村・新川（京産大） 

田中・諏訪   ６－２ ６－０   奥 ・森田（龍谷大） 

木戸・北本   ０－６ ０－６   野口・今井（立命大） 

泉水・小橋   ３－６ ０－６  細辻・小牟礼（京教大） 

▽３回戦 

大谷・柴垣   ６－２ ６－０   藤間・栗山（同 大） 

京増・久岡   ７－５ ６－１   池本・黒野（京外大） 

名倉・林    ３－６ ３－６   橋本・太田（京産大） 

上田・金井   ６－１ ６－１   近藤・谷本（同 大） 

田中・諏訪   ６－１ ６－０   野口・今井（立命大） 

▽４回戦 

大谷・柴垣   ６－０ ６－０   中村・松久（龍谷大） 

京増・久岡 ６－７ ６－２ ６－２ 小間・藤井（龍谷大） 

上田・金井   ６－３ ６－１   前野・水向（京工大） 

田中・諏訪   ２－６ ４－６   尾崎・村岡（京府大） 

▽準々決勝 

大谷・柴垣   ６－１ ６－４   京増・久岡（同 大） 

上田・金井   ６－３ ６－１   森 ・川畑（立命大） 

▽準決勝 

大谷・柴垣   ７－６ ６－２   橋本・太田（京産大） 

上田・金井 ６－１ ２－６ ４－６ 沖田・清水（龍谷大） 

▽決 勝 

大谷・柴垣 ６－２ ２－６ ６－１ 沖田・清水（龍谷大） 

〈優 勝〉 

(女子シングルス) 

▽１回戦 

宮川 路子   ６－３ ６－１   七山谷  （京女大） 

▽２回戦 

足立 典子   ６－１ ６－１   上西   （京教大） 

宮川 路子   ０－６ １－６   林    （京工大） 

片野 裕子   ６－３ ６－１   前川   （京教大） 

神部 雅子   ６－２ ６－１   神島   （京府大） 

小林 晴美   ６－１ ６－０   泉山   （京産大） 

▽３回戦 

足立 典子   ６－０ ６－１   村田   （京女大） 

片野 裕子   ６－２ ６－１   前川   （京女大） 

神部 雅子   ３－６ １－６   松浦   （龍谷大） 

小林 晴美   ６－１ ６－０   表    （京外大） 

▽４回戦 

足立 典子   ６－０ ６－１   成相   （立命大） 

片野 裕子   ６－３ ６－２   浜西   （龍谷大） 

小林 晴美   ６－２ ６－１   松浦   （龍谷大） 

▽準々決勝 

足立 典子 ６－４ ３－６ ４－６ 林    （京工大） 

片野 裕子   ６－２ ６－４   真木   （京教大） 

小林 晴美   ６－１ ６－３   永井   （京女大） 

▽準決勝 

片野 裕子 １－６ ６－４ ７－６ 小林 晴美（同 大） 

▽決 勝 

片野 裕子 ３－６ ６－４ ７－５ 林    （京工大） 

〈優 勝〉 

(女子ダブルス) 

▽１回戦 

神部・宮川   ６－０ ６－０   井水・河村（京府大） 

▽２回戦 

足立・小林   ６－３ ６－２   前川・永井（京女大） 

神部・宮川   ３－６ ２－６   藤井・鈴木（京産大） 

▽３回戦 

足立・小林   ６－０ ６－１   本田・広田（京教大） 

▽準々決勝 

足立・小林   ６－０ ６－２   嶋田・竹中（龍谷大） 

▽準決勝 

足立・小林   ６－４ ６－１   浜西・松浦（龍谷大） 

▽決 勝 

足立・小林 ６－４ ３－６ ７－５ 林 ・尾上（京工大） 

〈優 勝〉 

 

１９７５（昭和５０）年 

【中国・四国学生庭球選手権】 

（ ９月  日～   ） 
(男子シングルス) 

▽決 勝  柴垣 行男(同大)〈準優勝〉 

(男子ダブルス) 

▽決 勝  大谷・柴垣(同大)（準優勝） 

 

１９７５（昭和５０年） 

【全日本学生庭球選手権】第４３回 

           （ ７月１１日～２０日 香枦園TC） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－８０） 

▽１Ｒ   柴垣 行男 ９－７ ６－２ 小川 （金沢大） 
▽FIN   柴垣 行男 ９－７ ６－２ 日野 （阪 大） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１２） 

▽１回戦 
堤  勝弘   ６－２ ６－３   大林   （法政大） 
大谷 荘ニ １－６ ７－５ ３－６ 江原   （慶応大） 
古川 一夫   ３－６ ３－６   長崎   （明治大） 
柴垣 行男   ３－６ ５－７   柳田   （中京大） 
▽２回戦 
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堤  勝弘 ４－６ ６－１ １－６ 岡本   （静岡大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－５８） 

▽１回戦 
大谷・柴垣       def       相馬・坂田（中央大） 
▽２回戦 
大谷・柴垣   ０－６ ３－６   待鳥・西尾（早 大） 
堤 ・古川       def      竹内・中村（阪 大） 
 

１９７５（昭和５０）年 

【全日本庭球選手権】第５０回 

           （１０月 ３日～１１日 田園Ｃ） 
(男子シングルス) 

▽１回戦 
亀山 久光(OB京都ｸ) ６－２ ６－１ ６－４ 猪飼(名古屋ﾛｰﾝｸﾗﾌﾞ) 
▽２回戦 
亀山 久光(OB京都ｸ) ２－６ ０－６ ２－６ 坂井 (住友軽金属) 
 (男子ダブルス) 

▽１回戦 
亀山(OB京都ｸ)･渡辺(池田ｸ) 3-6 1-6 4-6 加藤(美津濃)･山本(日大) 
 
１９７５（昭和５０）年 

【京都室内庭球選手権】第３回 

       （ １月１３・１４・１５日 京都市立体育館） 
 (男子ダブルス) 

▽1回戦  
堤 ・古川(同大) ６－４ ６－３   茶円(MBS)･松永(京外大) 
▽２回戦  
堤 ・古川(同大) ６－４ ６－３   宇津原･友金（日本生命） 

▽準決勝 
堤 ・古川(同大)  4－6  7－6  6－2  中沢(日板硝)･馬場(京大) 
▽決 勝 
堤 ・古川(同大) ３－６ ４－６  沢松(協発酵)･宮川(大日電) 
〈準優勝〉 

 
１９７５（昭和５０）年 

【京都オープン庭球トーナメント】第３１回 

           （ ４月 ６日～５月３日 西院公園） 
一般 (男子シングルス)（Ｂ－２０３） 

▽１回戦  柴田信雄(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)－ 
良元英河(OB同大ｸ)－      堀内 寛(OB ﾛｳﾔﾙｸ)－ 
一般 (男子ダブルス)（Ｂ－１３３） 
▽１回戦  柴田(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)･今井(日本新薬)－ 

中田(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)･馬場(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)－ 堀内(OB京ｸ)･樋口(三菱自工)－ 
壮年 (男子シングルス)（Ｂ－８） 

▽決 勝  大木 恵夫(OB京都ｸ)〈優 勝〉 

 
１９７５（昭和５０）年 

【京都府庭球選手権】第２９回 

         （ ９月２１日～１１月３日 西院公園） 
一般 (男子ダブルス)（Ｂ－２２４） 
▽１回戦  三原(OB同大ｸ)･芳賀(OB大銑産業)－ 
(混合ダブルス)（Ｂ－３２） 
▽１回戦  芳賀(OB大銑産業)･芳賀(OG) － 

 
１９７５（昭和５０）年 

【毎日庭球選手権】第５０回（春） 

           （ ５月１４日～13日間 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－３９９） 

▽１回戦 
近藤 一彦(同大)   ２－６ ３－６   関口 （神学大） 

富田 正明(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－０ ６－０  藤久保 （園田ｸ） 
▽２回戦 
久岡 信之(同大)   ６－８ ５－７   前田 （関 大） 
田中 英次(同大)   ４－６ ４－６   木村 （京産大） 
柴垣 行男(同大)   ６－１ ６－１   竹中 （立命大） 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－０ ６－１    阿部 （大体大） 
富田 正明(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－１ ６－０    音田 （大経大） 
金井  建(同大)   ６－４ ６－４   浜口（浪速高教） 
京増  明(同大)   ６－２ ６－４   佐藤 （大阪ｶﾞｽ） 
名倉 宏治(同大) １－６ ６－１ ６－４ 大西（香枦園ク） 
上田 裕之(同大)   10－８ ６－４   渡辺 （関 大） 
大西 荘二(同大)   ６－０ ６－０   石井 （桃山大） 
奥村 一弘(同大)   ２－６ １－６   中川 （甲南大） 
一柳 芳弘(同大)           def           中野   （星陵ｸ） 
猪子 雅美(同大)       def      小井土(東京ｲﾝﾄﾞｱ) 
古川 一夫(同大)   ６－１ ６－１   吉原  （宝塚ｸ） 
諏訪 満信(同大)   ３－６ ３－６   白永  （MBS） 
▽３回戦 
柴垣 行男(同大)   ２－６ ６－８   高須賀（美津濃） 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－１ ６－２   野網 （神 大） 
富田 正明(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－２ ６－２   奥田  （福山ｸ） 
金井  健(同大)   ６－１ ６－３   原田 （京 大） 
京増  明(同大)   ０－６ １－６   水野 （近 大） 
名倉 宏治(同大)   ４－６ ２－６   西井(市岡庭集会) 
上田 裕之(同大)   ２－６ ４－６   村上 （神商大） 
大谷 荘二(同大)   ６－３ ９－７   椎野 （京 大） 
古川 一夫(同大)   ６－４ ６－３   宮南 （関 大） 
▽４回戦 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－２ ６－２  徐   （神学大） 
富田 正明(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－１ ３－６ ７－５ 小川(東京ｲﾝﾄﾞｱ) 
金井  健(同大)   ２－６ ３－６   角上  (ｻﾝｸﾗﾌﾞ) 
大谷 荘二(同大)   ２－６ ３－６   細野 (朝日生命) 
古川 一夫(同大)   ６－１ ６－３   田中 （大市大） 
▽５回戦 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－３ ６－３  渡辺  （池田ｸ） 
富田 正明(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ０－６ ３－６  友金 (日本生命) 
古川 一夫(同大) ６－３ １－６ ７－９  井沢(東京ｲﾝﾄﾞｱ) 
▽６回戦（Ｂ－３２） 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－２ ０－６ １－６ 馬場（京 大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－１８４） 

▽１回戦 
古川(同大)･馬場(京大)   def       小野・松倉 （池田ｸ） 
大谷・柴垣(同大)  ６－０ ６－０  原 ・松下（大阪ｶﾞｽ） 
上田・金井(同大)  ６－１ ６－１  丸山・筒井 （立命大） 
富田・亀山(同大)  ８－６ ６－３  松村・堀川 （近 大） 
▽２回戦 
古川(同大)･馬場(京大) ６－４ ６－２   小川・高沢（伊藤萬） 
大谷・柴垣(同大)    ６－４ ６－１  辻中・吉村（関 大） 
上田・金井(同大)    ２－６ ４－６  大多和･松浦(ｾﾞﾈﾗﾙ石油) 
京増・久岡(同大)    ０－６ ３－６  岡崎・中村 (和歌山ｸ) 
富田・亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ７－５ ６－１ 三宅・吉田 （関学大） 
▽３回戦 
古川(同大)･馬場(京大) ６－４ ６－１ 木村・橋本  (京産大) 
大谷・柴垣(同大)   ７－５ ６－４  李・角谷  (神学大) 
富田・亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－０ ６－１ 数内(龍大OB)･木村(龍大) 
▽４回戦 
古川(同大)･馬場(京大) ６－０ ６－１  増田･戒野 (神 大) 
大谷・柴垣(同大)   ７－９ ５－７  仲井･中村(日本電炉) 
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富田･亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－４ ０－６ ０－６  沢松･宮川 
 (協和発酵･大日本電線) 

▽５回戦（Ｂ－１６） 
古川(同大)･馬場(京大) 10－８ ０－６ ４－６ 川口･松本 (朝生) 
(女子シングルス)（Ｂ－２９３） 

▽１回戦 
宮川 路子(同大)       def          加藤    (YITC) 
小林 晴美(同大)   ６－１ ６－０   赤松  （帝院大） 
神部 正子(同大)   ０－６ １－６   川上  （甲南大） 
足立 典子(同大)   ６－０ ６－１   前田（梅星女大） 
２回戦 
宮川 路子(同大)   ０－６ ０－６   大西(武庫川女大) 
小林 晴美(同大)   ４－６ １－６   山下  （宝塚ｸ） 
足立 典子(同大)   ３－６ ３－６   金光 （大体大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－１７３） 

▽１回戦 
神部・宮川(同大)  ０－６ １－６  笹島･浦津(武庫川女大） 
足立・小林(同大)  ６－０ ６－０   木村･中角 (甲南女大） 
２回戦 
足立・小林(同大)  ６－１ ６－２   竹村･芳川 (樟蔭女大） 
３回戦 
足立・小林(同大) ２－６ ８－６ １－６ 楠本･中森 (梅花女大） 
 
１９７５（昭和５０）年 

【関西庭球選手権】第５１回 

           （ ８月２８日～11日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－３１６） 

▽１回戦 
嘉村 法俊(同大)   ２－６ ０－６   浜口  （浪速高） 
奥村 一弘(同大)   １－６ １－６   杉山  （関 大） 
荒井  亨(同大)   ２－６ １－６   辻本  （近 大） 
北本 修一(同大)   ０－６ ０－６   稲川  （関 大） 
今井原 毅(OB大丸)   ６－０ ６－１   稲田  （大経大） 
槌屋 佳郎(同大)   １－６ ０－６   角崎（ﾌﾀﾊﾞﾔﾗｹｯﾄ） 
上田 裕之(同大)   ６－３ ６－２   武本  （近 大） 
坪井 伴明(同大)   ０－６ ２－６   松野  （和 大） 
林  武彦(同大)   ６－０ ６－０   佐古  （立命大） 
今西 永徳(同大)   ０－６ １－６   舟木  （美津濃） 
北井 大老(同大)   ７－６ ６－３   伊勢   （市岡ｸ） 
近藤 一彦(同大)   ４－６ １－６   脇田（東洋紡ｺｽﾓ） 
京増  明(同大)   ７－５ ６－２   岸本 （大阪府庁） 
久岡 信之(同大)   １－６ ５－７   伊藤  （青学大） 
諏訪 満信(同大)   ６－７ ３－６   北村  （大市大） 
谷本 志郎(同大)   ０－６ ２－６   紫田  （つま恋） 
浅野 光宏(同大)       def      堀川  （近 大） 
▽２回戦 
若林 常夫(同大)   ０－６ ０－６   勝田  （関 大） 
市之瀬保之(同大)   ０－６ ０－６   前田  （関 大） 
今井原 毅(OB大丸)６－４ ３－６ ３－６ 魚崎  (ﾌﾀﾊﾞﾔﾗｹｯﾄ) 
上田 裕之(同大)   ６－４ ６－３   田野  （神外大） 
田中 英次(同大)   ０－６ １－６   中村 （日本電炉） 
山名 雅弘(同大)   １－６ １－６   吉原   （宝塚ｸ） 
林  武彦(同大)   ３－６ １－６   織田  （関学大） 
名倉 宏治(同大)   ０－６ ３－６   松村   （池田ｸ） 
福原 逸夫(同大)   ０－６ ０－６   木村 （日本生命） 
金井  健(同大)   ６－２ ６－２   喜多   （園田ｸ） 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－０ ６－０   山田   （大体大） 
北井 大老(同大)   ３－６ ２－６   大木   （京都ｸ） 

京増  明(同大)   １－６ ６－７   山口 （神東塗料） 
栗山 裕二(同大)       def          高須賀 （美津濃） 
石合  彰(同大)   ０－６ ０－６   小坂  （和 大） 
藤間 敏且(同大)       def         宮崎  （関 大） 
▽３回戦 
上田 裕之(同大) ２－６ ７－６ ７－５ 落合    （ｺﾞｰｾﾝ） 
金井  健(同大) ２－６ ６－２ ６－０ 小川  （伊藤萬） 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－１ ６－２   武田  （近 大） 
▽４回戦 
上田 裕之(同大)   ３－６ ２－６    仲井（日本電炉） 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－０ ６－３   金井  健 (同大) 
▽５回戦 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－３ ７－５  山本(住友信託銀行) 
▽６回戦 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－４ ６－４  友金   （日本生命） 
▽準々決勝 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) １－６ ６－１ ２－６ 金井 （早 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１３４） 

▽1回戦 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･渡辺(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  6－0  6－2 辻本･高松(近 大) 
今井原・北井(OB大丸)  ６－２ ６－０   山田･小谷 (京 大) 
山名・奥村(同大)       １－６ ０－６   小坂･杉本 (和 大) 
▽２回戦 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･渡辺(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 6－2  6－2  分田･梅林 (関 大) 
近藤・谷本(同大)   ６－３ ６－４   三宅･島田(大阪府警) 
藤間・栗山(同大)       def          吉田･橋本(甲南大) 
田中・諏訪(同大) ６－４ ３－６ ６－７  斎藤･音田(大経大) 
荒井・泉水(同大)   ０－６ １－６    豊嶋･内田(関学大) 
今井原･北井(OB大丸)  4－6  6－2  3－6   森岡･吉田(甲南大) 
久岡・京増(同大)      def           堀部･高山(阪 大) 
石合・嘉村(同大)       def           岡崎･中村(和歌山ｸ) 
今西・小橋(同大) ０－６ ０－６ 魚崎(ﾌﾀﾊﾞﾔ)･白水(京都市役所) 
名倉・林 (同大)    ６－１ ６－０    斎木･辻  (関学大) 
上田・金井(同大)   ６－３ ６－１    磯部･南側(大教大) 
▽３回戦 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･渡辺(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  6－0  6－3 近藤･谷本(同 大) 
久岡・京増(同大) ０－６ １－６ 田辺(日本楽器)･柴田(つま恋) 
石合・嘉村(同大)   ０－６ ０－６   松田･松村(近 大) 
名倉・林 (同大)    ２－６ ０－６  茶円･尾園(MBS ﾛｲﾔﾙ) 
上田・金井(同大)   ２－６ ２－６   園田･伊勢(慶応大) 
▽４回戦 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･渡辺(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)       西山･堀塲(慶応大) 
▽５回戦 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･渡辺(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  7-5 2-6 7-6 宇津原･友金(日生) 
▽準々決勝 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･渡辺(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 6－3  6－2 吉田･橋本(甲南大) 
▽準決勝 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･渡辺(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 
6－1 7－6 0－6 2－6 2－6小杉(日本楽器)･太田(つま恋) 
(女子シングルス)（Ｂ－１９３） 

▽1回戦 
宮川 路子(同大)   １－６ １－６   恵谷  （関学大） 
足立 典子(同大)   ６－１ ６－０    中村 (竹中工務店) 
神部 雅子(同大)   ７－５ ６－２   川西  （帝院大） 
▽２回戦 
足立 典子(同大)   ６－１ ６－２   堀井  （帝 大） 
神部 雅子(同大)   ２－６ ０－６   花野  （関学大） 
小林 晴美(同大)   ２－６ ２－６   吉岡  （関 大） 
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片野 裕子(同大)   ０－６ １－６   小西  （手塚山ｸ） 
▽３回戦 
足立 典子(同大)   ２－６ ２－６   吉田 （美津濃） 
 (女子ダブルス)（Ｂ－１０８） 

▽１回戦 
神部・宮川(同大) １－６ ０－６ 林 ･藤波    (海 星) 
足立・小林(同大) ６－０ ６－１ 磯部･岩田  (三菱電機伊丹) 
▽２回戦 
足立・小林(同大)   ７－６ ７－６   羽室･雑賀 (甲子園ｸ) 
▽３回戦 
足立・小林(同大)   ２－６ ０－６  大西･湯浅(武庫川女) 
壮年 (男子シングルス)（Ｂ－２９） 

▽１回戦 
柳川和一郎(OB和歌山ｸ) ６－７ ４－６  相川   (甲子園ｸ) 
壮年 (男子ダブルス)（Ｂ－１５） 

▽１回戦 
柳川(OB)･隅田(和歌山ｸ) 0-6  3-6市原(東紡不動産)･谷口(甲子園) 
 

１９７５（昭和５０）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 
北井 大老(OB大丸)   １－６ １－６  河内  (ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾝ) 
(男子ダブルス) 

▽準決勝 
北井・今井原(OB大丸)  ７－５  ６－０  今井･片岡(日動火災) 
▽決 勝 
北井・今井原(OB大丸) ６－３ ３－６ １－６ 舟木・今井 
〈準優勝〉               (美津濃・ﾌｫｰﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ) 
 

１９７６（昭和５１）年 

◆社会：ﾛｯｷｰﾄﾞ事件発覚(7/27)。五つ子誕生(1/31)。 
◇SPT：第12回 冬季五輪ｲﾝｽﾌﾞﾙｯｸ大会(2/4～2/15)。 

    第21回 ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ五輪(7/17～8/1)。 

【桂離宮全面解体修理(7/)】 

★流行語：『記憶にございません』 

◇ﾃﾆｽ：第1回全日本ﾌﾟﾛﾃﾆｽ選手権(10/1～10/3)。 

 日本庭球協会『公認指導員制度』(9/18～9/20)。 

 東京･読売ｶﾞｰﾃﾞﾝｺｰﾄで第1回検定･研修会を開催。 

 

１９７６（昭和５１）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）高知 土佐清水 
                   足摺グリーンハウス 

１９７６（昭和５１）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （ ４月 １日～   香枦園TC） 
＜男子２部リーグ＞ 

     ○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 阪 大② 

 (ダブルス) 

Ｎo１○大谷・河島     ２－０     竹内・堀部 
Ｎo２×柴垣・名倉     ０－２     中村・金井 
Ｎo３○金井・玉城     ２－０     松村・竹井 
 (シングルス) 
Ｎo１×大谷 荘二     ０－２     竹内 康雄 
Ｎo２×柴垣 行男     ０－２     中村 謙一 
Ｎo３○上田 裕之     ２－０     堀部  潔 
Ｎo４○河島 正臣     ２－０     竹井 直人 

Ｎo５○玉城 教安     ２－０     松村 剛史 
Ｎo６○長谷川吾郎     ２－０     金井  洋 
 

     ○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 関 大③ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○大谷・河島     ２－０     梅林・ 
Ｎo２○上田・名倉     ２－０     分田・宮南 
Ｎo３×金井・玉城     １－２     吉田・葉田 
 (シングルス) 
Ｎo１○大谷 荘二     ２－０     分田 仁孝 
Ｎo２×上田 裕之     ０－２     宮南  潔 
Ｎo３○金井  健     ２－０     梅林 勇作 
Ｎo４○河島 正臣     ２－０     葉田 晃三 
Ｎo５○玉城 教安     ２－０     前田 俊一 
Ｎo６×長谷川吾郎     １－２     吉田  靖 
 
     ○ 同志社 ６（複３－０ 単３－３）３ 京 大④ 

 (ダブルス)     （ ４月 １日    香枦園TC） 

Ｎo１○柴垣・名倉 ６－３ ４－６ ８－６ 深野木・立花 
Ｎo２○大谷・河島 ６－４ ６－３     西村・原田 
Ｎo３○金井・玉城 ６－４ ６－１     椎野・村田 
 (シングルス) 
Ｎo１○大谷 荘二 ６－２ ６－１     原田 
Ｎo２○柴垣 行男 ６－２ ６－４     深野木 隆 
Ｎo３×上田 裕之 １－６ １－６     立花 勝義 
Ｎo４×林  武彦 ５－７ ８－６ ４－６ 村田雅比呂 
Ｎo５×河島 正臣 ６－８ ５－７     西村 
Ｎo６○長谷川吾郎 ３－６ ６－４ ６－３ 椎野 祐二 
 
＜男子２部リーグ①位＞    同志社大学 ３勝０敗 

 
【入替戦】       （ ４月１３日～    万博公園） 

     ○ 同志社 ５（複１－２ 単４－２）４ 神 大 

＜２部①位＞            ＜１部④位＞ 

 (ダブルス) 

Ｎo１×大谷・河島     １－３     山本・林 
Ｎo２×上田・名倉     ０－３     向原・山田 
Ｎo３○金井・玉城     ３－０     山下・松中 
 (シングルス) 
Ｎo１○大谷 荘二     ３－１     林  和彦 
Ｎo２×柴垣 行男     ０－３     向原 伸彦 
Ｎo３×上田 裕之     ０－３     山本  浩 
Ｎo４○河島 正臣     ３－２     山田 耕三 
Ｎo５○玉城 教安     ３－０     山下 良範 
Ｎo６○長谷川吾郎     ３－２     松中 一郎 
 

＜男子１部リーグ（昇格）＞  同志社大学 

 

１９７６（昭和５１）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＞ 

 
１９７６（昭和５１）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （  月  日・  日 立教大） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  立教大 

 
１９７６（昭和５１）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 
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           （  月  日     青学大） 

     ― 同志社  （複 －  単 － ）  青学大 

 
１９７６（昭和５１）年 

【定期戦】復活 第31回 対 京都大学戦 

           （  月  日     同大 岩倉） 

           雨天中止 

 
１９７６（昭和５１）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

           （  月  日     大市大） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  大市大 

 

１９７６（昭和５１）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （  月  日     関大） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  関西大 

 
１９７６（昭和５１）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 
３回生 高倉 雅宏 

２回生 田中 栄次 

１回生 玉城 教安 

予選出場組 (男子ダブルス) 

 

予選出場者 (女子シングルス) 

４回生 足立 典子 小林 晴美 宮川 路子 

３回生 泉田 慶子 

２回生 石上 雅子 片野 裕子 増田三智子 

１回生 栗岡  睦 中沢 秀美 広橋 節代 

予選出場組 (女子ダブルス) 

 

１９７６（昭和５１）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 
上田 裕之 ６－３ ０－６ １－６ 松村   （近 大） 
長谷川吾郎   ６－４ ６－２   安田   （大市大） 
柴垣 行男   ６－２ ６－１   沖田   （龍谷大） 
久岡 信之   ２－６ ０－６   山田   （神 大） 
金井  健 ５－７ ７－５ １－６ 葉田   （関 大） 
河島 正臣 ６－２ ４－６ ２－６ 緒方   （西南大） 
▽２回戦 
長谷川吾郎   ２－６ ４－６   分田   （関 大） 
大谷 荘二   ７－６ ６－４   川崎   （阪 大） 
柴垣 行男   １－６ ３－６   甲斐原  （西南大） 
▽３回戦 
大谷 荘二   ６－３ ６－２   織田   （関学大） 
▽４回戦 
大谷 荘二 ６－２ ４－６ ２－６ 伏間   （中京大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－５８） 

▽１回戦 
大谷・柴垣   ６－０ ６－２   友末(広大)･石丸(修道) 

名倉・林  ２－６ ７－５ ６－３ 林口・杉山（関 大） 
金井・玉城       def      宮田・八島（神学大） 
河島・長谷川(吾) ５－７ ２－６    松本(修道)･貞政(広大) 
▽２回戦 
大谷・柴垣   ６－１ ６－３   吉村・稲川（関 大） 
名倉・林    １－６ ０－６   山本・林 （神 大） 
金井・玉城 ２－６ ６－１ ７－５ 松村・高松（近 大） 
▽３回戦 
大谷・柴垣   ４－６ ３－６   前田・海家 （関学大） 
金井・玉城 １－６ ６－２ ３－６ 神谷・山下 （福 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－７２） 

▽１回戦 
足立 典子 ７－６ ３－６ ４－６ 野本  （武庫川女大） 
片野 裕子   ０－６ １－６   国本   （園田女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３８） 

▽２回戦 
足立・小林   ４－６ ２－６  西川・高鶴（武庫川女大） 
 
１９７６（昭和５１）年 

予選【関西学生庭球選手権】（夏） 

     予選（  月  日～ 日間 各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 

４回生 上田 裕之 近藤 一彦 久岡 信之 

３回生 坪井 伴明 名倉 宏治 林  武彦 猪子 雅美 

２回生 田中 英次 奥村 一弘 今西 永徳 嘉村 法俊 

１回生 玉城 教安 

予選出場組 (男子ダブルス) 

 

予選出場者 (女子シングルス) 

４回生 足立 典子 小林 晴美 宮川 路子 

２回生 片野 裕子 
予選出場組 (女子ダブルス) 

 
１９７６（昭和５１）年 
【関西学生庭球選手権】（夏） 

         本戦（ ８月１６日～７日間 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１０２） 

▽１回戦 
藤井 一郎 ２－６ ７－５ ０－６ 白石   （甲南大） 
田中 英次 ２－６ ７－５ ４－６ 村田   （京 大） 
玉城 教安   ４－６ ２－６   立花   （京 大） 
河島 正臣   ６－２ ６－３   山本   （大体大） 
林  武彦   ６－１ ６－２   藤田   （京 大） 
上田 裕之   ３－６ ２－６   竹井   （阪 大） 
久岡 信之 ６－１ ３－６ ３－６ 久世   （西南大） 
長谷川吾郎   ６－２ ６－３   脇田   （関学大） 
▽２回戦 
柴垣 行男   ６－１ ６－２   今川   （奈教大） 
河島 正臣   ６－１ ６－０   松田   （近 大） 
林  武彦   ０－６ ３－６   吉田  (昇) （甲南大） 
大谷 荘二   ６－３ ６－０   米沢   （大医大） 
長谷川吾郎   ６－４ ６－２   西山   （大教大） 
▽３回戦 
柴垣 行男   ６－１ ６－１   林    （神 大） 
河島 正臣   ６－２ ６－１   酒井   （大教大） 
大谷 荘二 ７－５ ５－７ ６－２ 久世   （西南大） 
長谷川吾郎   ２－６ ２－６   豊嶋   （関学大） 
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▽４回戦 
柴垣 行男 ３－６ ６－３ ６－２ 立花   （京 大） 
河島 正臣 ６－１ ６－７ １－６ 吉田  (一) （甲南大） 
大谷 荘二   ６－４ ６－４   前田   （関学大） 
▽準々決勝 
柴垣 行男 ２－６ ０－６ ０－６ 山地   （関学大） 
大谷 荘二 6－4 5－7 2－6 0－6 吉田  (昇) （甲南大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－５１） 

▽１回戦 
名倉・玉城   ６－４ ６－３   分田・梅林（関 大） 
河島･長谷川(吾) ６－１ ６－４   伊藤・芦川（神商大） 
上田・久岡 ７－６ ３－６ ６－４ 三村・上田（大市大） 
▽２回戦 
名倉・玉城   ６－７ ３－６   橋本・江見（甲南大） 
河島･長谷川(吾) ３－６ ３－６   山地・織田（関学大） 
大谷・柴垣   ６－２ ６－２   松村・竹井（阪 大） 
上田・久岡   ３－６ ６－７   前田・海家（関学大） 
▽３回戦 
大谷・柴垣   ７－６ ６－１   松田・辻本（近 大） 
▽準々決勝 
大谷・柴垣 ６－３ ６－１ ６－０ 白石・仁木（甲南大） 
▽準決勝 
大谷・柴垣 ０－６ ０－６ ２－６ 竹内・中村（阪 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－６０） 

▽１回戦 
片野 裕子   ２－６ １－６   日比野 （園田女大） 
 
１９７６（昭和５１）年 

【関西学生室内庭球選手権】第１１回 

      予選（１２月１４・１５・１６日 尼崎市体育館） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１Ｒ 
河島 正臣   ２－６ ５－７   立花   （京 大） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽1回戦 
柴垣 行男   １－６ ４－６   上辻   （関学大） 
大谷 荘二   ４－６ ４－６   前田   （関学大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽1回戦 
大谷・柴垣   ６－３ ７－６    松本(修道)･貞政(広大） 
▽準決勝 
大谷・柴垣   ４－６ ３－６    水野・富田（近 大） 
 
１９７６（昭和５１）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

     （１０月１６日～12日間 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－８） 

▽1回戦 
坪井 伴明－上田（関医大）  今西 永徳－今井（追手門） 
小川 光夫－永井（関学大）  嘉村 法俊－安達（大市大） 
奥村 一弘－大谷（甲南大）  泉水 明人－二反田(京工大) 
乾  孝行－大橋（京工大）  浅野 幸嗣－塩谷（京 大） 
戸田  毅－藤岡（甲南大）  石合  彰－柴田（大工大） 
▽２回戦 
高倉 雅宏－水谷（京府大）   猪子 雅美－片山（英 知） 
藤井 太郎－綛田（大市大）   玉城 教安－榎本（神外大） 
小川 光夫－           嘉村 法俊－森田（奈教大） 
野辺  豊－北代（立命大）   林  武彦－ 
田中 英次－藤田（京府大）   泉水 明人－ 

荒木  亨－佐藤（立命大）   藤井 一郎－山梨（京 大） 
奥野 晃弘－濱田（大工大）   福井 英之－横山（京産大） 
植村 二郎－沼丸（近 大）   名倉 宏治－松本（大工大） 
藤江 義弘－椙村（芦 大） 
▽３回戦 
河島 正臣－          長谷川吾郎－ 

▽４回戦 
河島 正臣－          長谷川吾郎－ 
 (男子ダブルス)（Ｂ－３１７） 

▽１回戦 

奥野･猪子－喜多･和田(阪大)   荒井･泉水－大里･金原(龍大) 

▽２回戦 

坪井･嘉村－森脇･足立(京外)   名倉･玉城－ 

河島･長谷川(吾)－             植村･野辺－斎藤･上田(大市) 

福井･藤井(太)－伊藤･小池(阪大)浅野･戸田－藤本･湯浅(阪外) 

高倉･田中－浜本･森 (京外)    今西･石合－山下･渡辺(立命) 

林 ･藤井(一)－小山･中川(京産) 

▽３回戦  河島･長谷川(吾)－ 

(女子シングルス)（Ｂ－８０１） 

▽１回戦 

増田三智子 － 毛利(追手前)   広橋 節代 － 田辺(大音大) 

山元 牧子 － 辻 (羽 衣)   栗岡  睦 － 三上(帝 短) 

番場みどり － 以倉(大府大) 

▽２回戦  石川 昌子 － 米島(芦大)   片野 裕子 － 

(女子ダブルス)（Ｂ－３９４） 

▽１回戦 

片野･増田－服部･北庄司(京教)  山元･番馬－田中･前馬(英知) 

栗岡･広橋－太佐･川西  (帝院) 

 

１９７６（昭和５１年） 

【全日本学生庭球選手権】第４４回 

     予選（ ７月 ９日～１８日 トピレックプラザ） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－８０） 

▽１Ｒ   河島 正臣 ６－１ ６－０ 山口（東北学院） 
▽FIN   河島 正臣         吉田 （滋賀大） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１２） 

▽１回戦 
柴垣 行男   ２－６ ２－６   手嶋   （中央大） 
大谷 荘ニ   ６－０ ６－４   渡辺   （法政大） 
▽２回戦 
大谷 荘ニ ６－４ １－６ ２－６ 小川   （金沢大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－５８） 

▽１回戦 
金井・玉城   ５－７ ６－７   今富・木山（明治大） 
大谷・柴垣   ６－１ ６－３  田中・中野（小樽商大） 
▽２回戦 
大谷・柴垣 ４－６ ６－１ ６－３ 伊勢・佐藤（慶応大） 
▽３回戦 
大谷・柴垣   ３－６ ３－６   山本・林 （神 大） 
 
１９７６（昭和５１）年 

【全日本庭球選手権】第５１回 

           （１０月 ４日～１２日 名城Ｃ） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
亀)山 久光(OB京都ｸ) 6－1  7－6  6－2  Gタｰナｰ(東京ﾛｰﾝｸ) 
▽２回戦 
亀山 久光(OB京都ｸ) ５－７ １－６ ４－６ 加藤(美津濃) 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 
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▽１回戦 
大谷・柴垣(同大) 3-6 7-6 6-4 1-6 5-7 柴田(つま恋)･小杉(日楽) 
 
１９７６（昭和５１）年 

【京都オープン庭球トーナメント】第３２回 

           （ ４月 １日～    ） 
(男子ダブルス) 

▽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〉 

 
１９７６（昭和５１）年 

【京都府庭球選手権】第３０回 

           （１０月 ９日～２３日 西院公園） 
(男子シングルス)（Ｂ－４６） 

▽１回戦 
堤  勝弘(OB同大ｸ) ７－６ ６－０   丸尾  (府医大ｸﾗﾌﾞ) 
上田 裕之(同大)   ６－２ ６－１  堤     (立石電機) 
▽２回戦 
大谷 荘二(同大)  ６－１ ６－２   老田   (ﾊﾟｰｸﾔﾏｼﾅ) 
柴田 信雄(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ) ６-０ ３-６ ６-２ 堤 勝弘(OB同大ｸ) 
柴垣 行男(同大)  ６－１ ６－０  土橋  (島津製作所) 
上田 裕之(同大)  ６－２ ６－２  白永  (京都市役所) 
▽３回戦  大谷荘二(同大)－柴田信雄(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ) 
柴垣行男(同大)－布垣(西の丘ｸ) 上田裕之(同大)－今井(日本新薬) 
▽準々決勝 
大谷 荘二(同大)      def     西山   (凡ｸﾗﾌﾞ) 
柴垣 行男(同大)  ４－６ ４－６  今井  (日本新薬) 
▽準決勝 
大谷 荘二(同大)  ５－７ ４－６  大木   （凡ｸﾗﾌﾞ) 
(男子ダブルス)（Ｂ－３３） 

▽２回戦  堤(OB同大ｸ)･赤尾(西の丘)－中井･田中(三菱自工) 
大谷･柴垣(同大)－佐々木･佐々木(京都ｸ) 
三原(OB同大ｸ)･芳賀(OB大銑産業)－山本･有吉(島津製作所) 
柴田(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)･今井(ｻﾝｸﾗﾌﾞ)－中川･豊田(京産大) 
▽決 勝  大谷・柴垣(同大)〈優 勝〉 

壮年 (男子シングルス)（Ｂ－１１） 

▽準決勝  大木恵夫(OB京都ｸ)－井上(大阪国際ｸ) 
壮年 (男子ダブルス)（Ｂ－５） 

▽準決勝  堀内(OB京都ｸ)･山崎(京都ｸ)－大木(OB)･井上(京都ｸ) 
▽決 勝  堀内(OB京都ｸ)･山崎(京都ｸ)〈優 勝〉 

(混合ダブルス)（Ｂ－１４） 

▽２回戦  芳賀(OB大銑産業)･芳賀(OG同大ｸ)－ 
 

１９７６（昭和５１）年 

【毎日庭球選手権】第５１回（春） 

           （ ５月１９日～13日間 香枦園TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－４５５） 

▽１回戦 
藤井 一郎(同大)   ６－７ ４－６   田川（電々近畿） 
上田 裕之(同大)   ６－３ ６－１   斎藤  （大市大） 
名倉 宏治(同大) ７－６ ５－７ ６－４ 奥田  （神 大） 
長谷川吾郎(同大)   ６－１ ６－２   田中 （甲子園ｸ） 
近藤 一彦(同大)       def      森田  （大産大） 
猪子 雅美(同大)       def       大井  （立命大） 
坪井 伴明(同大)   ０－６ １－６   杉本  （和 大） 
金井  健(同大)   ３－６ ４－６   鷹谷  （関学大） 
京増  明(同大)       def      足立  （大市大） 
玉城 教安(同大)   ６－２ ６－２   小西（追手門大） 

北井 大老(同大) ６－１ ６－７ ７－５ 武村   （池田ｸ） 
▽２回戦 
藤井 太郎(同大)   １－６ ４－６   内山 （関学大） 
上田 裕之(同大)   ６－２ ６－０   大島 （近 大） 
泉水 明人(同大)   １－６ １－６   山田 （京 大） 
新井  亨(同大)       def      小川（橿原ﾌｧﾐﾘｰｸ） 
柴垣 行男(同大)       def     竹田 （阪急西宮ｸ） 
諏訪 満信(同大)       def       東原  （明治大） 
長谷川吾郎(同大)   ６－１ ６－２   岡   （関学大） 
石合  彰(同大)       def       大谷  （甲南大） 
玉城 教安(同大)   ６－１ ６－２   高井   （MBS） 
林  武彦(同大)       def        横田 （香枦園ｸ） 
河島 正臣(同大)   ６－１ ６－３   梅田  （大体大） 
喜村 法俊(同大)       def       宗友 （豊中ﾛｰﾝｸ） 
植村 二郎(同大) １－６ ６－１ ６－４ 村井   （池田ｸ） 
小川 光夫(同大)   ０－６ ０－６   前田  （関学大） 
今西 永徳(同大)   ２－６ ４－６   阪口  （阪 大） 
名倉 宏治(同大)      def     荒木（竹中工務店） 
安田 明太(同大)   ４－６ ５－７   吉田  （甲南大） 
田中 英次(同大)   ４－６ ２－６   上田  （大市大） 
大谷 荘二(同大)   ６－０ ６－０   中川 (近大医学部) 
北井 大老(同大)       def      森田  （大経大） 
猪子 雅美(同大)       def       中川  （甲南大） 
▽３回戦 
喜村 法俊(同大)   ２－６ ０－６   花園（ﾌﾐﾔｽﾎﾟｰﾂ） 
上田 裕之(同大)   ６－４ ６－３   山田（神原塗料） 
柴垣 行男(同大)   ６－０ ６－１   橋本 （甲南大） 
長谷川吾郎(同大)   ２－６ ２－６   村上（追手門大） 
大谷 荘二(同大)             田宮（追手門大） 
久岡 信之(同大)   ５－７ ３－６   白石 （甲南大） 
植村 二郎(同大)       def       野口  （池田ｸ） 
新井  亨(同大)       def        宮南 （関 大） 
名倉 宏治(同大)   １－６ ２－６   斎藤 （東名ｸ） 
玉城 教安(同大)   ２－６ ０－６   仁木 （甲南大） 
北井 大老(同大)             松村 （近 大） 
河島 正臣(同大)   ６－２ ６－２ 奥田 (日本銅管福山) 
▽４回戦 
上田 裕之(同大)      def       野口 （池田ｸ） 
大谷 荘二(同大)   ６－３ ６－２   高松 （近 大） 
柴垣 行男(同大)   ６－４ ６－２ 
河島 正臣(同大)   ２－６ ３－６   木谷 （伊藤萬） 
▽５回戦 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－４ ６－３  前田   関学大） 
大谷 荘二(同大) ６－３ ３－６ ６－４ 増子(東京ｲﾝﾄﾞｱ) 
柴垣 行男(同大)             小杉 (日本楽場) 
▽６回戦 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－１ ６－１  上辻  （関学大） 
大谷 荘二(同大)   ４－６ ３－６ 上原(夙川ﾏｰﾒｲﾄﾞｸﾗﾌﾞ) 
▽７回戦（Ｂ－１６） 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ２－６ ６－１ ６－１ 伊東(竜南ﾃﾆｽ) 
(男子ダブルス)（Ｂ－２３０） 
▽２回戦 
京増・久岡(同大)   ６－７ ４－６   垣井・井上（神 大） 
上田・田中(同大)   ６－１ ６－０   吉松･平村(市岡LTC) 
名倉・林 (同大)        def       磯部・南側（大教大） 
新井・泉水(同大)       def        松江・田中（近 大） 

猪子・坪井(同大)   ０－６ ０－６   安田・北村（大市大） 
大谷・柴垣(同大)   ６－０ ６－０   磯島・森野（京外大） 
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藤井・藤井(同大)       def    長(電電近畿)･柏谷(関学OB) 
石合・喜村(同大)        def      佐々木･橋本 桃山大） 
今西・奥村(同大)   ３－６ １－６   田中・川畑（立命大） 
金井・玉城(同大)   ６－３ ６－３  西本･宗友(豊中LTC) 
諏訪・植村(同大)      def      宇田川･西川(航空局ｸ) 
近藤・小川(同大) － 星田・後藤（近鉄ｸ） 
河島・長谷川(吾)(同大) ７－５ ７－５  岡崎・木下（関学大） 
▽３回戦 
上田・田中(同大)－境・花岡(大市大)   大谷・柴垣(同大)－ 
藤井(一)･藤井(太)(同大) ７-６ ４-６ ３-６ 森岡・白石（甲南大） 
金井・玉城(同大) ６－１ ６－７ ６－０ 
河島･長谷川(吾)(同大) ６－７ ７－６ ６－４ 
▽４回戦 
金井・玉城(同大) ４－６ ５－７  木谷(伊藤萬)･高須賀(美津濃) 
大谷・柴垣(同大)－ 
河島･長谷川(吾)(同大) ６－１ ６－４ 
▽５回戦 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･渡辺(池田ｸ) － 
大谷・柴垣(同大)   ３－６ ３－６   仲井･中村(日本電機) 
河島･長谷川(吾)(同大) 3－6  1－6 角上(京都ｸ)･今井(日本新薬) 
▽６回戦 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･渡辺(池田ｸ) ６－１ ６－４  勝田･宮南(関大) 
▽準々決勝 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･渡辺(池田ｸ) 1-６３-６ 茶円(MBS)･伊東(美津濃) 
(女子シングルス)（Ｂ－３１８） 

▽１回戦  片野裕子(同大)－堀尾(三菱電機伊丹) 
増田三智子(同大)－笹井(天理) 石上雅子(同大)－大塚(学園前ｸ) 
▽２回戦  太田恭子(同大)－国本 (園田女大) 
(女子ダブルス)（Ｂ－１７９） 

▽１回戦  石上･太田(同大)－安部･片田(市岡ﾛｰﾝﾃﾆｽｸ) 
▽２回戦  片野･増田(同大)－石原･佐藤(芦屋ｸ) 中･古谷(梅花女) 
壮年 (男子シングルス)（Ｂ－３５） 

▽２回戦  柳川和一郎(OB和歌山ｸ)－相川(甲子園ｸ) 
 
１９７６（昭和５１）年 

【関西庭球選手権】第５２回 

           （ ８月２４日～12日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－２８７） 

▽１回戦 
藤井 太郎(同大)   ０－６ １－６   吉田 （関 大） 
藤井 一郎(同大)   １－６ ４－６   植田 （近 大） 
田中 英次(同大)   ６－０ ６－０   中村 （龍谷大） 
戸田  毅(同大)   ３－６ ２－６   岡  （近 大） 
上田 裕之(同大)   ６－１ ６－２   木下 （関学大） 
柴垣 行男(同大)        def        樋口 真一（四宮ｸ） 
福井 英之(同大)   ３－６ ４－６   磯島 （京外大） 
今西 永徳(同大)   ０－６ ２－６   辻本 （近 大） 
大谷 荘二(同大)   ６－０ ６－０   大谷 （甲南大） 
浅野 幸嗣(同大)   ０－６ ０－６   中丸 （関学大） 
玉城 教安(同大)   ３－６ ４－６  玉水(三菱重工神戸) 
▽２回戦 
名倉 宏治(同大)   ７－５ ６－２   藤本（甲子園ｸ） 
高倉 雅宏(同大)   ６－０ ６－１   岡田 （関 大） 
川勝 幹夫(四宮ｸ)   ３－６ ２－６   脇田 （東洋紡） 
小川 光夫(同大)   １－６ ０－６   分田 （関 大） 
野辺  豊(同大)   ４－６ ２－６   伏間 （中京大） 
乾  孝行(同大)       def          角上  （京都ｸ） 
奥野 晃弘(同大)        def           山田 （京 大） 

坪井 伴明(同大)   ０－６ ３－６   澤田（兵庫医大） 
荒井  亨(同大)       def          西山 （大教大） 
嘉村 法俊(同大)        def           岸本(大阪府庁） 
奥村 一弘(同大)   ０－６ ０－６   阿部 （関 大） 
林  武彦(同大)   ６－０ ６－３   児玉 （大市大） 
植村 二郎(同大)       def           内山 （関学大） 
泉水 明人(同大)   ０－６ ０－６   石田  （四宮ｸ） 
田中 英次(同大) ５－７ ６－２ ５－７ 堀川 （近 大） 
上田 裕之(同大)       def           森  （早 大） 
柴垣 行男(同大)   ６－０ ６－０   荘司（兵庫医大） 
大谷 荘ニ(同大)   ６－２ ７－６   稲川 （関 大） 
▽３回戦 
名倉 宏治(同大)   ２－６ ３－６   仲井（日本電炉） 
高倉 雅宏(同大)   ３－６ ２－６   荒木  （宝塚ｸ） 
奥野 晃弘(同大)   ０－６ ０－６  夫 元三（学園前ｸ） 
荒井  亨(同大)   １－６ ０－６   宮村 （阪 大） 
嘉村 法俊(同大)   ６－４ ６－２   浅井 （四宮ｸ） 
林  武彦(同大) ６－４ ５－７ ６－３ 富田 （近 大） 
柴垣 行男(同大)   ６－１ ６－２   前田 （関 大） 
大谷 荘ニ(同大)   ６－１ ７－５   竹内  （四宮ｸ） 
▽４回戦 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)６－４ ６－２   吉田 （関 大） 
嘉村 法俊(同大)   ４－６ ０－６   落合 （ｺﾞｰｾﾝ） 
柴垣 行男(同大) １－６ ６－２ ４－６ 直江  （京ﾓｸ） 
大谷 荘ニ(同大)   ６－１ ７－５   宮地  （神戸ｸ） 
林  武彦(同大)   ４－６ １－６   中村（日本電炉） 
▽５回戦 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－０ ６－１   武田 （近 大） 
大谷 荘ニ(同大) １－６ ６－４ ３－６ 宇津原(日本生命) 
▽６回戦 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－３ ６－４   上辻 （関学大） 
▽準々決勝 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－４ ６－４    細井（ｼｪﾙ大発） 
▽準決勝 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 5－7 6－1 6－7 4－6 馬場(日本ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ) 
(男子ダブルス)（Ｂ－１２３） 

▽１回戦 
田中・高倉(同大)   ６－０ ６－３   井下･宮村(阪 大) 
▽２回戦 
名倉・玉城(同大)   ６－０ ６－２    永田･川勝（四宮ｸ） 
浅野・戸田(同大)   １－６ ０－６    竹内･竹内（四宮ｸ） 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･渡辺(池田ｸ)    def   多賀･田仲(三島庭集会) 
坪井・嘉村(同大)   ３－６ ０－６    緒方･岩崎（近 大） 
林 ・藤井(同大)       def         日野･岸本（DCC ｸ） 
福井・藤井(同大)       def       田中･野口（竹中工務店） 
今西・奥村(同大)   １－６ ６－４   今井原･北井(OB大丸） 
荒井・泉水(同大)   ０－６ ０－６   久門･山北（桃山大） 
小川(同大)･下地(近大) ２－６ １－６    林口･杉山（関 大） 
植村・野辺(同大)   ４－６ ２－６   吉田･吉田（甲南大） 
大谷・柴垣(同大)   ６－３ ６－０   佐藤･塚本（関 大） 
奥野・乾 (同大)       def          岡崎･木下（関学大） 
田中・高倉(同大)   ４－６ ６－７   村上･小県（関学大） 
▽３回戦 
名倉・玉城(同大)   ３－６ ５－７   堀川･武田（近 大） 
林 ・藤井(同大) ３－６ １－６  木谷(伊藤萬)･高須賀(美津濃) 
福井・藤井(同大)   ０－６ ０－６   上辻･友金（関学大） 
今井原･北井(OB大丸) 6－7  6－3  6－4 安田(大市)･鎌田(阪大) 
▽４回戦 



 13

今井原･北井(OB大丸) ２－６ ０－６ 茶円(MBS)･伊東(美津濃) 
大谷・柴垣(同大)   ６－１ ６－０   手槌･石井（桃 山） 
▽５回戦 
大谷・柴垣(同大)   ６－０ ６－３   岡崎･木下（関学大） 
▽６回戦 
大谷・柴垣(同大)       def       待島(住軽金)･西尾(早大) 
▽準々決勝 
大谷・柴垣(同大)   ６－３ ６－４   吉田･吉田（甲南大） 
▽準決勝 
大谷・柴垣(同大)4-6  3-6  6-4  2-6上原(夙川ｸ)･宮川(大日電線) 
(女子シングルス)（Ｂ－１８９） 

▽１回戦 
片野 裕子(同大)   ６－１ ６－０   太佐   （帝院大） 
広橋 節代(同大)   １－６ １－６   兼村   （関学大） 
栗岡  睦(同大)   ０－６ ０－６   林（京都ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ） 
▽２回戦 
増田三智子(同大)   １－６ ０－６   安保 （神戸製鋼） 
片野 裕子(同大)   ６－０ ６－３   初田   （四宮ｸ） 
▽３回戦 
片野 裕子(同大)   ０－６ ０－６   左手  （美津濃） 
(女子ダブルス)（Ｂ－１１７） 

▽２回戦 
栗岡・広橋(同大)   ０－６ ０－６    兼村･万木（関学大） 
片野・増田(同大)   ６－１ ６－２    河口･児島（神女学） 
▽３回戦 
片野・増田(同大)   １－６ ０－６   佐野･谷口（園田女大） 
 
１９７７（昭和５２）年 

◆ 社会：日航機ﾊｲｼﾞｬｯｸ(日本赤軍)(9/29)。            

大学入試ｾﾝﾀｰ設置(5/2東京駒場)。 

領海法案成立(領海12海里･漁業水域200海里宣言)(5/2)。 

          ﾘﾆｱﾓｰﾀｰｶｰ世界初の浮上走行に成功(12/17)。 

★流行語：『読んでから見るか、見てから読むか』 

 

１９７７（昭和５２）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）宮崎総合運動公園 
 

１９７７（昭和５２）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （ ４月 １日～    芦屋） 
＜男子１部リーグ＞ 

     × 同志社 ３（複２－１ 単１－５）６ 関学大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×大谷・河島  6－3 6－4 3－6 4－6 6－8 豊島・友金 
Ｎo２○玉城・長谷川(吾) 6－3 9－7 3－6 6－3  上辻・内田 
Ｎo３○柴垣・名倉 ７－５ ６－０ ６－２ 脇田・村上 
 (シングルス) 
Ｎo１×大谷 荘二1－6 6－8 10－8 1－6 豊島 和彦 
Ｎo２×柴垣 行男 4－6 6－2 4－6 4－6 上辻 晶義 
Ｎo３×河島 正臣 ３－６ ３－６ ２－６ 内田  公 
Ｎo４×長谷川吾郎 １－６ ３－６ ２－６ 友金 隆男 
Ｎo５○玉城 教安 ６－４ 10－８ ６－３ 村上 邦夫 
Ｎo６×林  武彦 ４－６ ４－６ ４－６ 脇田 晋治 
 
     × 同志社 ３（複０－３ 単３－３）６ 近 大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×大谷・河島 ２－６ ２－６ ２－６ 水野・富田 
Ｎo２×玉城・長谷川(吾) 2－6 6－3 4－6 1－6 松村・高松 
Ｎo３×柴垣・名倉 2－6 2－6 6－3 3－6  武田・堀川 

 (シングルス) 
Ｎo１○大谷 荘二 8－6 0－6 6－3 8－6  滑川 琢也 
Ｎo２×柴垣 行男 10－8 3－6 3－6 4－6  水野 三郎 
Ｎo３○河島 正臣 ６－２ ６－３ ６－４  富田 光一 
Ｎo４○長谷川吾郎 6－4 6－2 5－7 6－3  松村 雅司 
Ｎo５×玉城 教安 6－3 5－7 5－7 5－7 武田  勝 
Ｎo６×林  武彦 ３－６ ４－６ ０－６  島内 俊治 
 
     × 同志社 ３（複０－３ 単３－３）６ 甲南大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×大谷・柴垣 ３－６ ３－６ ４－６ 吉田・吉田一 
Ｎo２×河島・長谷川(吾)４－６ ２－６ １－６ 江見・中西 
Ｎo３×名倉・玉城 6－4 3－6 3－6 3－6  白石・仁木 
 (シングルス) 
Ｎo１×大谷 荘二 1－6 3－6 6－3 4－6 吉田 昇生 
Ｎo２○柴垣 行男 1-6 6-8 6-2 6-4 6-1  吉田 一宏 
Ｎo３×河島 正臣 ２－６ ５－７ １－６  中西伊知郎 
Ｎo４×長谷川吾郎 ３－６ ６－８ ２－６  江見 浩平 
Ｎo５○玉城 教安 ６－４ ６－３ ６－２  仁木 信夫 
Ｎo６○林  武彦 3－6 6－1 6－1 6－0  白石 政次 
 
＜男子１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２－３）５ 神 大 

＜１部④位＞        １中止 ＜２部①位＞ 

（ダブルス） 

Ｎo１×大谷・柴垣 2－6 6－4 2－6 4－6 山本・林 
Ｎo２×河島・長谷川(吾)  6-8 7-5 6-4 3-6 1-6  向原・山田 
Ｎo３○名倉・玉城 ６－４ ６－２ ６－３ 山下・松中 
（シングルス） 
Ｎo１○大谷 荘二 ６－３ ６－４ ６－１ 松中 一郎 
Ｎo２－柴垣 行男 4－6 6－1 1－6 8-6 (中止) 山本  浩 
Ｎo３×河島 正臣 6-1 0-6 4-6 7-5 5-7  林  和彦 
Ｎo４×長谷川吾郎 6-2 4-6 2-6 6-4 2-6  向原 伸彦 
Ｎo５×玉城 教安 7-5 1-6 0-6 6-2 4-6  山田 耕三 
Ｎo６○林  武彦 3－6 6－4 6－3 6－2  山下 良範 
 
＜男子２部リーグ（降格）＞  同志社大学 

 
１９７７（昭和５２）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】      ＜女子の部＞ 

     （ ４月 ２日～   ） 
＜女子３部リーグ＞ 

     × 同志社 ０（複０－２ 単０－３）５ 大体大① 

 (ダブルス) 

Ｎo１×片野・増田 １－６ ０－６     金光・樋口 
Ｎo２×栗岡・中沢 ０－６ ０－６     木村・田中 
 (シングルス) 
Ｎo１×片野 裕子 ５－７ ４－６     金光由美子 
Ｎo２×増田三智子 １－６ １－６     樋口 京子 
Ｎo３×松井小百合 １－６ ０－６     木村 佐代 
 

     ○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 神女学院 

 (ダブルス) 

Ｎo１○片野・増田 ６－４ ３－６ ８－６ 鹿島・森田 
Ｎo２○初田・松井 ６－３ ７－５     矢島・上田 
 (シングルス) 
Ｎo１○片野 裕子 ６－１ ６－３     鹿島 庸恵 
Ｎo２○松井小百合 ６－４ ６－３     矢島 敬子 
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Ｎo３○初田 曜子 １－６ ６－２ ６－４ 上田ゆう子 
 

     ○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 同女大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○片野・増田 ６－４ ６－４     松広・築山 
Ｎo２○初田・松井 ４－６ ６－１ ６－２ 内橋・松下 
 (シングルス) 
Ｎo１○片野 裕子 ６－０ ６－１     城下 知恵 
Ｎo２○松井小百合 ６－４ ６－０     内橋左恵子 
Ｎo３○初田 曜子 ６－４ ６－１     松下 和子 
 

＜女子３部リーグ②位＞    同志社大学(女子) ２勝１敗 

 

１９７７（昭和５２）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （  月  日・  日 立教大） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  立教大 

 
１９７７（昭和５２）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （  月  日     同大 岩倉） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  青学大 

 
１９７７（昭和５２）年 

【定期戦】     対 京都大学戦 

           （  月  日     同大 岩倉） 

       同志社  （   記録不明   ）  京都大 

 
１９７７（昭和５２）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

           （  月  日     大市大） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  大市大 

 

１９７７（昭和５２）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （  月  日     関大） 

     × 同志社 ３（複２－１ 単１－５）６ 関西大 

 

１９７７（昭和５２）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 坪井 判明 名倉 宏治 林  武彦 猪子 雅美 
３回生 田中 英次 奥村 一弘 石合  彰 今西 永徳 

    小川 光夫 

２回生 玉城 教安 藤井 太郎 植村 二郎 奥野 晃弘 

    戸田  毅 坂内 和孝 福井 英之 藤井 一郎 

１回生 橋口 高志 武永 庄司 中辻 博之 長谷川裕昭 

    泉水 明人 荒井  亨 浅野 幸嗣 野辺  豊 

予選出場組 (男子ダブルス) 

名倉・玉城     林 ・藤井(一) 田中・長谷川(裕) 

奥村・石合    嘉村・福井   坂内・奥野 

藤井(太)・中辻 戸田・浅野     泉水・荒井 

予選出場者 (女子シングルス) 

３回生 片野 裕子 増田三智子 

２回生 栗岡  睦 中沢 秀美 広橋 節代 

１回生 初田 曜子 松井小百合 

予選出場組 (女子ダブルス) 

片野・増田  中沢・栗岡  初田・松井  広橋・小野(家政) 

 
１９７７（昭和５２）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

         本戦（ ５月 ８日～８日間 青丹よし） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１２） 

▽１回戦 
玉城 教安   ６－０ ６－２   岡    （近 大） 
長谷川裕昭 ５－７ ６－４ ６－２ 山本   （大体大） 
田中 英次   ２－６ ４－６   尾崎   （京府大） 
野辺  豊 ４－６ ６－４ ７－６ 下村   （関 大） 
林  武彦   ２－６ １－６   友金   （関学大） 
藤井 一郎   ６－４ ６－４   豊田   （京産大） 
長谷川吾郎   ７－６ ６－２   北代   （立命大） 
河島 正臣   ６－１ ６－０   管田   （近 大） 
▽２回戦 
玉城 教安 ４－６ ６－４ １－６ 貞政   （広 大） 
長谷川裕昭   ４－６ ５－７   山本   （大体大） 
大谷 荘二   ６－１ ６－２   端地   （近 大） 
野辺  豊   ６－７ ３－６   吉田  (一) （甲南大） 
柴垣 行男   ７－５ ６－３   今川   （関学大） 
藤井 一郎   １－６ ２－６   中西   （甲南大） 
長谷川吾郎   ５－７ ６－７   中丸   （関学大） 
河島 正臣 ６－７ ６－０ ６－０ 中前   （関 大） 
▽３回戦 
大谷 荘二   ７－６ ６－４   山田   （神 大） 
柴垣 行男 ３－６ ６－１ ６－３ 河野   （名 大） 
河島 正臣   ６－３ ６－４   富田   （近 大） 
▽４回戦 
大谷 荘二 １－６ ７－６ ６－１ 江見   （甲南大） 
柴垣 行男   ６－２ ７－５   友金   （関学大） 
河島 正臣   ６－４ ６－０   豊嶋   （関学大） 
▽準々決勝 
大谷 荘二 ６－７ ６－２ ６－２ 上辻   （関学大） 
柴垣 行男   ４－６ ３－６   林    （神 大） 
河島 正臣   ２－６ １－６   中西   （甲南大） 
▽準決勝 
大谷 荘二 ２－６ ２－６ ３－６ 吉田  (昇) （甲南大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－５６） 

▽１回戦 
植村・野辺 ３－６ ６－０ ３－６  小川･米沢(金沢･玉川) 
河島・長谷川(吾) ５－７ ６－３ ６－１ 橋本・広部（甲南大） 
名倉・玉城 ３－６ ７－５ ６－４  三村・上田（大市大） 
林 ・藤井 ４－６ ６－１ ６－４  佐藤・藤田（関 大） 
▽２回戦 
河島・長谷川(吾) ３－６ ６－１ ６－２ 中丸・小県（関学大） 
大谷・柴垣   ６－０ ６－１    垣井・奥田（神 大） 
名倉・玉城   ５－７ １－６    松村・高松（近 大） 
林 ・藤井   ０－６ ２－６   吉田(一)･吉田(昇)(甲南大) 
▽３回戦 
河島・長谷川(吾) ６－３ ４－６ ６－２ 水野・富田（近 大） 
大谷・柴垣   ６－３ ７－６       勝田・宮南（関 大） 
▽準々決勝 
河島・長谷川(吾) １－６ ６－４ ６－３ 小川(金沢)･米沢(玉川) 
大谷・柴垣   ６－４ ６－２    江見・中西 （甲南大） 
▽準決勝 
河島・長谷川(吾) ５－７ ２－６ １－６ 山本・林 （神 大） 
大谷・柴垣 5－7  6－1 7－6 3－6 1－6 酒井(大教)･山田(神大) 
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(女子シングルス)（Ｂ－６６） 

▽１回戦 

松井小百合   ０－６ ２－６   平島   （金城大） 
片野 裕子   １－６ ２－６   木村   （大体大） 
 
１９７７（昭和５２）年 

予選【関西学生庭球選手権】（夏） 

     予選（  月  日～ 日間 各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 

４回生 坪井 伴明 名倉 宏治 林  武彦 猪子 雅美 

３回生 田中 英次 奥村 一弘 今西 永徳 嘉村 法俊 

２回生 玉城 教安 

１回生 

予選出場組 (男子ダブルス) 

 

予選出場者 (女子シングルス) 予選出場組 (女子ダブルス) 

 
１９７７（昭和５２）年 
【関西学生庭球選手権】（夏） 

       本戦 (  ９月１０日～７日間 関学･阪大･園田） 
(男子シングルス)（Ｂ－１０４） 

▽１回戦 
植村 二郎－滝井（神 大）  長谷川吾郎－尾崎（京府大） 
中辻 博之－須賀（神学大）  橋口 高志－横山（近 大） 
田中 英次－田中（阪 大）  玉城 教安－大谷（甲南大） 
藤井 一郎－小県（関学大） 
▽２回戦 
河島 正臣－    大谷 荘二－    柴垣 行男－ 
▽３回戦 
河島 正臣－    大谷 荘二－    柴垣 行男－ 
▽４回戦 
河島 正臣   ４－６ ３－６   友金    （関学大） 
大谷 荘二 ５－７ ６－３ ６－４ 内田    （関学大） 
柴垣 行男－ 
▽準々決勝 
大谷 荘二－吉田(一)(甲南大)     柴垣 行男－ 
▽準決勝 
柴垣 行男 ６－３ ６－１ ６－４  吉田  (一)（甲南大） 
▽決  勝 
柴垣 行男 5－7 6－4 3－6 4－6 中西   （甲南大） 
〈準優勝〉（Ｂ－５１） 
 (男子ダブルス) 

▽１回戦 
田中･玉城－松崎･久保(阪大) 中辻･長谷川(裕)－松江･島内(近大) 
▽２回戦 
田中・玉城   ２－６ ４－６   豊島・友金 （関学大） 
中辻･長谷川(裕)            勝田・宮南 （関 大） 
河島･長谷川(吾)            金井・金  （関 大） 
大谷・柴垣   ６－２ ６－２   鷹谷・今川 （関学大） 
▽３回戦 
河島･長谷川(吾) ６－２ ６－１    勝田・宮南 （関学大） 
大谷・柴垣 
▽準々決勝 
河島･長谷川(吾) 
大谷・柴垣    ４－６ ５－７ １－６ 上辻・内田 （関学大） 
▽準決勝 
河島･長谷川(吾) ５－７ ５－７ １－６ 吉田・中西 （甲南大） 
(女子シングルス)（Ｂ－６０） 

▽１回戦 
初田 曜子   ３－６ ２－６   西川    （梅 花） 
片野 裕子   ３－６ １－６   仲古谷   （梅 花） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３０） 

▽１回戦 
片野・初田   １－６ １－６   泉 ・松本 （梅 花） 
 
１９７７（昭和５２）年 

【関西学生室内庭球選手権】第１２回 

     本戦（１２月２３・２４・２５日・尼崎市体育館） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－１６） 
▽１Ｒ 
河島 正臣 ４－６ ６－２ ６－３ 横山    （近 大） 
▽FIN 
玉城 教安   ４－６ ３－６   松村    （近 大） 
河島 正臣 １－６ ６－４ ６－４ 滑川    （近 大） 
(男子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦 
大谷 荘二 ６－２ ６－７ ６－３ 細谷    （慶応大） 
河島 正臣   ６－７ ２－６   吉田  (一)  （甲南大） 
柴垣 行男 ６－２ １－６ ６－４ 大石    （阪 大） 
▽２回戦 
大谷 荘二 ６－４ ４－６ ７－５ 吉田  (一)  （甲南大） 
柴垣 行男   ４－６ ５－７   豊嶋    （関学大） 
▽準決勝 
大谷 荘二   ２－６ ２－６   中西    （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽１回戦 
河島･長谷川(吾)  ２－６ ２－６   上辻・内田 （関学大） 
大谷・柴垣   ６－２ ６－３   川島・細谷 （慶応大） 
▽準決勝 
大谷・柴垣   ６－４ ６－１    吉田・江見 （甲南大） 
▽決 勝 
大谷・柴垣 ６－３ ６－７ ６－７ 吉田・中西 （甲南大） 
〈準優勝〉 

 
１９７７（昭和５２）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

     （  月  日～ 日間 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－   ） 

 

１９７７（昭和５２）年 

【全日本学生東西対抗庭球試合】第４２回 

          （ ６月１５日・１６日 愛知県体育館） 
＜男子＞ 

× 西 軍 ２（複０－３ 単２－４）７ 東 軍 

 (ダブルス) 

Ｎo３×大谷・柴垣 ４－６ ４－６      黒田・遠藤 

       （同 大）             （中央大） 

 (シングルス) 

Ｎo３×大谷 荘二 ６－４ ５－７ ３－６  鷲田 
    （同 大）              （立教大） 
 

１９７７（昭和５２）年 

【全日本学生庭球選手権】第４５回 

         予選（ ７月 ７日～１８日 香枦園TC） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－８０） 

▽１Ｒ 
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玉城 教安   ６－１ ６－１   一木    （熊本大） 
長谷川吾郎   ６－２ ６－４   永嶺  （広島専修大） 
▽FIN 
玉城 教安   ６－２ ６－３   若山    （上智大） 
長谷川吾郎   ６－３ ６－１   堀     （北 大） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－４０） 

▽１Ｒ 
名倉・玉城 ７－６ ３－６ ５－７ 三浦・山内 （日本大） 
植村・野辺 ３－６ ６－２ ５－７ 鈴木・渡辺 （中京大） 
         本戦（ ７月 ７日～１８日 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１２） 

▽１回戦 
玉城 教安   ３－６ ０－６   矢住   （ﾏﾘｱﾝﾅ医大） 
長谷川吾郎 ６－２ ３－６ ２－６ 友末    （広島大） 
▽２回戦 
河島 正臣   ２－６ ５－７   田中    （明治大） 
大谷 荘ニ ４－６ ６－１ ６－２ 久世  （西南学院大） 
柴垣 行男   ６－０ ６－２   田宮    （岡山大） 
▽３回戦 
大谷 荘ニ   ６－２ ６－４   中島    （九州大） 
柴垣 行男   ６－３ ６－４   宮南    （関 大） 
▽４回戦 
大谷 荘ニ   ６－２ ６－１   富田    （近 大） 
柴垣 行男   ４－６ ４－６   神沢    （東京大） 
▽準々決勝 
大谷 荘ニ 6－4 5－7 5－7 4－6 神沢    （東京大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－５８） 

▽１回戦 
河島･長谷川(吾) ３－６ ６－３ ６－４ 米山・長沢 （専修大） 
▽２回戦 
河島･長谷川(吾) ５－７ ６－４ ６－１ 富永・富田 （法政大） 
大谷・柴垣   ６－４  ６－１   森 ・田中 （明治大） 
▽３回戦 
河島･長谷川(吾) ３－６ ６－３ ７－５  岸田･小田切(順天大) 
大谷・柴垣   ６－０ ６－２    吉田・江見（甲南大） 
▽準々決勝 
河島･長谷川(吾) ２－６ ２－６ ０－６ 神沢(東大)･倉島(順天） 
大谷・柴垣    ６－１ ６－４ ６－３ 江原・田中 （慶応大） 
▽準決勝 
大谷・柴垣 7－5  3－6  2－6  4－6 吉田・中西 （甲南大） 
 
１９７７（昭和５２）年 

【全日本学生室内選手権】第１４回 

           （１１月３０日～３日間 東京体育館） 
(男子シングルス) 

▽１回戦（Ｂ－１５） 
柴垣 行男 ０－６ ６－４ １－６ 鷲田    （立教大） 
大谷 荘二 ７－６ ３－６ ２－６ 黒田    （中央大） 
(男子ダブルス) 

▽１回戦（Ｂ－８） 
河島･長谷川(吾) ５－７ ０－６   江原・田中 （慶応大） 
大谷・柴垣 ４－６ ７－６ ６－２ 黒田・遠藤 （中央大） 
▽準決勝 
大谷・柴垣   ４－６ ２－６    神沢(東大)･倉島(順大） 
 
１９７７（昭和５２）年 

【全日本庭球選手権】第５２回 

           （１１月 ７日～１５日 靱公園TC） 
(男子シングルス) 

▽１回戦（Ｂ－６４） 
大谷 荘ニ(同大) ４－６ ０－６ ４－６ 茶円(MBS ﾛｲﾔﾙｸ) 
柴垣 行男(同大) 6－4 4－6 7－6 6－2上辻    (関学大) 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 6-4  3-6  6-3  6-3 河島  正臣(同大) 
▽２回戦 
柴垣 行男(同大) ２－６ ５－７ ３－６  伊東 (小谷城ｸ) 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  1－6  2－6  2－6 倉光  (ﾌﾐﾔｽﾎﾟｰﾂ) 
(男子ダブルス) 

▽１回戦（Ｂ－３２） 
大谷･柴垣(同大) 2－6  7－6  6－4 6－3 山田(神大)･酒井(大教） 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円(MBS) 6-3 6-4 7-5佐藤(柳ｸ)･田中(小樽商大) 
▽２回戦 
大谷･柴垣(同大) 6－1 3－6 3－6 7－5 3－6  細野･川口(朝生) 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円(MBS) 4-6 6-4 7-5 6-2  宇津原･友金(日生) 
▽準々決勝 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円(MBS) 7－5  6－3  6－0 細野･川口(朝生) 
▽準決勝 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円(MBS) 3-6 2-6 4-6田村･金井(ｼﾞｬﾊﾟﾝｽﾎﾟｰﾂ) 
 
１９７７（昭和５２）年 

全国招待【京都庭球室内選手権】第５回 

       （ １月１４・１５・１６日 京都市立体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－２２） 

▽１回戦  大谷 荘二(同大)－    柴垣 行男(同大)－ 
      柴田 信雄(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)－ 

▽２回戦  亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)－ 

(男子ダブルス)（Ｂ－１４） 

▽1回戦  柴田(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)･今井(日本新薬)－ 

▽２回戦  亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円(MBS)－ 

▽３回戦  大谷・柴垣(同大)－ 

▽決 勝  亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円(MBS)〈準優勝〉 

 
１９７７（昭和５２）年 

【京都オープン庭球トーナメント】第３３回 

          （ ４月 ９日～５月８日 西院公園） 
(男子シングルス) （Ｂ－２７１） 

▽１回戦  堤  勝弘(OB KBC)－  柴田 信雄(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)－ 
      藤井   (OB同大)－ 

(男子ダブルス)（Ｂ－１５９） 

▽３回戦  柴田(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)･今井(日本新薬)－ 

壮年 (男子ダブルス)（Ｂ－６） 

▽２回戦  堀内(OB京都ｸ)･山崎(京都ｸ)－ 

 
１９７７（昭和５２）年 

【京都府庭球選手権】第３１回 

         （ ９月２３日～１０月１０日 西院公園） 
(男子シングルス)（Ｂ－５８） 

▽１回戦  柴田信雄(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)－森下(日新電機) 
▽２回戦  大谷荘二(同大)－藤沢(日新電機)  柴垣行男(同大)－ 
▽準々決勝 
柴田 信雄(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)  ７－６ ６－２ 吉田    (凡ｸﾗﾌﾞ) 
▽準決勝 
柴田 信雄(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)       def     大木     (凡ｸﾗﾌﾞ) 
▽決 勝 
柴田 信雄(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)  ２－６ ３－６  中沢 (日本板硝子) 
〈準優勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－３３） 

▽２回戦 大谷･柴垣(同大)－  柴田(OB同大ｸ)･今井(日本新薬)－ 
壮年 (男子シングルス)（Ｂ－８） 

▽決 勝  堀内  寛(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)〈優 勝〉 
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壮年 (男子ダブルス)（Ｂ－６） 

▽準決勝  堀内･藤井(磯)(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)－大木(OB)･井上(OB京都ｸ) 
 
１９７７（昭和５２）年 

【毎日庭球選手権】第５２回（春） 

           （ ５月１８日～13日間 香枦園TC） 
 (男子シングルス) 
▽６回戦（Ｂ－３２） 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－３ ６－２   上山 （森 組） 
大谷 荘二(同大)     １－６ １－６  名黒（朝日生命） 
▽７回戦 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ３－６ ６－２ ６－４本村（朝日生命） 
▽準々決勝 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) １－６ ６－４ ６－７ 金 （大韓航空） 
(男子ダブルス) 

▽３回戦 
植村・野辺(同大)   ６－７ ６－７  中丸・小県（関学大） 
▽４回戦 
大谷・柴垣(同大)   ７－５ ６－２  豊嶋・友金（関学大） 
▽５回戦 
大谷・柴垣(同大) ６－７ ２－６ 井沢(東京ｲﾝﾄﾞｱ)･ﾀｰﾅｰ(東京ﾛｰﾝ) 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円(MBS) ６-２ ７-５   馬場･竹内  (ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ) 
▽準々決勝 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円(MBS)  6-3 2-6 6-2  金(大韓航)･米沢(ｸﾞﾘｰﾝ) 
▽準決勝 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円(MBS) 7-6 3-6 4-6 6-4 6-4 細野･川口 (朝生) 
▽決 勝 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円((MBS)1-6  6-4  7-6  7-6本村･内山(朝生) 
〈優 勝〉 
 

１９７７（昭和５２）年 

【関西庭球選手権】第５３回 

           （ ８月２４日～12日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－２９５） 

▽１回戦 
奥村 一弘(同大)   ３－６ ０－６   田中 （近 大） 
長谷川裕昭(同大)       def        坂田   （STA） 
植村 二郎(同大)   ６－３ ６－０   森  （早 大） 
福井 英之(同大)   ２－６ ３－６   岩崎 （近 大） 
奥野 晃弘(同大)   １－６ ２－６   宮崎  (池田ﾛｰﾝ） 
藤井 太郎(同大)   ０－６ ０－６   中前 （関 大） 
石合  彰(同大) ６－２ ６－７ ７－５ 辻田 （大市大） 
坂内 和孝(同大)   ４－６ ３－６  大河原（甲子園ｸ） 
橋口 高志(同大)   ６－４ ７－５   中島 （全日空） 
玉城 教安(同大)   ６－３ ６－１   和多田（大経大） 
浅野 幸嗣(同大) ６－１ ４－６ ６－４ 田中 （近 大） 
武永 庄司(同大)   ０－６ ０－６   竹内  （四宮ｸ） 
今西 永徳(同大)   ６－４ ６－４   稲田 （大経大） 
長谷川吾郎(同大)       def       田中  (甲子園ｸ） 
泉水 明人(同大)   ０－６ １－６   北野 （関学大） 
▽２回戦 
小川 光夫(同大)   ３－６ ０－６   金井 （関 大） 
中辻 博之(同大)    ０－６ １－６    松永  （ｺﾞｰｾﾝ） 
植村 二郎(同大)   ４－６ １－６   江見 （甲南大） 
河島 正臣(同大)   ６－０ ６－０   池田(菱電北伊丹) 
荒井  亨(同大)   ７－６ ６－２   西川 （神 大） 
嘉村 法俊(同大)   １－６ ３－６   田渕 （伊藤萬） 
柴垣 行男(同大)   ６－２ ６－３  谷（星陵ﾛｰﾝｸﾗﾌﾞ） 

石合  彰(同大)   １－６ ４－６  河合（樫原ﾌｧﾐﾘｰ） 
橋口 高志(同大)   １－６ １－６   水野 （近 大） 
玉城 教安(同大)   ６－２ ６－４   今川 （関学大） 
田中 英次(同大)   ４－６ ２－６   重盛  （京都ｸ） 
藤井 一郎(同大)   １－６ １－６   白石（青丹よしｸ） 
浅野 幸嗣(同大)   ０－６ １－６   松江 （近 大） 
今西 永徳(同大)   ０－６ ０－６   難波  （神戸ｸ） 
春田 輝二(同大)   ４－６ ６－７   山本 （阪 大） 
戸田  毅(同大)   ２－６ １－６   山内(大原ｸﾞﾘｰﾝｸ) 
堀本   徹(同大) ２－６ ６－２ ５－７ 広部 （甲南大） 
長谷川吾郎(同大)   ６－１ ６－０    松原 （関学大） 
▽３回戦 
河島 正臣(同大)   ６－０ ６－０   大島 （関 大） 
荒井  亨(同大)   ４－６ １－６   山下 （近 大） 
柴垣 行男(同大)   ６－０ ６－２   小林 （関学大） 
玉城 教安(同大)   ６－２ ６－４   水野 （近 大） 
大谷 荘ニ(同大)   ７－５ ６－１   木下 （関学大） 
長谷川吾郎(同大)   ７－５ ６－１    大谷  （甲南大） 
▽４回戦 
河島 正臣(同大)   ６－２ ６－１   山下 （近 大） 
柴垣 行男(同大) ４－６ ６－２ ６－０ 安田 （大市大） 
玉城 教安(同大) ６－３ ３－６ ６－４ 重盛  （京都ｸ） 
大谷 荘ニ(同大)   ６－０ ６－２   芳田 （大市大） 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－３ ６－１   葉田  （関 大） 
長谷川吾郎(同大)   ２－６ ６－７       友金 （関学大） 
▽５回戦 
河島 正臣(同大)   ７－５ ６－４   上辻 （関学大） 
柴垣 行男(同大)   ６－４ ６－２   直江  （京王ｸ） 
玉城 教安(同大)   ２－６ ２－６   伊東 （小谷城ｸ） 
大谷 荘ニ(同大) ６－３ ５－７ １－６ 高須賀（美津濃） 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－１ ６－３   豊嶋 （関学大） 
▽６回戦 
河島 正臣(同大)   ２－６ ０－６   友金（日本生命） 
柴垣 行男(同大)   ３－６ １－６   馬場(日本ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ) 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－２ ６－３   高須賀 (美津濃) 
▽準々決勝 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ２－６ ０－６   伊東  (小谷城ｸ) 
 (男子ダブルス) 

▽１回戦（Ｂ－１４４） 
泉水・浅野(同大)      def    西川(神大)･村瀬(立命) 
福井・坂内(同大)   ４－６ ４－６  喜多･西本（阪 大） 
奥野・戸田(同大)      def     白部･佐藤（YKK ｸ） 
小川(同大)･浅野(神大) ３－６ ３－６   小林･田中（近 大） 
田中・玉城(同大)       def        もたい･鈴木 (YKK ｸ) 
春田・武永(同大)   ６－１ ６－０  臼井･門脇（関学大） 
▽２回戦 
泉水・浅野(同大)   １－６ ０－６  今川･小県（関学大） 
荒井・今西(同大)   ０－６ ０－６  落合･松永 （ｺﾞｰｾﾝ） 
石合・奥村(同大)   ０－６ ２－６  島内･端地（近 大） 
長谷川・中辻(同大)      def     緒方･岩崎（近 大） 
藤井・植村(同大)   ６－１ ６－３  中野･細川（星陵ﾛｰﾝ） 
奥野・戸田(同大)   １－６ ０－６  小川･乙藤（関学大） 
嘉村・藤井(同大)  ３－６ ３－６   奥村(宝塚ｸ)･松村(池田ｸ) 
橋口・堀本(同大)   １－６ ４－６  竹内･堀内(日本ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ) 
田中・玉城(同大)      def         滑川･横山（近 大） 
春田・武永(同大)   ５－７ １－６    牧野･弘世（甲南大） 
▽３回戦 
藤井・植村(同大) ３－６ ５－７今井(日本新薬)･高須賀(美津濃) 
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河島・長谷川(吾)(同大) 6－2  4－6  6－2大道･木浦（関 大） 
▽４回戦 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円((MBS) ６－０ ６－２ 今川･小県（関学大） 
大谷・柴垣(同大)   ６－２ ６－３   藤田･下村（関 大） 
河島・長谷川(吾)(同大) 6－2  6－7  7－6  大木･西山(京都凡ｸ) 
▽５回戦 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円((MBS) ６－２ ６－２ 水野･富田（近 大） 
大谷・柴垣(同大) ６－４ ６－７ ６－４  武田･堀川（近 大） 
河島・長谷川(吾)(同大)３－６７－５４－６  内田･中丸 (関学大) 
▽準々決勝 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円((MBS)  6－4  6－4 仲井･中村(日本電炉) 
▽準決勝 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円((MBS)6-16-46-3中川(伊藤萬)･高橋(香枦園) 
▽決 勝 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円((MBS) 4－6 3－6 6－7 吉田･中西(甲南大) 
〈準優勝〉 

(女子シングルス)（Ｂ－１７５） 

▽１回戦 
増田三智子(同大)   ６－０ ６－３   小枝  （関 大） 
栗岡  睦(同大)   ０－６ ２－６   川井 （帝塚山ｸ） 
片野 裕子(同大)   ６－１ ７－５   中西 （帝院大） 
山本 理恵(同大)   ０－６ ０－６   宇野 （帝 大） 
大塚 雅子(同大)   ６－２ ６－０   棚倉 （海 星） 
初田 曜子(同大)   ６－２ ６－０   万木 （関学大） 
但馬ゆき子(同大)   １－６ ３－６   三好 （帝 大） 
渡辺 比央(同大)   １－６ ２－６   中原  （帝院大） 
吉沢 美里(同大)   １－６ ２－６   京谷  （帝院大） 
行力 邦江(同大)   ６－１ ６－１   三好 （学園前ｸ） 
中沢 秀美(同大)   ０－６ １－６   沢    （ﾕﾆﾁｶ） 
▽２回戦 
増田三智子(同大)   ４－６ ２－６   三木（阪急西宮ｸ） 
吉居永貢子(同大)   ２－６ １－６   多田 （帝院大） 
更家 明子(同大)   ０－６ ０－６   吉田 （美津濃） 
片野 裕子(同大)       def       平瀬 （松蔭中） 
大塚 雅子(同大)   ２－６ ０－６   小口(江坂ｸﾞﾘｰﾝｸ) 
初田 曜子(同大)   １－６ １－６   岡本 （帝塚山ｸ） 
行力 邦江(同大)   ０－６ ２－６   磯野（園田女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－１０３） 

▽１回戦 
栗岡・山本(同大)  ６－２ ６－１    中原･田村（帝院大） 
渡辺・但馬(同大)  ０－６ ０－６   岡田･植田（海 星） 
片野・初田(同大)  ６－１ ６－１   藤田･沢 （成 蹊） 
吉沢・吉居(同大)  ７－５ ６－４   中西･義村（海 星） 
石上・更家(同大)  ０－６ １－６   植田･酒井(園田学高) 
増田・中沢(同大)  ３－６ ２－６   根来･川井（帝塚山ｸ） 
行力・大塚(同大)  ６－２ ７－６   田村･蓬莱（被昇天） 
▽２回戦 
栗岡・山本(同大)  ７－６ ６－２    林 ･守谷（被昇天） 
渡辺・但馬(同大)  ０－６ ０－６    岡田･植田（海 星） 
片野・初田(同大)  ６－３ ６－１    宇野･三好（帝 大） 
吉沢・吉居(同大)  ０－６ ０－６ 日比野･磯野（園田女大） 
行力・大塚(同大)      def       川村･兼元（甲南女大） 
▽３回戦 
栗岡・山本(同大) ０－６ ０－６   高木(芦屋ｸ)･広川(神戸ｸ) 
片野・初田(同大) １－６ ２－６  吉田(美津濃)･大江(帝塚山) 
行力・大塚(同大)     def      左手(美津濃)･寺尾(日 生) 
壮年 (男子シングルス)（Ｂ－３８） 

▽２回戦 

柳川和一郎(OB和歌山ｸ)  ３－６ ５－７   相川（甲子園ｸ） 
 

１９７８（昭和５３）年 

◆社会：伊豆近海沖地震(1/14)。宮城県沖地震(6/12)。 

    日中平和友好条約調印(8/22)。 

     無限連鎖講防止法公布(ﾈｽﾞﾐ講防止)(11/18)。 

【京都市電全廃(9/)】 

★流行語：『君の瞳は１万ボルト』 

◇SPT ：植村 直己－犬ｿﾘ北極点到達(4/30)。 

◇本学ﾃﾆｽ：校祖墓参(初)－新入部員(S57卒)のみで墓参(6/  )。 

 

１９７８（昭和５３）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）佐賀 
 

 

１９７８（昭和５３）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

     （ ４月 １日～    香枦園TC） 
＜男子２部リーグ＞ 

     × 同志社 ２（複０－３ 単２－４）７ 関 大① 

 (ダブルス) 

Ｎo１×河島・長谷川(吾) ４－６ ５－７   勝田・宮南 
Ｎo２×田中・玉城 ４－６ １－６     吉田・葉田 
Ｎo３×植村・中辻 ２－６ ３－６     富崎・藤田 
 (シングルス) 
Ｎo１×河島 正臣      def        宮南  潔 
Ｎo２○玉城 教安 ６－４ ６－４     富崎 正大 
Ｎo３○長谷川吾郎 ６－３ ６－２     葉田 晃三 
Ｎo４×田中 英次 １－６ １－６     吉田  靖 
Ｎo５×藤井 一郎 ３－６ ２－６     中前 圭司 
Ｎo６×橋口 高志 ３－６ ３－６     藤田 和司 
 
     × 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 阪 大② 

 
     ○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 京 大④ 

(ダブルス)      （ ４月 １日     香枦園TC） 

Ｎo１○河島・長谷川(吾) ６－１ ６－３   村田・林田 
Ｎo２○田中・玉城 ４－６ ６－４ ６－４ 久保田・辻谷 
Ｎo３○植村・中辻 ６－３ ６－３     大田・福田 
 (シングルス) 
Ｎo１○河島 正臣 ６－２ ４－６ ６－１ 村田 
Ｎo２○玉城 教安 ６－４ ３－６ ６－４ 林田 
Ｎo３○長谷川吾郎 ６－２ ８－６     久保田 
Ｎo４○田中 英次 ０－６ ６－１ ６－２ 戸田 
Ｎo５○藤井 一郎 ６－３ ６－１     辻谷 
Ｎo６×橋口 高志 ５－７ ６－８     赤水 
 

＜男子２部リーグ③位＞    同志社大学 １勝２敗 

 
１９７８（昭和５３）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 ２（複１－１ 単１－２）３ 関 学 

 

     － 同志社  （複 －  単 － ） 

 

     － 同志社  （複 －  単 － ） 
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＜女子３部リーグ 位＞    同志社大学(女子)  勝 敗 

 

１９７８（昭和５３）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （  月  日・  日 立教大） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  立教大 

 

１９７８（昭和５３）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （  月  日     青学大） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  青学大 

 

１９７８（昭和５３）年 

【定期戦】復活 第33回 対 京都大学戦 

           （１１月２３日     同大 岩倉） 

     ○ 同志社 ９（複 －  単 － ）０ 京都大 

(ダブルス) 

Ｎo１○河島・長谷川(吾) ６－１ ６－３   林田・久保田 
Ｎo２○橋口・長谷川(裕) ６－２ ６－３   石原・中根 
Ｎo３○玉城・植村   ６－１ ６－０    大田・福田 
 (シングルス) 
Ｎo１○河島 正臣 ６－０ ６－２      林田 
Ｎo２○玉城 教安 ７－５ ６－０     久保田 
Ｎo３○植村 二郎 ６－２ ６－１     福田 
Ｎo４○長谷川吾郎 ６－１ ６－２     宮崎 
Ｎo５○長谷川裕昭 ６－３ ８－６     中島 
Ｎo６○藤井 一郎 ６－２ ６－１     一ノ瀬 
 
１９７８（昭和５３）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

           （  月  日     大市大） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  大市大 

 

１９７８（昭和５３）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

（  月  日     関大） 

     × 同志社 ３（複０－３ 単３－３）６ 関西大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×河島・長谷川(吾)  ８－10 ４－６     下村・金 
Ｎo２×玉城・植村  ６－1 ３－６ ４－６ 中前・竹田 
Ｎo３×橋口・長谷川(裕) ６－２ ３－６ ４－６ 大道・小合 
 (シングルス) 
Ｎo１×河島 正臣 ６－２ ３－６ ５－７ 下村 哲司 
Ｎo２×玉城 教安 ５－７ ５－７     金  啓吉 
Ｎo３×植村 二郎 ６－８ ８－６ ３－６ 中前 圭司 
Ｎo４○長谷川吾郎 ６－１ ６－４     竹田 永守 
Ｎo５○長谷川裕昭 ６－３ ６－２     中谷 
Ｎo６○藤井 一郎 ６－３ ６－１     大道 雅人 
 
１９７８（昭和５３）年 

【定期戦】     対 関西大学戦     ＜女子の部＞ 

（  月  日     関大） 

     ○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 関西大 
 (ダブルス) 

Ｎo１○初田・松井 ６－４ ６－４     藤井・岡 
Ｎo２×栗岡・中沢 ７－５ ４－６ ６－８ 田村・棚村 
 (シングルス) 
Ｎo１○初田 曜子 ３－６ ６－２ ６－１ 岡 美登里 
Ｎo２○松井小百合 ６－０ ６－１     久保 

Ｎo３×池谷 雅子 ６－３ ４－６ ０－６ 藤井 
 

１９７８（昭和５３）年 

【定期戦】第1回  対 関西大学戦     ＜ＯＢの部＞ 

（１０月 １日     関大） 

     × 同大ＯＢ１（１９－参加者－３８）７ 関大ＯＢ 

 

１９７８（昭和５３）年 

予選【関西学生春季庭球トーナメント】 

           予選（  月  日～      各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 

４回生  ３回生  ２回生  １回生 

予選出場組 (男子ダブルス) 

 

予選出場者 (女子シングルス) 

４回生  ３回生  ２回生  １回生 

予選出場組 (女子ダブルス) 

 
１９７８（昭和５３）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

         本戦（ ５月 ４日～７日間 香枦園TC） 
(男子シングルス) 

▽３回戦 

玉城 教安 ４－６ ６－４ ６－４ 下村    （関 大） 
長谷川裕昭   １－６ ３－６   伊井    （阪 大） 
河島 正臣   ６－３ ７－５   白石    （甲南大） 
▽４回戦 
玉城 教安   １－６ １－６   宮南    （関 大） 
河島 正臣   ６－３ ６－４   伊井    （阪 大） 
▽準々決勝 
河島 正臣   ３－６ ２－６   吉田  (一) （甲南大） 
(男子ダブルス) 

▽１回戦 
中辻･長谷川(裕) １－６ ６－４ １－６  大石・伊井（阪 大） 
藤井(一)・橋口    ４－６ ２－６   松中・奥田（神 大） 
▽２回戦 
玉城・植村   ４－６ ２－６    滑川・横山（近 大） 
▽３回戦 
河島・長谷川(吾) ６－７ ３－６    山下・高市（福岡大） 
 
１９７８（昭和５３）年 

予選【関西学生庭球選手権】（夏） 

     予選（  月  日～ 日間 各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 

４回生  ３回生  ２回生  １回生 
予選出場組 (男子ダブルス) 

 

予選出場者 (女子シングルス) 

４回生  ３回生  ２回生  １回生 

予選出場組 (男子ダブルス) 

 
１９７８（昭和５３）年 
【関西学生庭球選手権】（夏） 

         本戦（ ８月１４日～７日間 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１０１） 

▽１回戦 
植村 二郎 ６－１ ４－６ ６－３ 田上    （神学大） 
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中辻 博之   ６－３ ７－５   内山    （関学大） 
堀本  徹   ３－６ ０－６   三村    （甲南大） 
藤井 一郎   ６－３ ６－０   武本    （近 大） 
橋口 高志 ７－６ １－６ ７－５ 藤川    （近 大） 
長谷川吾郎 ７－５ ６－７ ６－２ 桃井    （追手門） 
▽２回戦 
植村 二郎 ６－１ ２－６ ６－３ 吉田    （関 大） 
中辻 博之   ２－６ ３－６   木下     （天理大） 
玉城 教安   ７－６ ６－４   上辻     （神 大） 
藤井 一郎   ６－２ ６－３   下村    （関 大） 
河島 正臣   ６－０ ６－１   参田    （阪外大） 
橋口 高志 ２－６ ７－５ ４－６ 中丸    （関学大） 
長谷川裕昭   ５－７ ６－７   林田    （京 大） 
長谷川吾郎   ６－２ ６－３   佐野    （京教大） 
▽３回戦 
植村 二郎 ５－７ ６－４ ６－４ 仁木    （甲南大） 
玉城 教安   ６－４ ６－１   松江    （近 大） 
河島 正臣   ６－２ ７－６   中丸    （関学大） 
長谷川吾郎   ３－６ ３－６   吉田  (昇)  （甲南大） 
▽４回戦 
植村 二郎   ４－６ １－６   吉田  (一)  （甲南大） 
玉城 教安   ６－７ ６－７   江見    （甲南大） 
河島 正臣 ６－３ ４－６ ２－６ 滑川    （近 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－５２） 

▽１回戦 
中辻･長谷川(裕) ６－０ ６－４   奥田・川脇 （神 大） 
玉城・植村     ６－１ ６－２   藤川・植田 （近 大） 
藤井・橋口      ２－６ １－６   石津・綾部 （福 大） 
▽２回戦 
河島･長谷川(吾) ６－３ ６－３   田中・岩崎 （近 大） 
中辻･長谷川(裕) ４－６ ４－６   吉田・勝田 （関 大） 
玉城・植村   ６－４ ７－５   向原・松中 （神 大） 
▽３回戦 
河島･長谷川(吾) ６－４ ４－６ ７－６ 滑川・横山（近 大） 
玉城・植村   ３－６ ６－４ ０－６ 内田・中丸（関学大） 
▽準々決勝 
河島･長谷川(吾) ３－６ ６－７   仁木・白石 （甲南大） 
(女子シングルス) 

▽１回戦（Ｂ－５４） 
初田 曜子   ３－６ ２－６   辻本  （武庫川女大） 
 
１９７８（昭和５３）年 

【関西学生室内庭球選手権】第１３回 

     本戦（１２月 ７・８・９日 神戸市立中央体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－１９） 

▽１回戦 
植村 二郎   ２－６ ４－６   伊井    （阪 大） 
玉城 教安   ６－４ ７－５   白石    （甲南大） 
▽２回戦 
河島 正臣   ４－６ ２－６   宮南    （関 大） 
玉城 教安   ２－６ ０－６   内田    （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１０） 

▽１回戦 
河島・長谷川(吾) ２－６ ６－７   坪田・直木（甲南大） 
 
１９７８（昭和５３）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

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

▽７回戦 
長谷川裕昭   ５－７ ３－６   津曲    （大教大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１６） 

▽６回戦 

中辻・堀本   ４－６ ４－６    田中・島内（近 大） 

橋口･長谷川(裕) ４－６ ６－３ ６－２ 葛野・南野（阪外大） 

▽準々決勝 

橋口･長谷川(裕) ７－６ ６－４    直木・坪内（甲南大） 

▽準決勝 

橋口･長谷川(裕) ６－１ ５－７ ６－４ 岩崎・端地（近 大） 

▽決 勝 

橋口･長谷川(裕) １－６ ４－６    大石・伊井（阪 大） 

〈準優勝〉 

(女子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽６回戦 

初田 曜子   ２－６ ３－６   中野   （甲南女大） 

(女子ダブルス) 

▽１回戦 

吉沢・但馬   ６－０ ６－２   丸山・吉川 （帝 大） 

▽２回戦 

吉沢・但馬       def      久保・古林 （関 大） 

桑原・堀次   ０－６ ０－６   清水・福本 （阪 大） 

行力・吉居   ６－４ ６－２   中西・足立 （海 星） 

▽３回戦 

行力・吉居   ６－４ ６－２   秋本・渡辺 （京女大） 

▽４回戦 

行力・吉居   １－６ １－６  杉原・久保（武庫川女大） 

 

１９７８（昭和５３）年 

【京都学生庭球トーナメント】 

（  月  日～ 同大・立命大・京教大・京女大） 
(男子シングルス) 

▽準々決勝 
田中 英次 －                    戸田  毅 － 
藤井 一郎 －                    植村 二郎 － 
▽準決勝 
田中 英次   ６－２ ６－２   戸田  毅 （同 大） 
藤井 一郎   ７－５ ６－４   植村 二郎 （同 大） 
▽決 勝 
田中 英次   ６－１ ６－１   藤井 一郎 （同 大） 
〈優 勝〉             〈準優勝〉 

(男子ダブルス) 

▽準々決勝 

藤井(一)・橋口 ６－４ ４－６ ２－６ 吉田(立命)･伊藤(京産) 

田中(英)・嘉村   ６－２  ６－１  進藤・若松 （京教大） 

▽準決勝 

田中(英)・嘉村   ６－１  ６－３  山本・仲谷 （京工大） 

▽決勝 

田中(英)・嘉村 ６－４ ２－６ ６－２ 村田・益  （京 大） 

〈優 勝〉 

(女子シングルス) 

▽準々決勝 片野 裕子－            初田 曜子－ 

▽準決勝  片野 裕子－            初田 曜子－ 

▽決 勝 

片野 裕子   ６－２ ６－４   初田 曜子 （同 大） 

〈優 勝〉             〈準優勝〉 

(女子ダブルス) 

▽準々決勝 片野・増田－       初田・池谷－ 

▽準決勝  片野・増田－       初田・池谷－ 
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▽決 勝 

片野・増田   ６－３ ６－１   初田・池谷 （同 大） 

（優 勝〉             （準優勝） 

 

１９７８（昭和５３年） 

【全日本学生庭球選手権】第４６回 

      予選（ ７月１３日～２３日 トピレックプラザ） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－８０） 

▽１Ｒ 
長谷川吾郎   ４－６ ４－６   中原    （早 大） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－４０） 

▽１Ｒ 
長谷川(裕)･中辻 ６－３ ４－６ ２－６ 益田・前田（福岡大） 
      本戦（ ７月１３日～２３日 トピレックプラザ） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２０） 

▽１回戦 
玉城 教安   １－６ ２－６   立野    （早 大） 
河島 正臣   ６－３ ６－３   原田    （立教大） 
長谷川裕昭   ３－６ ４－６   神河    （阪 大） 
▽２回戦 
河島 正臣 ５－７ ６－２ ６－７ 田中    （阪 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６０） 

▽１回戦 
河島・長谷川(吾) ４－６ ４－６   吾妻・田家（東海大） 
 
１９７８（昭和５３年） 

【全日本学生庭球選手権】第２２回      ＜女子の部＞ 

      予選（ ７月１３日～２３日 トピレックプラザ） 
予選 (女子シングルス)（Ｂ－４０） 

▽１Ｒ 
片野 裕子 ７－６ ４－６ ０－６ 永山    （福岡大） 
 
１９７８（昭和５３）年 

【全日本庭球選手権】第５３回 

        （１０月 ４日～１１日  朝日生命 久我山） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ０－６ ０－６ ３－６ 福井 （中央大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円(MBS) 2－6 1－6 2－6  福井･黒田(中央大) 
 
１９７８（昭和５３）年 

【全日本オープン選抜室内選手権大会】第７回 

       （ １月２５日～２９日 神戸市立中央体育館） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１２） 

▽１回戦 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円(MBS) － 倉光(ﾌﾐﾔｽﾎﾟｰﾂ)･金(大韓航空) 
 
１９７８（昭和５３）年 

【全日本室内庭球選手権大会】第１４回 

     （ ３月１６日～１９日 東京体育館） 
(男子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽１回戦 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円(MBS) ４－６ ５－７吉田･中西(甲南大) 
 
１９７８（昭和５３）年 

全国招待【京都庭球室内選手権】第６回 

       （ １月１４・１５・１６日 京都市立体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦  大谷 荘二(同大)－      河島 正臣(同大)－ 

▽２回戦  柴垣 行男(同大)－      玉城 教安(同大)－ 

      亀山久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)－  柴田信雄(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)－ 

(男子ダブルス)（Ｂ－２０） 

▽１回戦  河島･長谷川(吾)(同大)－  山下･高橋(OB同大ｸ)－ 
▽２回戦  大谷･柴垣(同大)－       田中･玉城(同大)－ 

      亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円(MBS)－ 

 
１９７８（昭和５３）年 

【京都オープン庭球トーナメント】第３４回 

           （ ４月 ９日～５月７日 西院公園） 
(男子シングルス)（Ｂ－２４５） 

▽２回戦  恒藤(同大ｸ)－          高橋  (OB同大ｸ)－ 

            芳賀龍太郎(OB大銑産業)－ 山下寛(OB同大ｸ)－ 
▽３回戦  柴田信雄(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)－  柴垣行男(OB日本新薬)－ 

▽決 勝  柴垣 行男(OB日本新薬)〈優 勝〉 
(男子ダブルス)（Ｂ－１３８） 

▽２回戦 山下･高橋(OB同大ｸ)－  柴田(OB同大ｸ)･竹内(四宮ｸ)－ 

          三原(OB三原商会)･芳賀(OB大銑産業)－ 
▽決 勝  柴田(OB同大ｸ)･竹内(四宮ｸ)〈優 勝〉 

壮年 (男子シングルス)（Ｂ－７） 

▽準決勝  堀内  寛(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)－ 

壮年 (男子ダブルス)（Ｂ－７） 

▽準決勝  大木(OB)･井上(OB京都ｸ)－ 

 
１９７８（昭和５３）年 

【京都府庭球選手権】第３２回 

         （ ９月１０日～１０月１５日 西院公園） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽２回戦  柴垣行男(OB日本新薬)－山田(ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ)  
谷口宇平(OB ｶﾞｯﾂ)－藤木(東ﾚ滋賀) 柴田信雄(OB ｻﾝｸ)－森山(ｶﾞｯﾂ) 
▽準々決勝 
柴垣 行男(OB日本新薬) ６－３ ６－２ 上萩 （京都府庁） 
柴田 信雄(OB ｻﾝｸﾗﾌﾞ)  ６－７ ４－６ 今井 （日本新薬） 
▽準決勝 
柴垣 行男(OB日本新薬) ６－１ ６－０ 山上  （凡ｸﾗﾌﾞ） 
▽決 勝 
柴垣 行男(OB日本新薬) ６－１ ７－５ 重森  （京信金） 
〈優 勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 
▽１回戦  柴垣(OB日本新薬)･今井(日本新薬)－ 
      三原(OB三原商会)･芳賀(OB大銑産業)－ 
      柴田(OB同大ｸ)･竹内(四宮ｸ)－ 
▽決 勝  柴垣(OB日本新薬)･今井(日本新薬)〈優 勝〉 

(女子シングルス)（Ｂ－１３） 

▽２回戦  片野裕子(OB京凡ｸ)－山形(島津SS)  
(女子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽1回戦  片野(OB京凡ｸ)･山口(京凡ｸ)－ 
壮年 (男子ダブルス)（Ｂ－５） 

▽準決勝 大木(OB)･井上(OB京都ｸ)－ 堀内(OB)･清水(ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ)－ 
(混合ダブルス)（Ｂ－１２） 

▽1回戦  柴垣(OB日本新薬)･合田(ﾑｰﾝｸﾗﾌﾞ)－ 
▽２回戦  堤(OB京凡ｸ)･福岡(京凡ｸ)－ 
      大木(京凡ｸ)･片野(OB京凡ｸ)－ 
 
１９７８（昭和５３）年 

【毎日庭球選手権】第５３回（春） 

           （ ５月１７日～12日間 香枦園TC） 
 (男子シングルス) 

▽３回戦 
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玉城 教安(同大) ６－３ ２－６ １－６ 鷹谷 （関学大） 
▽４回戦 
河島 正臣(同大)   ６－２ ６－１   松原 （関学大） 
▽５回戦 
藤井 一郎(同大)   ５－７ ２－６   友末 （広島大） 
▽６回戦（Ｂ－３２） 
柴垣 行男(OB日本新薬)  １－６ ３－６ 名黒  (朝日生命) 
河島 正臣(同大)   1－６ ２－６   伊東 (竜南ﾃﾆｽC) 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)   ３－６ ４－６  宮南  (関 大) 
(男子ダブルス) 

▽５回戦（Ｂ－１６） 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円((MBS) ６－３ ６－０ 吉田･江見(甲南大) 
河島･長谷川(吾)(同大) １－６ ３－６ 本井･馬場(日本ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ) 
▽準々決勝 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円((MBS) ５-７ ２-６ 名黒･鷲田(朝日生命) 
(女子シングルス) 

▽４回戦 
初田 曜子(同大)   ０－６ ２－６  松島(睦)(神戸製鋼) 
片野 裕子(同大)   ３－６ １－６    佐藤 (園田女大) 
 
１９７８（昭和５３）年 

【関西庭球選手権】第５４回 

           （ ８月２１日～1１日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－３０６） 

▽１回戦 
橋口 高志(同大)   ６－０ ６－２   岡田   （関 大） 
堀本  徹(同大) ４－６ ６－２ ７－６ 落合    （ｺﾞｰｾﾝ） 
藤井 一郎(同大)         def         小林     （ｲﾜｷｸ） 
玉城 教安(同大)   ６－１ ６－２    細川    （SLTC） 
藤井 太朗(同大)   ６－０ ６－１   稲山 （甲子園ｸ） 
近藤 浩司(同大) ６－４ １－６ ６－３ 垣谷   （阪 大） 
坂内 和孝(同大)   ３－６ ２－６    松本(京都ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ) 
田中 英次(同大)   ６－０ ６－１   角 （航空局ｸﾗﾌﾞ） 
根本 恭宏(同大)   １－６ ２－６   田中 （近 大） 
植村 二郎(同大)   ６－２ ６－０   永井 （関学大） 
武永 庄司(同大)   ０－６ ０－６   堀内 （ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ） 
▽２回戦 
橋口 高志(同大)   ４－６ １－６   大木  （京都凡ｸ） 
堀本  徹(同大)             平尾   （関 大） 
奥野 晃弘(同大)   ２－６ ０－６   博多  （香枦園ｸ） 
福井 英之(同大)   ４－６ １－６   近岡  （早 大） 
中辻 博之(同大)       def       大道   （関 大） 
藤井 一郎(同大)   ６－１ ６－１      中谷   （関学大） 
玉城 教安(同大)   ６－１ ６－２   仁井   （大経大） 
嘉村 法俊(同大)   ５－７ １－６   忍谷  （関学大） 
戸田  毅(同大)   ５－７ ０－６   富崎  （関 大） 
河島 正臣(同大)   ６－０ ６－１   佐野  （ﾔｵ ｸ） 
高田  洋(同大)   ０－６ ０－６   木谷 （伊藤萬） 
藤井 太朗(同大)   １－６ ２－６   高橋 （中央大） 
近藤 浩司(同大)   １－６ ０－６   松江  （近 大） 
長谷川裕昭(同大)   ６－１ ６－２   石塚 （関学大） 
春田 輝二(同大)   １－６ １－６   甲斐(中ノ島ﾛｰﾝｸ) 
田中 英次(同大)   ４－６ ２－６  重盛(京都信用金庫) 
長谷川吾郎(同大)   ６－０ ６－１   藤元 （近 大） 
植村 二郎(同大) ７－６ ２－６ １－６ 木村（日本生命） 
▽３回戦 
堀本  徹(同大)   ０－６ １－６   武田   （近 大） 
柴垣 行男(OB日本新薬)  ６－１ ６－１ 博多(香枦園ｻｰｸﾙ) 

中辻 博之(同大)   ２－６ ４－６    土持  （ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ） 
藤井 一郎(同大)   ４－６ ０－６      江見   （甲南大） 
河島 正臣(同大) ５－７ ６－０ ６－１ 八木  （近 大） 
玉城 教安(同大) ６－２ ３－６ １－６ 村上   （関学大） 
長谷川裕昭(同大) ６－７ ６－１ ６－０ 小ワタ （京産大） 
長谷川吾郎(同大)   ６－３ ６－０   渡部  （関学大） 
▽４回戦 
柴垣 行男(OB日本新薬) ２－６ ６－４ ４－６ 下村 （関 大） 
河島 正臣(同大) 1－６ ７－５ ３－６  仲井 （日本電炉） 
長谷川裕昭(同大)   ６－３ ６－４   上辻  （日本生命） 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－０ ６－１    島内   （近 大） 
長谷川吾郎(同大)   ６－４ ６－０   豊嶋  （大林組） 
▽５回戦 
長谷川裕昭(同大)   １－６ ２－６   白石（青丹よしｸ） 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－７ ６－７  内田 （関学大） 
長谷川吾郎(同大) ０－６ ６－２ ３－６ 谷島 （日立ﾛｰﾝｸ） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１３９） 

▽１回戦 
小川・高田(同大) ６－２ ４－６ ４－６ 宮井･阪越 （ﾔｵ ｸ） 
藤井・堀本(同大)   ６－１ ７－５  田中･岩崎（近 大） 
玉城・植村(同大)            大西･井上（関学大） 
中辻・長谷川(裕) (同大)     def       桧皮･石川(武田薬品) 
▽２回戦 
戸田・福井(同大)   ６－２ ７－６   沢 ･曽我（宝塚高） 
田中・嘉村(同大)   ５－７ ２－６   岡崎･浅井（関学大） 
河島・長谷川(吾) (同大) ６－０ ６－１  泉 ･大西 （豊中ｸ） 
柴垣(OB)･今井(日本新薬) ６－１ ６－０  島田･大樫（関学大） 
春田・武永(同大)   ６－３ ６－０  浜谷(神商)･菊川(大教) 
藤井・橋口(同大)   ６－０ ６－２    谷山･谷山（江坂ｸ） 
根本・近藤(同大)   ３－６ ３－６   沼丸･小原（近 大） 
奥野・坂内(同大)   ４－６ ２－６   松村･高松（近 大） 
中辻・長谷川(裕) (同大)  4－6 6－2 6－1  平尾･柳田(ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ) 
▽３回戦 
戸田・福井(同大)   ２－６ ２－６   内田･中丸（関学大） 
河島・長谷川(吾) (同大) ６－２ ６－２  稲川･安川（甲子園ｸ） 
柴垣(OB)･今井(日本新薬) ６－１ ６－２   円岡･沼谷（SLTC） 
春田・武永(同大)   １－６ ２－６   織田･吉田(三和銀行) 
藤井・橋口(同大) １－６ ６－３ ０－６   小県･村上（関学大） 
中辻・長谷川(裕)(同大) ７－６ ６－４  角崎(ﾌﾀﾊﾞﾔ)･近岡(早大) 
▽４回戦 
河島・長谷川(吾)(同大) ７－５ ６－２ 松江･尾崎（近 大） 
柴垣(OB)･今井(日本新薬) ６－１ ６－３  坪田･直木（甲南大） 
春田・武永(同大)   １－６ ２－６   織田･吉田(三和銀行) 
藤井・橋口(同大) １－６ ６－３ ０－６  小県･村上  (関学大) 
中辻・長谷川(裕)(同大) ７－６ ６－４  角崎(ﾌﾀﾊﾞﾔ)･近岡(早大) 
▽５回戦 
河島・長谷川(吾)(同大)  ３－６ ５－７ 友金･上辻（日 生） 
柴垣(OB)･今井(日本新薬)  6－3 1－6 5－7 仲井･中村(日本電炉) 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円((MBS) 6－1  6－4 中辻･長谷川(裕)(同大) 
▽６回戦 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円((MBS)７－６ ７－６ 伊井･大石（阪  大） 
▽準々決勝 
亀山(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･茶円((MBS)6-1 2-6 3-6大西(ｻﾝSP)･伊東(小谷城) 
(女子シングルス) 

▽１回戦（Ｂ－１６３） 
大塚 雅子(同大)   ２－６ ２－６   橋本 （三 菱） 
松井小百合(同大)   ６－０ ６－１   片折（奈良女大） 
桑原 史子(同大)   ３－６ ２－６   饗庭（奈良女大） 
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初田 曜子(同大)   ６－０ ６－２   吉野（奈良女大） 
池谷 雅子(同大)       def        川井 （帝塚山ｸ） 
栗岡  睦(同大) ６－２ ３－６ ４－６ 伊達 （帝院大） 
但馬ゆき子(同大)   １－６ ０－６   小口（江坂ｸﾞﾘｰﾝ） 
▽２回戦 
吉居永貢子(同大)   ０－６ ０－６   岸（母美木多ﾛｰﾝ） 
堀次 悦子(同大)   ４－６ ２－６   柄多（日本生命） 
行力 邦江(同大)   ０－６ ０－６   小泉 （帝塚山ｸ） 
松井小百合(同大)   ２－６ ２－６   大山   （ﾅﾆﾜ ｸ） 
初田 曜子(同大)   ６－３ ６－０   三好 （帝 大） 
中沢 秀美(同大)   ０－６ ３－６ 緒方(ｳｲﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ九州) 
吉沢 美里(同大)   ０－６ ０－６   柳（武庫川女大） 
池谷 雅子(同大)   １－６ ２－６   中西 (梅花女大） 
▽３回戦 
初田 曜子(同大)   １－６ １－６   広川  （神戸ｸ） 
(女子ダブルス) 

▽１回戦（Ｂ－１０９） 
大塚・池谷(同大) ３－６ １－６  沢(ﾕﾆﾁｶ)･祭原(大阪国際ｸ) 
栗岡・中沢(同大) １－６ １－６    西川･中西（梅花女大） 
行力・吉居(同大)   ０－６ ０－６  浅野･宇野（帝 大） 
初田・松井(同大) ６－３ ３－６ ４－６ 梅井･河内(大阪国際ｸ) 
桑原・堀次(同大) ０－６ ０－６  小原(甲子園ｸ)･池田(大阪ｶﾞｽ) 
吉沢・但馬(同大)   ３－６ 1－６  饗庭･片折（奈良女大） 
 
１９７９（昭和５４）年 

◆社会：共通１次試験実施(1/13)。日商岩井事件(航空機疑惑)。 
    本州四国連絡橋尾道･今治ﾙｰﾄ－大三島橋開通(5/12)。 

★流行語：『男には男の武器がある』 

◇本学ﾃﾆｽ：校祖墓参－全部員(1/  )。 

 

１９７９（昭和５４）年 

＜合 宿＞（３月 ２日～１０日）高知 土佐清水 
                  足摺グリーンハウス 

１９７９（昭和５４）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 ６（複２－１ 単４－２）３ 阪 大② 

 
     ○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 神学大③ 

 
     ○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 神 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 ５（複２－１ 単３－０）１ 関学大 

＜２部①位＞        ３中止 ＜１部④位＞ 

 (ダブルス) 

Ｎo１×橋口・長谷川(裕) ３－６ ２－６ ２－６ 小県・村上 
Ｎo２○河島・植村 6－2 3－6 6－4 6－1 岡崎・浅井 
Ｎo３○玉城・長谷川(吾)  6－3 3－6 6－3 6－3 小川・広田 
 (シングルス) 
Ｎo１－河島 正臣      (中 止)     小県  良 
Ｎo２－玉城 教安      (中 止)     村上 邦夫 
Ｎo３－植村 二郎 ６－１ ２－６ 5-3 (中止) 岡崎   守 
Ｎo４○長谷川吾郎 ６－１ ６－０ ６－１ 浅井 清司 
Ｎo５○藤井 一郎 ６－３ ６－２ ６－２ 小川 雅之 
Ｎo６○橋口 高志 10－8 6－4 4－6 6－4 広田  徹 

 
＜男子１部リーグ（昇格）＞  同志社大学 

 

１９７９（昭和５４）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３部リーグ＞ 

     × 同志社  （複 －  単 － ）  天理大① 

 

     － 同志社  （複 －  単 － ） 

 

     ○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 関学大 

 

＜女子３部リーグ 位＞    同志社大学(女子)  勝 敗 

 

１９７９（昭和５４）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 

 

１９７９（昭和５４）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （  月  日     同大 岩倉） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  青学大 

 

１９７９（昭和５４）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

           （  月  日     同大 岩倉） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  大市大 

 
１９７９（昭和５４）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （  月  日     同大 岩倉） 

     △ 同志社 ３（複１－２ 単２－１）３ 関西大 

 (ダブルス)            ３中止 

Ｎo１×橋口・長谷川(裕)   ２－６ ３－６ 竹田・金 
Ｎo２×中辻・根本 ６－１ ３－６ ２－６ 大道・田辺 
Ｎo３○山野・古水 ６－２ ７－５     西脇・阿手 
 (シングルス) 
Ｎo１－橋口 高志 ０－２ (日没中止)    阿手健治郎 
Ｎo２－中辻 博之 ３－５ (日没中止)    金  啓吉 
Ｎo３－長谷川裕昭 ２－６ 4-3 (日没中止)   中前 圭司 
Ｎo４×樋口 真一 ５－７ ３－６     大道 雅人 
Ｎo５○山野 正嗣 ６－３ ７－５     田辺 健二 
Ｎo６○川勝 幹夫 ６－４ ６－４     西脇  寛 
 
１９７９（昭和５４）年 

【定期戦】第２回  対 関西大学戦     ＜ＯＢの部＞ 

 （１０月１０日    同大 岩倉） 

     ○ 同大ＯＢ４（２５－参加者－１２）１ 関大ＯＢ 

 

１９７９（昭和５４）年 

予選【関西学生春季庭球トーナメント】 

         予選（  月  日～    各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 

４回生 藤井 太郎 

３回生 武永 庄司 

２回生 近藤 浩司 高田  洋 
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１回生 樋口 真一 浅井 俊博 

予選出場組 (男子ダブルス) 

 

予選出場者 (女子シングルス) 

４回生 栗岡  睦 

３回生 行力 邦江 

２回生 桑原 史子 

１回生 中井麻友美 
予選出場組 (女子ダブルス) 

 
１９７９（昭和５４）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

         本戦（ ５月 ４日～１３日 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１０８） 

▽１回戦 
長谷川吾郎   ６－０ ６－２   宮崎     （神学大） 
中辻 博之 ５－７ ６－４ ４－６ 竹田    （関 大） 
戸田  毅   ６－２ ６－３   野崎     （近 大） 
長谷川裕昭 ６－７ ６－４ ６－２ 岩崎     （近 大） 
橋口 高志 ６－４ ４－６ ６－４ 山本     （京工大） 
藤井 一郎 ６－２ ６－７ ６－４ 青田    （関学大） 
▽２回戦 
長谷川吾郎   ６－２ ６－４   広田     （関学大） 
玉城 教安   ６－２ ６－３   酒井     （甲南大） 
河島 正臣      def      四宮     （京工大） 
戸田  毅   ２－６ ０－６   大石    （阪 大） 
長谷川裕昭   ２－６ ５－７   葛谷     （中京大） 
橋口 高志   ０－６ １－６   友末     （広島大） 
植村 二郎 ４－６ ６－４ ６－２ 阪田    （近 大） 
藤井 一郎 ３－６ ６－３ ６－２ 金     （関 大） 
▽３回戦 
長谷川吾郎       def      白石    （甲南大） 
玉城 教安   ７－６ ６－４   端地    （近 大） 
河島 正臣 ２－６ ６－３ ６－４ 岡田    （大体大） 
植村 二郎   ６－１ ６－０   三村    （甲南大） 
藤井 一郎 ６－３ １－６ ４－６ 小県    （関学大） 
▽４回戦 
玉城 教安 ６－４ ０－６ ７－５ 長谷川吾郎 （同 大） 
河島 正臣   ６－２ ６－３   村上    （関学大） 
植村 二郎   ６－３ ６－３   伊井    （阪 大） 
▽準々決勝 
玉城 教安   １－６ ２－６   中西    （甲南大） 
河島 正臣   １－６ ２－６   滑川    （近 大） 
植村 二郎   ４－６ ４－６   江見    （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－５８） 

▽１回戦 
玉城・植村         def     石原・中根 （京 大） 
橋口･長谷川(裕) ６－２ ２－６ ４－６ 田上・宮崎 （神学大） 
▽２回戦 
玉城・植村   ７－６ ６－２   平田・川津 （神学大） 
河島･長谷川(吾) ６－１ ６－２   木岡・川畑 （近 大） 
▽３回戦 
玉城・植村   ６－２ ６－２   殿村・山田 （大市大） 
河島･長谷川(吾) ４－６ ６－１ ６－１ 中前・下村 （関 大） 
▽準々決勝 
玉城・植村   ７－６ ６－４    木下(天理)･津曲(大教) 
河島･長谷川(吾) ６－４ ６－３   坪田・直木 （甲南大） 
▽準決勝 

河島･長谷川(吾) ６－４ ６－４ ６－４ 玉城・植村 （同 大） 
▽決勝 
河島･長谷川(吾) 7－5  1－6  2－6  3－6  江見･中西(甲南大) 
〈準優勝〉 

(女子シングルス)（Ｂ－６６） 

▽２回戦 

初田 曜子 ２－６ ６－３ ６－３ 片岡   （大谷女大） 

松井小百合   １－６ ６－７   桑田   （園田女大） 

▽３回戦 

初田 曜子   ０－６ ３－６   黒川   （園田女大） 

(女子ダブルス)（Ｂ－３１） 

▽１回戦 

初田・松井 ６－７ ６－７ 石井(松蔭女短)･料治(夙川女大) 

 

１９７９（昭和５４）年 

予選【関西学生庭球選手権】（夏） 

     予選（  月  日～ 日間 各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 

４回生  ３回生  ２回生  １回生 

予選出場組 (男子ダブルス) 

 

予選出場者 (女子シングルス) 

４回生  ３回生  ２回生  １回生 

予選出場組 (女子ダブルス) 

 
１９７９（昭和５４）年 
【関西学生庭球選手権】（夏） 

         本戦（ ８月 ６日～１３日 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１０３） 

▽１回戦 
中辻 博之 ６－３ １－６ ６－２ 津曲    （大教大） 
橋口 高志   １－６ ３－６   坪田    （甲南大） 
古水 淳也 ４－６ ６－３ １－６ 亥子    （京工大） 
坂内 和孝   １－６ ２－６   川崎    （阪 大） 
長谷川裕昭 ４－６ ６－２ ６－１ 大日向   （京産大） 
樋口 真一 ２－６ ７－５ ５－７ 竹田    （関 大） 
▽２回戦 
中辻 博之   ６－７ ５－７   桃井    （追手門） 
植村 二郎   ６－１ ６－２   山田    （大市大） 
藤井 一郎   ６－２ ６－２   阪田    （近 大） 
玉城 教安   ７－５ ７－６   阪谷    （近 大） 
河島 正臣   ６－１ ６－１   木村    （大教大） 
長谷川裕昭   ２－６ ４－６   川津    （神学大） 
長谷川吾郎   ６－１ ６－１   中根    （京 大） 
▽３回戦 
植村 二郎   ７－６ ６－２   藤井 一郎 （同 大） 
玉城 教安   ６－４ ６－４   阿手    （関 大） 
河島 正臣 ６－３ ２－６ ２－６ 坪田    （甲南大） 
長谷川吾郎   ４－６ ５－７   岡田    （大体大） 
▽４回戦 
植村 二郎   ６－０ ６－２   玉城 教安 （同 大） 
▽準々決勝 
植村 二郎   ０－６ ２－６   中西    （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－５０） 

▽１回戦 
橋口・長谷川(裕) ６－３ ６－７ ６－２ 木岡・川畑（近 大） 
中辻・根本  ４－６ ６－３ ６－３ 安田(大市)･西口(和大） 
▽２回戦 
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河島・長谷川(吾) ６－２ ６－２    小林・浅井（関学大） 
橋口・長谷川(裕) ４－６ ６－４ ６－３ 田上・宮崎（神学大） 
玉城・植村 ２－６ ６－２ ４－６ 久保田･長野（京 大） 
中辻・根本   ３－６ ３－６   木下(天理)･津曲(大教） 
▽３回戦 
河島・長谷川(吾) ６－２ ７－５   橋口･長谷川(裕)（同大） 
▽準々決勝 
河島・長谷川(吾) ７－５ ６－３   直木・石原 （甲南大） 
▽準決勝 
河島・長谷川(吾) ７－６ ６－３ ６－２ 阪田・田渕 （近 大） 
▽決勝 
河島・長谷川(吾) ２－６ ３－６ ４－６ 中西・藤原（甲南大） 
〈準優勝〉 

(女子シングルス)（Ｂ－５６） 

▽１回戦 

松井小百合   ０－６ ２－６   川端   （園田女大） 

初田 曜子   ６－０ ６－０   大石    （成 蹊） 

▽２回戦 

初田 曜子   ３－６ ３－６   磯野   （園田女大） 

(女子ダブルス)（Ｂ－２９） 

▽１回戦 

初田・松井   ４－６ ３－６   中野･小林（甲南女大） 

 

１９７９（昭和５４）年 

【関西学生室内庭球選手権】第１４回 

     （１１月２７・２８・２９日 神戸市立中央体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－1９） 

▽１回戦  玉城 教安 － 
▽２回戦  植村 二郎 － 塚本（大教大） 
▽３回戦  植村 二郎 ７－６ ３－６ ６－４ 
▽準決勝 
植村 二郎   ４－６ ２－６   中西    （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１０） 

▽２回戦 
河島・長谷川(吾)  ６－４ ７－６  小県・村上 （関学大） 
▽準決勝 
河島・長谷川(吾) ５－７ ６－３ ６－４ 滑川・横山（近 大） 
▽決 勝 
河島・長谷川(吾)  ６－７ ３－６   三村・坪田（甲南大） 
〈準優勝〉 

 
１９７９（昭和５４）年 

予選【関西学生新人庭球トーナメント】 

           （  月  日～ 日間 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－   ） 

 

１９７９（昭和５４）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

           （  月  日～ 日間 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
樋口 真一 ３－６ ７－５ ６－２ 川畑    （近 大） 
山野 正嗣 ６－７ ６－１ ６－１ 南野    （阪外大） 
根本 恭宏   ６－７ ６－７   大西    （神 大） 
川勝 幹夫   ６－１ ６－１   田渕    （近 大） 
中辻 博之   ４－６ ６－７   平尾    （神学大） 
橋口 高志 ７－５ １－６ ６－１ 福田    （神学大） 
▽２回戦（Ｂ－３２） 

樋口 真一   ６－７ １－６   新川    （阪外大） 
山野 正嗣   ０－６ ０－６   大阪    （近 大） 
川勝 幹夫 ６－３ ２－６ ０－６ 上辻    （神 大） 
橋口 高志   ６－４ ７－５   久保田   （京 大） 
▽３回戦（Ｂ－１６） 
橋口 高志   ２－６ ４－６   菊池    （京 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 

山野・古水   ６－７ ２－６   出谷・川脇 （神 大） 

川勝・樋口       def      山本・仲谷 （京工大） 

中辻・根本 ６－３ ２－６ ３－６ 上野山･丸山（京産大） 

永田・浅井   ２－６ ３－６   田中・大宮 （大経大） 

▽２回戦 

川勝・樋口 ５－７ ６－２ ４－６ 上野山･丸山（京産大） 

(女子シングルス)（Ｂ－４０） 

▽１回戦 

伊藤めぐむ ４－６ ６－２ ５－７ 小柳    （京教大） 

▽２回戦（Ｂ－３２） 

松井小百合 ３－６ ６－４ ６－１ 小林    （大教大） 

初田 曜子       def      鈴木    （大教大） 

▽３回戦（Ｂ－１６） 

松井小百合   ０－６ ０－６   田中    （大体大） 

(女子ダブルス) 

▽２回戦（Ｂ－１６） 

初田・松井       def      糸川・富田（園田女大） 

 

１９７９（昭和５４）年 

【京都学生庭球トーナメント】 

（１１月２５日～１２月 ７日 京都 各大学） 
(男子シングルス) 

▽1回戦 

角南 正記 － 松浦（京産大） 武藤 正己 － 江川(京大医) 
乾  孝行 － 松岡(正)(立命)  安原 忠利 －松岡(良)(龍大) 
山元 克治 － 社原（京 大）  森賀  武 － 野村  (龍大) 
▽２回戦 
近藤 修平  近藤 浩司   石橋 幸司  阪口 純弘 
古水 淳也  高田  洋   橋口 高志  根本 恭宏 
藤井 太郎  川勝 幹夫   永田 和成  浅井 俊博 
山野 正嗣  武永 庄司   奥野 晃弘  長谷川裕昭 
戸田  毅  福井 英之   坂内 和孝  中辻 博之 
樋口 真一  春田 輝二   三木  忠 
▽３回戦 
▽４回戦 
▽５回戦 
植村 二郎  藤井 一郎   長谷川吾郎  河島 正臣 
玉城 教安 
(男子ダブルス) 

▽１回戦 

福井･乾 －高野･矢倉(立命)   山元･安原－宮下･瀧野(京大) 

武藤･森賀－斉藤･大西(京教)   春田･三木－梅田･桂 (京園) 

阪口･角南－中條･河越(京外) 

▽２回戦 

山野･古水  中辻･根本  奥野･武永  近藤･石橋 

永田･浅井   戸田(同大)･佐藤(立命)   川勝･樋口 

藤井･坂内  近藤･高田 

▽３回戦  ▽４回戦 

▽５回戦  河島･植村  玉城･藤井 

(女子シングルス) 

▽１回戦 
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中満ひとみ － 小西（家政女） 桑原 史子 － 吉田（京女大） 

池谷 雅子 － 恒川（京府大） 行力 邦江 － 山本（家政女） 

仲村 睦美 － 堀井（京女大） 山本  彩 － 庄野（ダム女） 

吉居永貢子 － 岡 （京女大） 但馬ゆき子 － 渡辺（橘女大） 

押谷千鶴子 － 高橋（ダム女） 吉沢 美理 － 成瀬（京女大） 

中井麻友美 － 古賀（京女大） 堀次 悦子 － 進士（京女大） 

▽２回戦 

大塚 雅子  伊藤めぐむ   松井小百合  藤本 訓子 

渡辺 彰子 

(女子ダブルス) 

▽１回戦 

山本･藤本   桑原･堀次    吉沢･中満   大塚･行力 

▽２回戦 

初田･松井   池谷･仲村    吉居･但馬   伊藤･渡辺 

中井･押谷 

 

１９７９（昭和５４）年 

【全日本学生庭球選手権】第４７回 

         予選（ ７月 ２日～８日 香枦園TC） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－８０） 

▽１Ｒ 
長谷川裕昭 ６－４ ４－６ ６－７ 石島 （愛院大歯学部） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－４０） 

▽１Ｒ 
橋口・長谷川(裕) ６－２ ６－４    米村・桜井 （金沢大） 
▽FIN 
橋口・長谷川(裕) ６－３ ２－６ ６－４ 鈴木・石井 （明治大） 
         本戦（ ７月 ２日～８日 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦 
植村 二郎 ６－４ １－６ ３－６ 石川    （立教大） 
長谷川吾郎 ６－３ １－６ ６－１ 高橋    （法政大） 
藤井 一郎   ３－６ ０－６   高木    （筑波大） 
玉城 教安 ４－６ ６－０ １－６ 宮崎    （中央大） 
河島 正臣   ６－１ ６－２   藤原    （法政大） 
▽２回戦 
長谷川吾郎   ６－３ ６－２   近岡    （早 大） 
河島 正臣   ６－０ ６－２   今村    （宮崎大） 
▽３回戦 
長谷川吾郎   ６－４ ６－０   村上    （日本大） 
河島 正臣   ４－６ １－６   川島    （慶応大） 
▽４回戦 
長谷川吾郎   ６－７ １－６   小柳    （早 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
玉城・植村    ６－３ ２－６ ６－０ 岩田・坂尾 （愛媛大） 
河島･長谷川(吾) ４－６ ２－６     河野・西川 （名 大） 
橋口･長谷川(裕) ４－６ ６－４ １－６ 大石・伊井 （阪 大） 
▽２回戦 
玉城・植村   ７－６ ２－６ ６－７ 安藤・橘 （日本大） 
 
１９７９（昭和５４）年 

【全日本学生室内庭球選手権】第１６回 

           （１１月３０日～３日間 東京体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦 
長谷川吾郎   １－６ ３－６   立野    （早 大） 
 
１９７９（昭和５４）年 

【京都庭球春季トーナメント】 

          （ ４月１４日～２４日 西院・小畑川） 
一般Ａ級 (男子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦  柴垣行男(OB日本新薬)－布垣(西の丘ﾛｰﾝ) 
(男子シングルス)（Ｂ－２５６） 

▽２回戦  谷口宇平(OB同支社ｶﾞｯﾂ)－ 
(男子ダブルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦  柴垣(OB)･今井(日本新薬)－ 

壮年 (男子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽準決勝  大木(OB)･井上(OB京都ｸ)－ 

▽決 勝  堀内(OB京都ｸ)･赤尾(西の丘)〈優 勝〉 

 
１９７９（昭和５４）年 

【毎日庭球選手権】第５４回（春） 

           （ ５月１４日～13日間 香枦園TC） 
 (男子シングルス) 

▽３回戦 
山野 正嗣(同大) ６－３ ６－７ ４－６ 青田  （関学大） 
長谷川吾郎(同大)   ６－２ ６－２   改発 （関学大） 
▽４回戦 
植村 二郎(同大)   ６－１ ６－３   松原 （関学大） 
▽５回戦 
藤井 一郎(同大)  ４－６ ６－３ ６－４ 青田 （関学大） 
柴垣 行男(OB日本新薬)   ６－１  ６－０  小県 （関学大） 
▽６回戦（Ｂ－３２） 
藤井 一郎(同大) －            柴垣 行男(OB日本新薬) －  
 

１９７９（昭和５４）年 

【関西庭球選手権】第５５回 

          （ ８月２０日～１２日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－４１７） 

▽１回戦 
三木  忠(同大) ５－７ ７－５ ６－３ 佐野(八尾ﾃﾆｽｸ) 
浅井俊博(同大) def宮本(兵医大) 乾 孝行(同大)def松原(関学) 
▽２回戦 
長谷川裕昭(同大)       def        山下 (阪急仁川ｸ) 
永田 和成(同大) ６－７ ７－５ ６－１  有安  （関 大） 
高田  洋(同大)   ０－６ １－６    森   （関学大） 
樋口 真一(同大)       def       大内(住之江ﾃﾆｽｸ) 
玉城 教安(同大)       def       灰岡(住之江ﾃﾆｽｸ) 
近藤 浩司(同大)   １－６ ０－６   境    （東山高） 
武藤 正己(同大)   ０－６ ０－６   安本  （大体大） 
山野 正嗣(同大)   ６－１ ６－０   芝本 （香枦園ｸ） 
三木  忠(同大)   ２－６ １－６   中川 （甲南大） 
橋口 高志(同大)   ４－６ ４－６   塩川 （京府大） 
角南 正記(同大)   ０－６ ３－６   沓    （神学大） 
坂内 和孝(同大) ４－６ ７－５ ０－６ 荘司（兵庫医大） 
春田 輝二(同大)   ６－１ ６－０   乾  （大市大） 
藤井 一郎(同大)   ６－３ ６－０      松田(江坂ｸﾞﾘｰﾝｸ) 
武永 庄司(同大)   ６－２ ７－５   阪越（八尾ﾃﾆｽｸ） 
根本 恭宏(同大)   ６－３ ６－１   飯島（兵庫医大） 
安原 忠利(同大)   ４－６ ２－６   伊藤 （京外大） 
山元 克治(同大)   ４－６ ３－６   峯田 （関 大） 
石橋 幸司(同大)   １－６ ２－６   改発 （関学大） 
戸田  毅(同大)   ６－１ ６－３   米田（朝日新聞） 
古水 淳也(同大)   ３－６ ０－６  高田(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ TC) 
川勝 幹夫(同大)   ６－２ ６－０   島田 （関学大） 
藤井 太朗(同大) ７－６ ５－７ ２－６ 高橋 （中央大） 
阪口 純弘(同大)   ６－２ ６－３    辻    （神商大） 
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中辻 博之(同大)   ６－４ ６－０    石塚  （関学大） 
▽３回戦 
永田 和成(同大) ６－４ ０－６ ３－６ 原村 （神学大） 
柴垣 行男(OB日本新薬)   def       博多(全日空ﾃﾆｽｸ) 
樋口 真一(同大)   ２－６ ３－６   中谷 （関学大） 
玉城 教安(同大)   １－６ ６－７     殿村 （大市大） 
山野 正嗣(同大)   １－６ ３－６   三村 （甲南大） 
橋口 高志(同大)   ６－４ ６－１   沢野  （神学大） 
長谷川吾郎(同大)   ６－２ ６－１   小林 （造幣ｸﾗﾌﾞ） 
春田 輝二(同大)   １－６ ０－６   東原(ｴﾒﾗﾙﾄﾞLTC) 
藤井 一郎(同大)   ６－２ ６－２   林原 （関学大） 
武永 庄司(同大)   ０－６ １－６   堀内(日本ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ) 
植村 二郎(同大)   ６－３ ６－４   藤井 （関学大） 
根本 恭宏(同大)   ５－７ ４－６   岡崎 （関学大） 
戸田  毅(同大)   ２－６ ３－６   桑田 （香枦園ｸ） 
河島 正臣(同大)   ６－０ ６－１   石原 （香枦園ｸ） 
川勝 幹夫(同大)   ６－３ ６－１   是枝 （甲南大） 
中辻 博之(同大)   ６－３ ７－６    南    （報徳高） 
▽４回戦 
柴垣 行男(OB日本新薬) ６－１ ６－０    中谷  （関学大） 
橋口 高志(同大)   ４－６ ２－６   山内  （ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ） 
長谷川吾郎(同大)   ６－０ ６－１   山崎 （関学大） 
藤井 一郎(同大)   ７－６ ６－１   石原 （甲南大） 
植村 二郎(同大)   ６－２ ６－４   民野 （慶応大） 
河島 正臣(同大)   ６－７ ０－６   福島 （関学高） 
川勝 幹夫(同大) ６－３ ２－６ ６－０ 原  （大阪ｶﾞｽ） 
中辻 博之(同大) ５－７ ６－３ ４－６  野崎  （近 大） 
▽５回戦 
柴垣 行男(OB日本新薬) ６－４ ６－０  岡田 （大体大） 
長谷川吾郎(同大)   ６－３ ６－２   山内 （ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ） 
藤井 一郎(同大)   ５－７ ２－６   下村 （関 大） 
植村 二郎(同大) ２－６ ６－４ ６－７ 松本 （ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ） 
川勝 幹夫(同大)   １－６ ２－６   松永  （ｺﾞｰｾﾝ） 
▽６回戦 
柴垣 行男(OB日本新薬) ４－６ ６－２ ５－７ 横山（近 大） 
長谷川吾郎(同大)   ０－６ ４－６    友金（日本生命） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１７７） 

▽１回戦 
橋口・長谷川(同大)   ６－２ ６－１  阿部･橋本（宇治ﾛｰﾝ） 
藤井・藤井(同大)   ６－１ ６－２  南方(京大)･平尾(近大) 
阪口・角南(同大)   ６－４ ６－１   小林･角津（仏教大） 
高田・近藤(同大)          def          木谷･田淵（伊藤萬） 
石橋・武藤(同大) ６－４ ３－６ ４－６ 松重･毛利（仁川ｸ） 
山元・安原(同大)   ３－６ ４－６   峯田･瀬下（関 大） 
川勝・樋口(同大)   ６－１ ６－０   小林･横山（関 大） 
武永・春田(同大)   ３－６ １－６   桑田･広部(香枦園ｸ) 
浅井・永田(同大)   １－６ ３－６   荒木･長慶（神商大） 
中辻・根本(同大)   ６－０ ６－１  森島(京大)･若林(神商) 
近藤・三木(同大)    ０－６ ０－６   小柴･浮城（住友化学） 
山野・古水(同大)   ６－３ ６－１   吉和･石井（関 大） 
▽２回戦 
橋口・長谷川(同大)  ６－０ ６－２  名倉･小寺（神商大） 
藤井・藤井(同大) ６－１ ４－６ ４－６ 竹本･中谷（関学大） 
阪口・角南(同大)   １－６ ０－６   小県･村上（関学大） 
高田・近藤(同大)      ６－１ ６－４    大樫･下川（関学大） 
川勝・樋口(同大)   ０－６ ４－６  小倉･西島（ﾗｹｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ） 
中辻・根本(同大)   ２－６ ２－６  阪田･田淵（近 大） 
山野・古水(同大)   ６－２ ６－３  原村･福田（神学大） 

▽３回戦 
橋口・長谷川(同大) ３－６ ６－３ １－６ 竹田･金（関 大） 
河島・長谷川(吾) (同大)４－６６－３６－３ 土持･堀内(ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ) 
高田・近藤(同大)   １－６ ０－６  小県･村上（関学大） 
玉城・植村(同大)   ６－４ ６－２  植田･大日向(京産大) 
▽４回戦 
河島・長谷川(吾) (同大)3－6 7－6 4－6 吉田(伊藤萬)･藤原(甲南) 
玉城・植村(同大) ７－６ ４－６ ４－６ 中前･下村（関 大） 
(女子シングルス) 

▽１回戦（Ｂ－１９８） 
但馬ゆき子(同大)   ０－６ ２－６    西川  （NACL） 
吉沢 美里(同大)         def        島  （甲子園ｸ） 
吉居永貢子(同大)   ６－２ ６－３   梶井 （関 大） 
中満ひとみ(同大)   ６－２ ６－１   岡本（兵庫医大） 
渡辺 彰子(同大)   ２－６ ２－６   棚村 （関 大） 
中井麻友美(同大)   ０－６ ０－６   料治（夙川短大） 
大塚 雅子(同大)   ６－０ ６－３   津村 （帝 大） 
伊藤めぐむ(同大)   ６－０ ６－１   今市 （帝院大） 
押谷千鶴子(同大)   ０－６ ０－６   井藤 （帝院大） 
松井小百合(同大)   ６－０ ６－２   長峯  （甲子園ｸ） 
堀次 悦子(同大)   ０－６ ０－６   湊  （武田薬品） 
山本  彩(同大)   ０－６ ０－６   今井  （帝塚山ｸ） 
藤本 訓子(同大)       def       葉山  （甲子園ｸ） 
池谷 雅子(同大)   ６－２ ６－１   岡田 （帝院大） 
仲村 睦美(同大)   ０－６ ３－６   川井 （帝塚山ｸ） 
桑原 史子(同大)   ３－６ ２－６   太田 （五月山ｸ） 
行力 邦江(同大)       def       西島（阪急仁川ｸ） 
▽２回戦 
吉沢 美里(同大)   ０－６ ２－６    田村(武庫川女大) 
吉居永貢子(同大)   ０－６ ２－６   大崎 （京女大） 
中満ひとみ(同大)   ０－６ ０－６   乾  （帝院大） 
大塚 雅子(同大)   ０－６ １－６   野俣 （大体大） 
伊藤めぐむ(同大)   ０－６ １－６   橋本（夙川短大） 
押谷千鶴子(同大)   ２－６ ２－６   大石（成蹊女短） 
松井小百合(同大)   ６－０ ６－２   渡辺   （関学大） 
池谷 雅子(同大)   ０－６ ０－６   広安  （神外大） 
▽３回戦 
松井小百合(同大)   １－６ ０－６   広川    （神戸ｸ） 
(女子ダブルス)（Ｂ－１０８） 

▽１回戦 
吉居・但馬(同大) ２－６ ０－６ 田中(帝塚山ｸ)･今井(甲子園ｸ) 
桑原・堀次(同大)   ２－６ ４－６  合田(京都ｸ)･森本(京産) 
山本・藤本(同大)   ０－６ ０－６  大浦･森川（帝 大） 
池谷・伊藤(同大)   ６－２ ６－０  秋山･大路（帝院大） 
松井(同大)･竹内(四宮ｸ) ６－０ ６－０  内田･藤野（京産大） 
仲村・渡辺(同大) ６－０ ６－２ 新野･新野（広野田園ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 
中井・押谷(同大) ０－６ １－６   泉(MBS)･松本(南吹田TS) 
吉沢・中満(同大) ０－６ ０－６  島村･吉岡（武庫川女大） 
▽２回戦 
池谷・伊藤(同大)   １－６ ２－６   今井･羽瀬（宝塚ｸ） 
松井(同大)･竹内(四宮ｸ) 7－6  6－3 綾仁(市岡(LTC)･藤野((NACL) 
仲村・渡辺(同大) １－６ １－６ 浅田(関学OB)･阿部(関学大) 
▽３回戦 
松井(同大)･竹内(四宮ク) ２－６ １－６ 堀池･阿部(市岡ﾛｰﾝｸ) 
(混合ダブルス)（Ｂ－１３） 

▽準々決勝 
柴垣(OB日本新薬)･花野(神鋼) 6-4 6-4山崎(法友会)･高木(芦屋) 
▽準決勝 
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柴垣(OB日本新薬)･花野(神鋼)  ６－７ １－６ 山地･小畠(大丸) 
 
 


