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１９８０（昭和５５）年 

◆社会：ＫＤＤ事件。自衛隊スパイ事件。 

    気象庁－東京降水確率予報開始 (15時～21時)(6/1)。 

        韓国－光州事件(5/27)。ｲﾗﾝ・ｲﾗｸ戦争(9/9)。 
【京都で 初の地下街・ポルタ開業(11/)】 

★流行語：『いまのキミはピカピカに光って』 

◇SPT：第13回 冬季五輪 ﾚｲｸﾌﾟﾗｼｯﾄﾞ大会(2/13～2/24)。 

    第22回 ﾓｽｸﾜ五輪(7/19～8/3)。 

 

１９８０（昭和５５）年 

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

１９８０（昭和５５）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （ ３月２９日～    ） 
＜男子１部リーグ＞ 

× 同志社 ０（複０－３ 単０－６）９ 甲南大① 

 
× 同志社 １（複０－３ 単１－５）８ 近 大② 

 
× 同志社 ３（複１－２ 単２－４）６ 関 大③ 

 (ダブルス) 

Ｎo１×長谷川(裕)・根本 ３－６ ４－６ ３－６ 金 ・阿手 
Ｎo２×橋口・中辻 3－6 2－6 7－5 2－6 大道・竹田 
Ｎo３○山野・古水 ６－１ ６－０ ６－１ 田辺・有安 
 (シングルス) 
Ｎo１×橋口 高志 0－6 6－2 6－8 5－7 阿手健治郎 
Ｎo２×中辻 博之 １－６ ３－６ ２－６ 金  啓吉 
Ｎo３×長谷川裕昭 １－６ ０－６ ４－６ 竹田 永守 
Ｎo４×古水 淳也 1－6 3－6 6－4 4－6 大道 雅人 
Ｎo５○山野 正嗣 ６－１ ６－１ ６－３ 田辺 健二 
Ｎo６○川勝 幹夫 8－6 6－2 4－6 6－1 藤解 一也 
 
＜男子１部リーグ④位＞    同志社大学 ０勝３敗 

 
【入替戦】 

× 同志社 １（複１－２ 単０－４）６ 阪 大 

＜１部④位＞        ２引分 ＜２部①位＞ 

 
＜男子２部リーグ（降格）＞  同志社大学 

 

１９８０（昭和５５）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 ３（複１－１ 単２－１）２ 梅花女大 

 

     ○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 帝院大 

 
     ○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 帝女大 

 

＜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 ０（複０－２ 単０－１）３ 成蹊女短 

＜３部①位＞        ２引分  ＜２部④位＞ 

 
＜女子３部リーグ（残留）＞  同志社大学(女子) 

 

１９８０（昭和５５）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （  月  日・  日 立教大） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  立教大 

 

１９８０（昭和５５）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 

 

１９８０（昭和５５）年 

【対抗戦】     対 神戸学院大学戦 

           （１０月１０日     ） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  神学大 

（ダブルス） 

Ｎo１                   原村・平尾 
Ｎo２                   堤 ・福田 
Ｎo３                   沓脱・三根 
（シングルス） 
Ｎo１                   福田  紀 
Ｎo２                   原村 良作 
Ｎo３                   平尾 晃章 
Ｎo４                   堤  隆司 
Ｎo５                   沓脱 浩三 
Ｎo６                   三根 典幸 
 
１９８０（昭和５５）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

（１１月３０日     関大） 

     × 同志社 ３（複２－１ 単１－５）６ 関西大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○根本・古水 ６－３ ６－１     有安・藤解 
Ｎo２×浅井・永田 ３－６ ７－５ ２－６ 田辺・西脇 
Ｎo３○樋口・山野 ６－３ ６－２     山田・横山 
 (シングルス) 
Ｎo１×根本 恭宏 １－６ ３－６     藤解 一也 
Ｎo２×樋口 真一 ５－７ ６－７     田辺 健二 
Ｎo３○山野 正嗣 ６－４ ６－１     山田 泰史 
Ｎo４×古水 淳也 ７－５ ５－７ ３－６ 西脇  寛 
Ｎo５×浅井 俊博 ２－６ ６－８     有安 宣文 
Ｎo６×永田 和成 ６－３ ２－６ １－６ 西田 孝秀 
 
１９８０（昭和５５）年 

【定期戦】     対 関西大学戦     ＜女子の部＞ 

           （１１月３０日     関大） 

     ○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 関西大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×中井・伊藤 ８－10 ３－６     後藤・布施 
Ｎo２○藤井・仲村 ７－５ ６－１     太田・土肥 
 (シングルス) 
Ｎo１○伊藤めぐむ ６－２ ６－１     後藤 
Ｎo２×中井麻友美 ０－６ １－６     布施 
Ｎo３○仲村 睦美 ７－５ ６－４     太田 
 

１９８０（昭和５５）年 

【定期戦】第３回  対 関西大学戦     ＜ＯＢの部＞ 

（１０月 ５日     関大） 

     × 同大ＯＢ１（１７－参加者－３０）５ 関大ＯＢ 
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１９８０（昭和５５）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 武永 庄司 

３回生 高田  洋 

２回生 樋口 真一 浅井 俊博 

１回生 仁科 裕之 兼益 久佳 

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 池谷 雅子 

３回生 桑原 史子 

２回生 伊藤めぐむ 

１回生 藤井一二美 玉城 玲子 

予選出場組 (女子ダブルス) 

 
１９８０（昭和５５）年 
【関西学生春季庭球トーナメント】 

         本戦（ ５月 ７日～１６日 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１２） 

▽１回戦 
橋口 高志 ６－３ ４－６ ５－７ 黒田    （阪外大） 
川勝 幹夫 ６－１ ２－６ ３－６ 西川    （名 大） 
山野 正嗣   ２－６ ０－６   石原    （甲南大） 
樋口 真一   １－６ ０－６   南     （阪 大） 
中辻 博之 ６－３ ６－７ １－６ 是枝    （甲南大） 
長谷川裕昭   ６－３ ６－３   田辺    （関 大） 
▽２回戦 
長谷川吾郎 ６－７ ６－２ ４－６ 山本    （京工大） 
長谷川裕昭   ２－６ １－６   端地    （近 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６０） 

▽１回戦 
中辻・根本   ３－６ １－６   田渕・川端 （近 大） 
山野・古水   ２－６ ３－６   川村・八木 （近 大） 
橋口・長谷川(裕) ７－６ ６－１   小若・蔭山 （阪 大） 
永田・浅井   ３－６ ０－６   林 ・丸山 （京産大） 
川勝・樋口 ２－６ ７－５ １－６ 越智・塚本 （大教大） 
長谷川(吾)･西川(名大) ７－５  ６－２  中根・石原 （京 大） 
▽２回戦 
橋口・長谷川(裕) ７－６ ７－５   十時・前田 （福岡大） 
長谷川(吾)･西川(名大) 4－6  6－2  6－3 藤木・南   (近 大） 
▽３回戦 
橋口・長谷川(裕) ６－２ ６－７ ４－６ 島内・端地（近 大） 
長谷川(吾)･西川(名大) 3－6  6－4  6－3 直木･石原  (甲南大） 
▽準々決勝 
長谷川(吾)･西川(名大) ３－６ ３－６ 滑川・横山 （近 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－８０） 

▽１回戦 

伊藤めぐむ      def      中山    （大体大） 

松井小百合   ６－３ ６－３   吉岡    （芦 大） 

初田 曜子   ４－６ ６－７   小林    （大教大） 

▽２回戦 

伊藤めぐむ   ０－６ ２－６   桑田   （園田女大） 

松井小百合 ６－４ ０－６ ２－６ 小林    （甲南大） 

(女子ダブルス)（Ｂ－４０） 

▽１回戦 

初田・松井   ６－４ ６－３  北崎・福田(武庫川女大) 

▽２回戦 

初田・松井 ６－２ ４－６ ４－６ 林田・清水(甲南女大) 

 

１９８０（昭和５５）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) 

 
１９８０（昭和５５）年 
【関西学生庭球選手権】（夏） 

         本戦（ ８月 １日～１０日 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１１２） 

▽１回戦 
橋本 高志   １－６ ２－６   田渕    （近 大） 
中辻 博之 ６－１ ３－６ ６－２ 高谷    （立命大） 
根本 恭宏 １－６ ６－３ ６－１ 中村    （京産大） 
古水 淳也   ２－６ ４－６   林     （京産大） 
樋口 真一 ６－４ ５－７ ６－２ 阪田    （近 大） 
山野 正嗣   ５－７ ４－６   井上    （近 大） 
川勝 幹夫   ２－６ １－６   森     （関学大） 
長谷川吾郎 ４－６ ６－２ ３－６ 古田    （関学大） 
浅井 俊博 １－６ ６－３ ４－６ 武田    （龍谷大） 
▽２回戦 
中辻 博之   ３－６ ２－６   八木    （近 大） 
根本 恭宏   ６－２ ６－４   塚本    （大教大） 
樋口 真一   ３－６ ２－６   黒田    （阪外大） 
▽３回戦 
根本 恭宏   ２－６ ４－６   金     （関 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６０） 

▽１回戦 
永田・浅井   ３－６ １－６   田淵・川端 （近 大） 
橋口・長谷川(裕) ６－７ ４－６    出谷・栗原 （神 大） 
山野・古水   ０－６ ５－７   阪谷・新田 （近 大） 
樋口・川勝   ６－１ ６－４   田中・大音 （大教大） 
▽２回戦 
樋口・川勝   ０－６ ３－６   金 ・竹田 （関 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－６８） 

▽２回戦 

伊藤めぐむ   ３－６ ２－６   渡辺  （武庫川女大） 

 

１９８０（昭和５５）年 

【関西学生室内庭球選手権】第１５回 

          （１２月１９日～２２日 神戸市体育館） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－２５） 

▽１Ｒ 
根本 恭宏   ３－６ ２－６   端地    （近 大） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－１０） 

▽１Ｒ 
橋口・長谷川(裕) ６－７ ０－６   出谷・栗原 （神 大） 
 
１９８０（昭和５５）年 
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【関西学生新人庭球トーナメント】 

           （１０月２２日～１１月５日 阪大） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
樋口 真一   ６－１ ６－４   吉田    （大教大） 
川勝 幹夫   ６－０ ６－１   安部    （龍谷大） 
山野 正嗣 ４－６ ６－４ ６－２ 堤     （神学大） 
浅井 俊博   １－６ ３－６   福田    （進学大） 
古永 淳也 ７－６ ４－６ ６－３ 原野    （大院大） 
永田 和哉   ２－６ ４－６   中村    （京産大） 
▽２回戦 
樋口 真一   ２－６ ２－６   藤井    （関学大） 
川勝 幹夫   ６－２ ６－３   森     （関学大） 
山野 正嗣 ２－６ ６－１ ２－６ 瀧本    （近 大） 
古永 淳也   ６－４ ６－３   中村    （京産大） 
▽３回戦 
川勝 幹夫   ６－３ ６－２   畑山    （大体大） 
古永 淳也   １－６ １－６   木岡    （近 大） 
▽準々決勝 
川勝 幹夫   ４－６ ３－６   平尾    （神学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
山野・古水   ６－３ ６－２   堤 ・福田 （神学大） 
川勝・樋口   ７－５ ６－１   田辺・西脇 （関 大） 
浅井・永田 ６－４ ３－６ ６－２ 井上・辻山 （関学大） 
▽２回戦 
山野・古水 ６－１ ６－７ ６－７ 植田・大日向 (京産大) 
川勝・樋口             阪谷・新田 （近 大） 
浅井・永田   ０－６ ３－６   藤木・南  （近 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－４０） 

▽２回戦 
伊藤めぐむ   ３－６ ５－７   村田    （大体大） 
 
１９８０（昭和５５）年 

【京都学生庭球トーナメント】 

（  月  日～  月  日 京都 各大学） 
(男子シングルス) 

▽準決勝  川勝 幹夫 －            樋口 真一 － 
▽決 勝  川勝 幹夫〈準優勝〉－ 

(男子ダブルス) 

▽準決勝 

橋口・長谷川(裕)－ 

山野・古水             川勝・樋口 （同 大） 

▽決 勝 

橋口・長谷川(裕)          山野・古水 （同 大） 

〈優  勝〉              〈準優勝〉 

 

１９８０（昭和５５年） 

【全日本学生庭球選手権】第４８回 

        （ ７月１４日～２０日 トピレックプラザ） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－８４） 

▽１Ｒ 
中辻 博之   ６－７ ３－６   門司    （青学大） 
川勝 幹夫   ６－０ ６－２   神谷    （信州大） 
▽FIN 
川勝 幹夫 ６－４ ４－６ １－６ 相原    （明治大） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－４０） 

▽１Ｒ 
樋口・川勝   ６－２ ６－４   奥田・谷本 (松山商大) 

▽FIN 
樋口・川勝 ２－６ ６－３ ２－６ 井本・三浦 （福岡大） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦 
長谷川吾郎   ２－６ １－６   高橋    （中央大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
長谷川(吾)･西川(名大) ６－２ ６－０   藤野・西尾 (北海道大) 
樋口・長谷川(英)      ４－６ ３－６  水主・右近（日本大） 
▽２回戦 
長谷川(吾)･西川(名大) 4－6  6－3  6－2 太田･大岡（慶応大） 
▽３回戦 
長谷川(吾)･西川(名大) ３－６ ４－６  水主・右近（日本大） 
 
１９８０（昭和５５）年 

【全日本庭球選手権】第５５回 

         （ ９月２９日～１０月５日  朝日生命 久我山） 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
堤(OB ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌ )゙･長谷川(吾) (同大)  2-6  1-6 水主･右近(日大) 
(混合ダブルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦 
柴垣(OB日本新薬)･花野(神戸製鋼)   2-6  3-6 内田･柄多(日生) 
 
１９８０（昭和５５）年 

【京都クラシックマスターズ室内庭球選手権】第１回 

         （ １月１１日～１５日 京都市立体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－２４） 

▽１回戦 
玉城 教安(同大)  ０－６ ３－６    田村伸也 
(男子ダブルス)（Ｂ－１２） 

▽１回戦 
玉城(同大)･石田雅千 ３－６ １－６    西脇壮彦･山本隆生 
 

１９８０（昭和５５）年 

【京都庭球春季トーナメント】 

         （ ４月１２日～５月５日 西院・小畑川） 
(男子シングルス)（Ｂ－１９０） 

▽１回戦  谷口宇平(OB同志社ｶﾞｯﾂ)－竹下(大日本ｽｸﾘｰﾝ) 
▽２回戦  中田泰男(OB同大ｸ)－ 
(男子ダブルス)（Ｂ－１０５） 

▽１回戦  恒藤(同大ｸ)･山下(同志社ｶﾞｯﾂ)－坂本･田中(KM ｸ) 
(女子シングルス)（Ｂ－２９） 

▽１回戦  片野裕子(OB ﾑｰﾝｸﾗﾌﾞ)－照喜名(産大同好会) 
(女子ダブルス)（Ｂ－２４） 

▽２回戦  片野(OB ﾑｰﾝｸﾗﾌ )゙･吉田(ﾑｰﾝｸﾗﾌﾞ)－ 
壮年 (男子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽1回戦  堀内(OB)･山崎(京都ｸ)－  大木(OB)･井上(京都ｸ)－ 

 
１９８０（昭和５５）年 

【京都府庭球選手権】第３４回 

         （ ８月２３日～９月７日 西院・小畑川） 
(男子シングルス)（Ｂ－１７３） 

▽１回戦  谷口宇平(OB同志社ｶﾞｯﾂ)－本田(立石電機四条) 
▽３回戦  柴垣行男(OB同大ｸ)－ 
▽準々決勝 
柴垣 行男(OB日本新薬) ６－１ ６－３ 丸尾 （府医大ｸ） 
▽準決勝 
柴垣 行男(OB日本新薬) ６－１ ６－０ 松本  （ｲﾝﾍﾟﾘｱ） 
▽決 勝 
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柴垣 行男(OB日本新薬) ６－３ ６－４ 今井 （日本新薬） 
〈優 勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－１０７） 中止 
▽１回戦  谷口宇平(OB)･小坂(同志社ｶﾞｯﾂ)－市村･高橋(島津TC) 
▽３回戦  柴垣(OB日本新薬)･今井(日本新薬)－ 

(女子シングルス)（Ｂ－３４） 

▽準決勝  
片野 裕子(OG ﾑｰﾝｸﾗﾌ )゙  ７－５ ６－２ 千原  （FTAY） 

▽決勝 
片野 裕子(OG ﾑｰﾝｸﾗﾌ )゙  ６－１   RET   国田 (ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 
〈優 勝〉 

 

１９８０（昭和５５）年 

【毎日庭球選手権】第５５回（春） 

           （ ５月１９日～12日間 香枦園TC） 
 (男子シングルス) 

▽６回戦（Ｂ－３２） 
長谷川吾郎(同大)   １－６ ２－６   宮南（日本生命） 
(男子ダブルス) 

▽５回戦（Ｂ－１６） 
堤(OB ｸﾞﾘｰﾝ TS)･長谷川(同大) 2-6  7-6  6-4 木谷･下村(伊藤萬) 
▽準々決勝 
堤(OB ｸﾞﾘｰﾝ TS)･長谷川(同大) 1-6 2-6馬場(ﾀﾞﾝﾛｯﾌ )゚･西野(ﾏｰﾒｲﾄ )゙ 
壮年 (男子ダブルス) 

▽準決勝 
堀内(OB)･納屋(ｱﾃﾞｨﾞﾀﾞｽ)1-6  7-5  6-４中原(芦屋)･谷口(甲子園) 
▽決 勝 
堀内(OB)･納屋(ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ) 6－4  6－2  川崎(ﾌﾀﾊﾞﾔ)･松木(江坂GC) 
〈優 勝〉 
 
１９８０（昭和５５）年 

【関西庭球選手権】第５６回 

           （ ８月２０日～12日間 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－３７４） 

▽１回戦 
橋口 高志(同大)   ６－１ ６－１   山口  （京産大） 
戸田  浩(同大)   ０－６ ０－６   阪谷 （近 大） 
浅井 俊博(同大)   ６－２ ６－２   西田 （関 大） 
永田 和成(同大) ４－６ ６－４ ６－７ 植田 （京産大） 
古水 淳也(同大)   ６－０ ６－１   大西 （京産大） 
樋口 真一(同大)   ６－０ ６－０   中本 （ｻﾝﾗﾝﾄﾞ） 
武藤 正己(同大)   １－６ ３－６   岡田 （大 丸） 
森賀  武(同大)   ２－６ ５－７   円尾 （神学大） 
高田  洋(同大)   ２－６ １－６   田辺 （関 大） 
仁科 裕之(同大)   １－６ １－６   中村 （京産大） 
石橋 幸司(同大)   １－６ ２－６   阿部 （近 大） 
根本 恭宏(同大)   ６－１ ６－１   山田 （関 大） 
角南 正記(同大)   ６－１ ６－２   川崎 （大市大） 
古川 一夫(同大)   ６－０ ６－０   上田 （京産大） 
山野 正嗣(同大)   ６－１ ６－３   高崎（青里ｸﾞﾘｰﾝ） 
井上 浩一(同大)       def         吉田（ﾄｰｱｺﾞｰｾﾝ） 
川勝 幹夫(同大)   ６－３ ６－２   小林 （造幣局） 
三木  忠(同大) ６－２ ３－６ ５－７ 井上 （関学大） 
阪口 純弘(同大) ６－２ ６－７ ６－４ 垣谷 （阪 大） 
近藤 浩司(同大) ４－６ ６－２ ４－６ 菅井 （近 大） 
沢田 善博(同大)   ４－６ ３－６   田辺 （大市大） 
▽２回戦 
橋口 高志(同大)   ０－６ ６－７   端地 （近 大） 
浅井 俊博(同大)   ５－７ ２－６   浅井 （関学大） 

古水 淳也(同大)   ６－１ ７－５   南  （近 大） 
樋口 真一(同大)   ６－４ ６－１   石塚 （関学大） 
根本 恭宏(同大)   ６－２ ７－５   沓脱 （神学大） 
角南 正記(同大)   ０－６ ０－６   松本 （ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ） 
長谷川吾郎(同大)   ６－１ ６－０   新開（電々近畿） 
古川 一夫(同大)   ６－１ ６－０   福田 （神学大） 
山野 正嗣(同大)   ６－３ ６－４   片山 （公孫樹ｸ） 
川勝 幹夫(同大)   ６－３ ６－０   角 （江坂ｸﾞﾘｰﾝ） 
阪口 純弘(同大)   １－６ １－６   木岡 （近 大） 
▽３回戦 
古水 淳也(同大)   ２－６ ３－６   堀内  （ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ） 
樋口 真一(同大)   ７－６ ６－１   大阪   （近  大） 
根本 恭宏(同大)   １－６ ４－６   松本  （ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ） 
長谷川吾郎(同大)   ６－３ ６－０   是枝   （甲南大） 
古川 一夫(同大)   ６－４ ６－１    山野 正嗣(同 大) 
川勝 幹夫(同大) ７－５ １－６ ６－４ 川津   （神学大） 
▽４回戦 
樋口 真一(同大)   ０－６ ２－６   松永    （ｺﾞｰｾﾝ） 
長谷川吾郎(同大) ３－６ ６－１ ５－７ 阿手   （関  大） 
古川 一夫(同大)   ６－２ ６－４   下村   （伊藤萬） 
川勝 幹夫(同大) ４－６ ６－３ １－６ 吉田 （ﾄｰｱｺﾞｰｾﾝ） 
▽５回戦（Ｂ－３２） 
古川 一夫(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) １－６ １－６  内田  （日本生命） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１５５） 

▽１回戦 
山野・古水(同大)   ７－６ ６－０   広瀬･中西（甲南大） 
井上・戸田(同大)      def       大町･松岡（甲南大） 
永田・浅井(同大)   ４－６ ３－６  辻本･吉原 （ﾐｸﾆｸ） 
石橋・仁科(同大) ４－６ ７－６ ６－７ 高松･伊藤（立命大） 
森賀・安原(同大)  １－６ ０－６ 堀内･土持(日本ﾀﾞﾝﾛｯﾌ )゚ 
川勝・樋口(同大) ６－０ ６－２ 中野･平郡(芦屋ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾊﾞｸ) 
橋口(同大)･上辻(神大) ６－１ ６－２ 沓脱･岸部（神 大） 
高木・三木(同大)   １－６ １－６  阪谷･新田（近 大） 
根本・近藤(同大)７－６ ６－７ ５－７ 古川･岡本(ﾃﾆｽﾋﾙ仁川) 
武藤・沢田(同大)   １－６ ２－６ 田渕･川端（近 大） 
▽２回戦 
山野・古水(同大)   ２－６ ５－７ 佐藤･上田 (大阪ｶﾞｽ) 
川勝・樋口(同大)   ６－２ ６－３ 上村･中川（甲南大） 
橋口(同大)･上辻(神大) １－６ ３－６ 林(京産)･細川(関外大) 
角南･阪口(同大) ６－４ ３－６ ４－６井上･中西（甲南大） 
▽３回戦 
川勝・樋口(同大) ２－６ ３－６ 竹内(四宮ｸ)･松本(ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ) 
(女子シングルス)（Ｂ－１８０） 
▽１回戦 
山本  彩(同大)   ０－６ ２－６   三宅(武庫川女大) 
初田 曜子(同大)   ６－３ ６－１  森脇 （関学大） 
桑原 史子(同大)   ０－６ ２－６  福田(武庫川女大) 
藤井一二美(同大)   ２－６ ２－６  布施 （関 大） 
伊藤めぐむ(同大)   ６－０ ６－０  内見（夙川短大） 
富山 園子(同大)   １－６ ０－６  藤井  （豊中ｸ） 
中井麻友美(同大)       def     村岸（梅花女大） 
押谷千鶴子(同大)   ４－６ ３－６  中野（夙川短女） 
仲村 睦美(同大)   ３－６ １－６  岩尾（聖心女大） 
▽２回戦 
初田 曜子(同大)   ０－６ ０－６  増岡（聖心女大） 
伊藤めぐむ(同大)   １－６ １－６  増田（園田女大） 
中井麻友美(同大)   １－６ ０－６  福西 (檀原ﾌｧﾐﾘｰ) 
(女子ダブルス)（Ｂ－１１４） 
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▽１回戦 
初田･松井(同大)   ６－２ ６－１ 瀬仁(学園前)･杉江(ﾛｰﾝ) 
伊藤･仲村(同大)   ６－２ ６－１  末次･升田(ﾃﾆｽｱｾﾝﾌﾞﾘｲ) 
桑原･冨山(同大)   ２－６ ２－６  船田･堀岡(武庫川女大) 
▽２回戦 
初田･松井(同大)        def    西林･稲継（一庫ｸﾞﾘｰﾝ） 
伊藤･中村(同大) ２－６ １－６ 平瀬(松蔭高)･葉山(小林聖心高) 
山本･藤井(同大)   ２－６ １－６  山本･村岸（梅花女大） 
中井･押谷(同大)   ０－６ ０－６  石田･大坂 （若鮎ｸﾗﾌﾞ） 
(混合ダブルス)（Ｂ－２１） 
▽２回戦 
柴垣(OB日新薬)･花野(神鋼) 6-1 6-4藤川(京信金)･大坂(若鮎ｸﾗﾌ )゙ 
▽準々決勝 
柴垣(OB日新薬)･花野(神鋼) 4-6 5-7 宮南(日生)･大西(神戸製鋼) 
 
１９８１（昭和５６）年 

◆社会：夕張炭鉱大惨事。ｺﾝﾋﾟｭ-ﾀｰ犯罪－伊藤素子。 
ﾉｰﾍﾞﾙ化学賞(ﾌﾛﾝﾃｨｱ電子理論)－福井謙一(10/19)。 

★流行語：『よろしいんじゃないですか』 

◇本学ﾃﾆｽ：監督－宇野 洋二(S42)OB就任(6/1～)。 

      川廷 栄一(S31)OB､日本人初､ 

              国際テニス連盟の理事に選出される。 

 

１９８１（昭和５６）年 

＜合 宿＞（３月  日～ 日間）和歌山 加太 国民休暇村 
                       城ヶ崎荘 

１９８１（昭和５６）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （ ３月２７日～   各大学） 
＜男子２部リーグ＞ 

     × 同志社 １（複０－３ 単１－３）６ 関学大① 

 (ダブルス)            ２引分 

Ｎo１×長谷川(英)・岩本   １－６ ２－６ 浅井・古田 
Ｎo２×根本・古水 ３－６ ６－４ ６－８ 紐谷・広田 
Ｎo３×樋口・山野 ５－７ １－６     福島・小川 
（シングルス） 
Ｎo１－根本 恭宏             福島 康博 
Ｎo２－川勝 幹夫             浅井 清司 
Ｎo３×樋口 真一 ４－６ ５－７     広田  徹 
Ｎo４○山野 正嗣 14－12 ７－５     古田  康 
Ｎo５×古水 淳也 ４－６ ６－３ ３－６ 藤井 泰夫 
Ｎo６×永田 和成 １－６ ２－６     紐谷 昌生 
 
     ○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 神学大③ 

 (ダブルス) 

Ｎo１×根本・古水 ２－６ ３－６     原村・平尾 
Ｎo２○樋口・山野 ６－０ ６－２     福田・山口 
Ｎo３○川勝・永田 ６－４ ４－６ ６－３ 堤 ・沓脱 
 (シングルス) 
Ｎo１×根本 恭宏 ２－６ ２－６     平尾 晃章 
Ｎo２○川勝 幹夫 ６－３ ６－３     原村 良作 
Ｎo３○山野 正嗣 ６－４ ６－０     福田  紀 
Ｎo４×樋口 真一 ３－６ ４－６     堤  隆司 
Ｎo５○古水 淳也 ６－２ ２－６ ６－４ 沓脱 浩三 
Ｎo６×浅井 俊博 ７－５ ２－６ ３－６ 山口 元久 
 

     ○ 同志社 ７（複３－０ 単４－２）２ 神 大④ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○根本・古水 ６－２ ６－２     金丸・出谷 

Ｎo２○樋口・山野 ６－４ ９－11 ６－４ 川脇・栗原 
Ｎo３○川勝・永田 10－８ ６－３     羽田・田中 
 (シングルス) 
Ｎo１×根本 恭宏 ３－６ ０－６     出谷  勝 
Ｎo２○川勝 幹夫 ６－２ ６－２     福田  浩 
Ｎo３×樋口 真一 ５－７ ４－６     川脇 康生 
Ｎo４○山野 正嗣 ６－０ ６－４     栗原  淳 
Ｎo５○古水 淳也 ６－０ ６－１     羽田  学 
Ｎo６○近藤 浩司 ６－４ ６－８ ６－１ 田中 正浩 
 

＜男子２部リーグ②位＞    同志社大学 ２勝１敗 

 

１９８１（昭和５６）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】      ＜女子の部＞ 

       （ ３月２７日～    各大学） 
＜女子３部リーグ＞ 

     × 同志社 ０（複０－２ 単０－３）５ 帝女大① 

 

     × 同志社 ０（複０－２ 単０－３）５ 梅花女大② 

 
     ○ 同志社 ４（複２－０ 単２－１）１ 神女大④ 

 

＜女子３部リーグ③位＞    同志社大学(女子) １勝２敗 

 

１９８１（昭和５６）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （  月  日・  日  同大 岩倉） 

     ○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 立教大 

 
１９８１（昭和５６）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （  月  日      同大 岩倉） 

     ○ 同志社 ５（複１－２ 単４－２）４ 青学大 

 

１９８１（昭和５６）年 

【同立戦】     対 立命館大学戦 

           （  月  日     ） 

     ○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 立命大 

 

１９８１（昭和５６）年 

【対抗戦】     対 京都産業大学戦 

           （  月  日     ） 

     ○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 京産大 

 

１９８１（昭和５６）年 

【対抗戦】     対 神戸学院大学戦 

           （  月  日     ） 

     × 同志社 ４（複２－１ 単２－４）５ 神院大 

 

１９８１（昭和５６）年 

【対抗戦】     対 甲南大学戦 

           （  月  日     ） 

     × 同志社 ３（複０－３ 単３－３）６ 甲南大 

 

１９８１（昭和５６）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

           （  月  日      同大 岩倉） 

     ○ 同志社 ７（複３－０ 単４－１）１ 大市大 

                                 １中止 
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１９８１（昭和５６）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

（  月  日     関大） 

     ○ 同志社 ５（複３－０ 単２－０）０ 関西大 

 ４中止 

１９８１（昭和５６）年 

【定期戦】第４回  対 関西大学戦     ＜ＯＢの部＞ 

（１１月 １日     関大） 

     × 同大ＯＢ３（１８ 参加者 ２９）５ 関大ＯＢ 

 

１９８１（昭和５６）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)（Ｂ－７４８） 

４回生 近藤 浩司 高田  洋 角南 正記 阪口 純弘 

S3R近藤 浩司3-6 7-5 6-0高木(阪大) 

３回生 樋口 真一 浅井 俊博 山野 正嗣 石橋 幸司 

    川勝 幹夫 永田 和成 古水 淳也 三木  忠 

武藤 正己 

S3R樋口 真一6-3 6-3長 (阪大) 

FIN永田 和成6-3 4-6 4-6中山(阪大) 

２回生 仁科 裕之 兼益 久佳 沢田 善博 戸田  浩 

S3R沢田 善博6-1 1-6 6-2黒田(神大) 

１回生 長谷川英央 薮田 昌彦 岩本  浩 南井  勉 

S2R薮田 昌彦3-6 4-6 井上(関大) 

予選出場組 (男子ダブルス)（Ｂ－３６１） 

近藤・浅井  阪口・角南  三木・石橋  戸田・南井 

樋口・山野  根本・古水  川勝・永田  武藤・兼益 

仁科・沢田  高田・薮田  長谷川・岩本 

D2R三木･石橋4-6 6-2 6-0瀬下･井上(関大) 

 

１９８１（昭和５６）年 

【関西学生春季庭球トーナメント】 

             本戦（ ４月３０日～５月１０日 香枦園TC) 

(男子シングルス)（Ｂ－１０９） 

▽１回戦 

長谷川英央 ３－６ ６－４ ４－６ 川畑   （近 大） 

樋口 真一 ６－２ ４－６ ６－０ 森    （関学大） 

川勝 幹夫 ６－０ ４－６ ６－０ 福田   （神 大） 

山野 正嗣   ６－０ ６－３   小松   （大体大） 

根本 恭宏 ６－２ ２－６ ６－４ 三竿   （関学大） 

古水 淳也 ２－６ ７－５ ６－３ 堤    （神学大） 

▽２回戦 

樋口 真一 ０－６ ６－２ ４－６ 大音   （大経大） 

川勝 幹夫   ７－５ ６－２   寺沢   （近 大） 

山野 正嗣   ２－６ ５－７   黒田   （阪外大） 

根本 恭宏   ４－６ ４－６   田端   （近 大） 

古水 淳也   ３－６ ３－６   中川   （甲南大） 

▽３回戦 

川勝 幹夫 ６－３ ４－６ ７－６ 大音   （大経大） 

▽４回戦 

川勝 幹夫   １－６ １－６   前田   （甲南大） 

(男子ダブルス)（Ｂ－５５） 

▽１回戦 

樋口・山野    ３－６ ５－７   出谷・栗原（神 大） 

長谷川・岩本 ２－６ ６－４ ４－６ 高山・原野（大院大） 

根本・古水    ６－１ ６－４   井上・辻本（関学大） 

川勝・永田  ６－３ １－６ ４－６ 山崎・中島（関学大） 

▽２回戦 

根本・古水    ３－６ ４－６   川村・中野（近 大） 

(女子シングルス)（Ｂ－６８） 

▽１回戦 

伊藤めぐむ ６－７ ６－１ ４－６  村岸  （梅花女大） 

(女子ダブルス)（Ｂ－３６） 

▽１回戦 

日下・武藤    ６－４ ７－６   後藤・布施（関 大） 

▽２回戦 

日下・武藤    １－６ １－６ 吉岡・渡辺（武庫川女大） 

 

１９８１（昭和５６）年 

予選【関西学生庭球選手権】（夏） 

         予選（  月  日～    各大学） 

予選出場者 (男子シングルス)（Ｂ－８８９） 

４回生 近藤 浩司 角南 正記 阪口 純弘 

３回生 樋口 真一 石橋 幸司 永田 和成 三木  忠 

 武藤 正己 

S3R石橋 幸司0-6 4-6中山(阪大) 

２回生 兼益 久佳 沢田 善博 戸田  浩 中村 光昭 

FIN仁科 裕之6-0 7-5井上(関大) 

１回生 長谷川英央 上田 貴広 薮田 昌彦 岩本  浩 

南井  勉 

S2R薮田 昌彦3-6 3-6 山田(関大) 

予選出場組 (男子ダブルス)（Ｂ－４２６） 

阪口・近藤  川勝・樋口  永田・古水  山野・長谷川 

石橋・三木  仁科・沢田  戸田・中村  浅井 岩本 

D1R武藤･薮田6-1 6-3 行広･日垣(関大) 

D3R仁科･沢田6-2 3-6 6-4有安･西田(関大) 

FIN仁科･沢田4-6 6-1 2-6蔭山･小田(阪大) 

 

１９８１（昭和５６）年 

【関西学生庭球選手権】（夏） 

         本戦（ ８月１７日～２４日 香枦園TC） 

(男子シングルス)（Ｂ－１０６） 

▽１回戦 

岩本  浩 ３－６ ６－３ ６－７ 三浦   （甲南大） 

長谷川英央   ２－６ ２－６   金    （関 大） 

樋口 真一   １－６ ４－６   植田   （京産大） 

古水 淳也 ６－２ ２－６ ３－６ 藤解   （関 大） 

仁科 裕之   ６－４ ６－２   市川   （京 大） 

▽２回戦 

山野 正嗣   ５－７ ４－６   蔭山   （阪 大） 

川勝 幹夫   ６－０ ６－２   山本      （京 大） 
仁科 裕之   １－６ ２－６   中川   （甲南大） 

▽３回戦 

川勝 幹夫   ６－２ ６－１   森    （京 大） 

▽４回戦 

川勝 幹夫   ４－６ ２－６   前田   （甲南大） 

(男子ダブルス)（Ｂ－５４） 

▽１回戦 

川勝・樋口  ６－４ ４－６ ０－６ 菊地・高月（京 大） 

山野・長谷川 ６－７ ７－６ ６－４ 石原・是枝（甲南大） 

永田・古水    ５－７ ３－６   高山・原野（大院大） 

▽２回戦 

山野・長谷川 ６－７ ６－０ ６－４ 野崎・中島（近 大） 

▽３回戦 

山野・長谷川 ６－１ １－６ ６－７ 金(関大)･塚本(大教） 



 7

(女子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 

山本 由佳   ０－６ ２－６   田村 （武庫川女大） 

仲村 睦美   ０－６ ０－６   小原  （園田女大） 

伊藤めぐむ   ６－１ ６－４   船田 （武庫川女大） 

▽２回戦 

伊藤めぐむ   ４－６ ０－６   酒井  （園田女大） 

(女子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 

武藤・日下    ２－６ ３－６ ニ渡・森田（武庫川女大） 

 

１９８１（昭和５６）年 

予選【関西学生室内庭球選手権】第１６回 

         予選（１１月１０日～    甲子園TC） 

予選 (男子シングルス)（Ｂ－２５） 

▽１Ｒ   山野 正嗣 １-６ ７-５ ７-６ 福島（関学大） 

▽２Ｒ   山野 正嗣  ６－１ ６－４  金 （関 大） 

▽FIN      山野 正嗣   ６－３ ６－２  大坂（近 大） 

予選 (男子ダブルス)（Ｂ－１２） 

▽２Ｒ   山野･長谷川 ４－６ ５－７ 石原･中川(甲南大) 

 

１９８１（昭和５６）年 

【関西学生室内庭球選手権】第１６回 

     本戦（１２月１７日～２０日 神戸市立中央体育館） 
 (男子シングルス)（Ｂ－２１） 

▽１回戦 

山野 正嗣   ６－２ ６－２   植田    （京産大） 

▽２回戦 

川勝 幹夫   ３－６ １－６   綛谷    （関学大） 

山野 正嗣   ０－６ ２－６   藤原    （甲南大） 

 

１９８１（昭和５６）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

           予選（１１月 ４日～１２日 甲子園TC） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－８４６） 

▽１R 
中村 光昭   ６－２ ６－２   中尾    （大工大） 
武藤 正己   ０－６ １－６   川崎    （近 大） 
上田 貴広   ２－６ ０－６   福田    （神商大） 
三木  忠   ６－２ ６－３   日垣    （関 大） 
戸田  浩   ６－０ ６－０   梅景    （京産大） 
石橋 幸司   ６－２ ６－１   中根    （大府大） 
沢田 善博 ４－６ ６－１ ６－３ 矢倉    （立命大） 
兼益 久佳   ６－３ ７－５   大沢    （神商大） 
薮田 昌彦   ６－３ ６－４   行広    （関 大） 
永田 和成   ６－１ ６－０   日下部   （京薬大） 
▽２Ｒ 
中村 光昭   ０－６ ０－６   幡井    （京産大） 
長谷川英央   ６－１ ６－２   橋本    （京府大） 
古水 淳也   ６－０ ６－１   坂井    （大院大） 
樋口 真一   ６－３ ６－０   原     （京教大） 
南井  勉   ４－６ ６－７   岡田    （立命大） 
岩本  浩   ６－０ ６－１   平井    （立命大） 
仁科 裕之   ６－０ ６－１   山田    （京園大） 
三木  忠   ６－１ ６－０   前田    （京府大） 
戸田  浩 ６－３ ４－６ ６－３ 戸田    （京 大） 
石橋 幸司   ６－２ ６－３   藤原    （甲南大） 
沢田 善博   ７－５ ６－４   能宗    （甲南大） 
兼益 久佳   ３－６ ２－６   星野    （大体大） 

薮田 昌彦   ４－６ ６－７   奥野    （阪外大） 
永田 和成   ６－１ ６－１   松浦    （甲南大） 
▽３Ｒ 
長谷川英央   ６－０ ６－１   大西    （京産大） 
古水 淳也   ６－０ ６－０   北堂    （京教大） 
樋口 真一   ６－２ ６－０   下野    （京産大） 
岩本  浩   ６－０ ６－１   原     （京 大） 
仁科 裕之   ６－０ ６－１   松本    （大工大） 
三木  忠   １－６ ２－６   安藤    （大教大） 
戸田  浩   １－６ ２－６   池     （追手門） 
石橋 幸司   ６－４ ６－１   宮丸    （阪 大） 
沢田 善博   ６－４ ６－２   阪上    （天理大） 
永田 和成 ６－３ ４－６ ４－６ 中桝    （京 大） 
▽FIN 
長谷川英央   ６－１ ６－２   瀧野    （京 大） 
古水 淳也   ６－０ ６－２   上田    （京産大） 
樋口 真一   ６－４ ６－１   山中    （京外大） 
岩本  浩   ６－１ ６－３   浦田    （天理大） 
仁科 裕之   ６－３ ６－０   川東    （神商大） 
石橋 幸司   ３－６ ４－６   西田    （関 大） 
沢田 善博   ２－６ ３－６   井上    （関 大） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－４０４） 

▽１R 
戸田・中村   ６－７ ３－６   吉田・中川 （滋賀大） 
武藤・兼益 ６－４ １－６ ３－６ 河野・横山 （京 大） 
▽２Ｒ 
上田・南井   ３－６ ３－６   上田・高橋 （京産大） 
永田・古水   ６－０ ６－０   近山・林  （京薬大） 
樋口・薮田   ６－０ ６－０   堀 ・宮滝 （京薬大） 
浅井・沢田       def           太田・菊野 （阪 大） 
石橋・三木   ６－３ ６－０   神崎・井面 （姫工大） 
仁科・岩本   ６－３ ６－３   松田・豊田 （仏教大） 
▽３Ｒ 
永田・古水   ６－０ ６－０   岡田・山下 （大教大） 
樋口・薮田   ６－１ ６－２   林 ・桂  （京園大） 
浅井・沢田       def           太田・菊野 （阪 大） 
石橋・三木 ６－２ ６－７ ４－６ 光行・永井 （京 大） 
仁科・岩本   ６－０ ６－４   寺田・市村 （阪 大） 
▽FIN 
永田・古水   ６－１ ６－０   長谷・藤本（大電通大） 
樋口・薮田   ６－２ ７－５   福田・土屋 （神学大） 
仁科・岩本 ３－６ ７－５ ６－２ 山田・西田 （関 大） 
         本戦（１１月 ４日～１２日 甲子園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
岩本  浩   ３－６ ４－６   高山    （大院大） 
樋口 真一   ６－４ ６－１   中山    （阪 大） 
古永 淳也   ６－４ ６－４   堀川    （京府大） 
仁科 裕之   ０－６ １－６   上田    （大体大） 
長谷川英央   ６－２ ６－１   池     （追手門） 
▽２回戦 
樋口 真一   ６－３ ６－１   岩戸    （近 大） 
古永 淳也   ６－７ ３－６   大町    （甲南大） 
長谷川英央   ５－７ ２－６   新田    （近 大） 
▽３回戦 
樋口 真一 ６－４ ２－６ ６－４ 山本    （京 大） 
▽準々決勝 
樋口 真一   ４－６ ３－６   川端    （近 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 
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▽１回戦 
仁科・岩本   １－６ ２－６   寺沢・川端 （近 大） 
永田・古水 ６－３ ２－６ ６－４ 福田・山口 （近 大） 
樋口・薮田   ４－６ ２－６   高山・原野 （大院大） 
▽２回戦 
永田・古水   ７－６ ６－３   中島・新田 （近 大） 
▽準々決勝 
永田・古水   ６－７ ３－６   高山・原野 （大院大） 
(女子シングルス)（Ｂ－４０） 

▽３回戦（Ｂ－１６） 

伊藤めぐむ   ２－６ ６－７   坪井    （阪 大） 
 
１９８１（昭和５６）年 

【全日本学生庭球選手権】第４９回 

        （ ６月２９日～７月５日 立川ﾙｰﾃﾞﾝｽTC） 
(男子シングルス)（B－１２７） 

▽ １回戦 
川勝 幹夫 ３－６ ７－６ ６－１ 神河   （中央大） 
山野 正嗣   ６－３ ６－２   杉山   （明治大） 
▽ ２回戦 
山野 正嗣 ６－３ ６－７ 0-1 RET  中村     （日本大） 
 
１９８１（昭和５６）年 

【京都学生庭球トーナメント】 

（ ５月３０日～６月  日 京都 各大学） 
(男子シングルス) 

▽準決勝  山野 正嗣 －         川勝 幹夫 － 
▽決 勝  山野 正嗣〈優 勝〉 

(男子ダブルス) 

▽準決勝 永田･古水－長谷川(裕)･山野(同大)  川勝･樋口－ 

▽決 勝 永田･古水－ 

〈準優勝〉 

(女子シングルス) 

▽準決勝  伊藤めぐむ－ 

(女子ダブルス) 

▽準決勝  武藤･日下－山本･磯本(同大)   伊藤･中井－ 

▽決 勝  武藤･日下（優 勝〉 

 

１９８１（昭和５６）年 

【京都府庭球選手権】第３５回 

        （ ８月２３日～９月２０日 西院・小畑川） 
(男子シングルス)（Ｂ－１５０） 

▽１回戦  戸田 毅(OB北山ﾜｲﾙﾄ )゙－橋本(四宮ｸ) 
▽準々決勝 
柴垣 行男(OB日本新薬)  ６－０ ６－１  新谷（四ﾉ宮ｸ） 
▽準決勝 
柴垣 行男(OB日本新薬)  ６－０ ６－４  林 （京信金） 
▽決 勝 
柴垣 行男(OB日本新薬)６－２ ４－６ ２－６ 瀬古（四ﾉ宮ｸ） 
〈準優勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－８９） 

▽１回戦  戸田(OB)･鍵谷(北山ﾜｲﾙﾄ )゙－喜多･谷垣(島津TC) 
      柴垣(OB日本新薬)･今井(日本新薬)－ 
 

１９８１（昭和５６）年 

【毎日庭球選手権】第５６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） 

古川 一夫(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－３ ２－６ ６－８ 岩沢 (鎌倉ﾛｰﾝ) 
(男子ダブルス) 

▽５回戦（Ｂ－１６） 
古川(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･吉田(ﾄｰｱｽﾄﾘﾝｸ )゙ 6-3 1-6 3-6 内田･宮南(日生) 
 

１９８１（昭和５６）年 

【関西庭球選手権】第５７回 ヨネックスカップ 

         予選（ ７月１７日～２７日 甲子園TC） 
予選 (男子シングルス) 
▽１R 
樋口 真一(同大)   ２－６ ３－６  阿部(相撲原ｲﾝﾄﾞｱ) 
永田 和成(同大)   ６－２ ６－０   浜中 （立命大） 
阪口 純弘(同大)      def      高浜 （関学大） 
三木  忠(同大)      def      堀江 (江坂ｸﾞﾘｰﾝ) 
▽２R 
山野 正嗣(同大)      def      中村 （東名ﾃﾆｽ） 
浅井 俊博(同大)      def      内田(芦屋ｻﾝﾛｲﾔﾙ) 
永田 和成(同大)   ２－６ １－６   中川  (甲南大) 
川勝 幹夫(同大)   ６－４ ６－１   安川（ﾄｰｱｽﾄﾘﾝｸﾞ） 
角南 正記(同大)   ０－６ １－６   山口 （神学大） 
三木  忠(同大)   ０－６ １－６   丸山 （京産大） 
柴垣 行男(OB市岡ﾛｰﾝ) ６－２ ６－１   前田(ﾐﾆｸﾃﾆｽｸﾗﾌ )゙ 
▽３R 
山野 正嗣(同大)   ７－６ ６－２   福田 （神戸大） 
川勝 幹夫(同大)   ６－０ ６－１   菊地 （神戸大） 
柴垣 行男(OB市岡ﾛｰﾝ) 5－7  6－3  6－2  寺沢 （近 大） 
▽４R 
山野 正嗣(同大)   ６－２ ６－４    藤本（ｶﾜｻｷﾗｹｯﾄ） 
川勝 幹夫(同大)   ２－６ ４－６    福島 （一橋大） 
柴垣 行男(OB市岡ﾛｰﾝ)  6－4 3－6 6－4  坂田（ｽｶﾞｽﾎﾟｰﾂ） 
▽FIN 
山野 正嗣(同大)   ２－６ ２－６   千田 （中央大） 
柴垣 行男(OB市岡ﾛｰﾝ) ６－４ ６－３  増野(桜町ﾃﾆｽｸﾗﾌ )゙ 
予選 (男子ダブルス) （ ７月１７日～２７日 甲子園TC） 
▽２R 
山野・長谷川(同大)  ６－０ ６－０  広瀬・浜中（立命大） 
柴垣・杉本(同大)   ６－１ ６－２  関 ・前田（甲南大） 
今井原(OB大丸)･須原(ｶﾜｻｷﾗｹｯﾄ) 6-2  6-0永井･高垣(ｸﾞﾚｲｽｲﾝﾄﾞｱ) 
阪口・角南(同大) ４－６ ７－５ ４－６ 大持･中西(龍谷大) 
永田・岩本(同大) ４－６ ７－６ ６－４ 伊藤･坂内(立命大) 
川勝・樋口(同大)     ６－１ ６－１     大西･千田(関 大) 
堤 (OB ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ)･佐藤(東名ﾃﾆｽｸ) 6－4  6－1井上･笹山(関 大) 
▽３R 
山野・長谷川(同大)  ６－４ ６－４  川端・寺次（近 大） 
柴垣・杉本(同大) ６－４ ３－６ ６－１ 畑山・合田（大体大） 
今井原(OB大丸)･須原(ｶﾜｻｷﾗｹｯﾄ) 1－6 2－6 大石・南  (阪 大) 
永田・岩本(同大) ２－６ ６－４ ５－７ 武田・安部（龍谷大） 
川勝・樋口(同大)   ６－１ ６－１  長尾・越智（神 大） 
堤(OB ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ)･佐藤(東名ﾃﾆｽｸ) 6－0 6－0 大持・中西（龍谷大） 
▽４R 
山野・長谷川(同大)  6-3 3-6 3-6  柴垣(OB市岡ﾛｰﾝ)･杉本(鳳ﾛｲﾔﾙ) 
川勝・樋口(同大) ２－６ ０－６  茶園(MBS)･伊東(三井物産) 
堤(OB ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ)･佐藤(東名ﾃﾆｽｸ) 6－1 6－7 6－3川村・中野（近大） 
▽FIN 
柴垣(OB 市岡ﾛｰﾝ)･杉本(鳳ﾛｲﾔﾙ)6－4 5－7 2－6木下･横山(ﾖﾈｯｸｽ) 
堤  (OB ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ)･佐藤(東名ﾃﾆｽｸ)６－４ ６－１武田･安部（龍大） 
予選 (女子シングルス) 

 参加ナシ 
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予選 (女子ダブルス)  
▽１R 
中井・山本(同大)２－６４－６清水(ｻﾝﾛｲﾔﾙ)･中野(仁川ﾊﾞｰﾄﾞｻｲﾄ )゙ 
大塚(OB四ﾉ宮)･行力(OB ﾖﾈｯｸｽ)   def   佐巴･上村 (神戸女大) 
         本戦（ ７月２８日～８月２日 甲子園TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－６４） 
▽1回戦 
柴垣 行男(OB市岡ﾛｰﾝ)  ２－６ ４－６  中村（ﾘｽﾞﾑﾃｯｸ） 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 
▽１回戦 
堤(OB ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ)･佐藤(東名ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 1－6 4－6川口･鷲田（朝生） 
 
１９８２（昭和５７）年 

◆社会：教科書問題(6/25)。ﾎﾃﾙﾆｭｰｼﾞｬﾊﾟﾝ火災(2/8)。 
       500円硬貨発行(4/1)。ﾌｫｰｸﾗﾝﾄﾞ紛争(4/2)。 

        東北新幹線開業(6/23)。商法改正施行(10/1)。 

      ﾘﾆｱﾓｰﾀｰｶｰ有人浮上走行成功(9/2)。 

        ﾃﾚﾌｫﾝｶｰﾄﾞ使用開始。ｴｱﾛﾋﾞｸｽﾀﾞﾝｽ大流行。 

★流行語：『芸術はバクハツだ』 

◇SPT：日本体育協会 

    －『公認ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｸﾀ―制度』発足(4/1)。 

    第1回ｱｼﾞｱ学生軟式庭球大会 

           (12/24～12/27台南市)。 

◇本学ﾃﾆｽ：部長－深田 三徳教授 就任(4/1～)。 

 

１９８２（昭和５７）年 

＜合 宿＞（２月２５日～３月４日）兵庫 淡路島 
                      ﾍﾟﾝｼｮﾝ カワカミ 

１９８２（昭和５７）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （  月  日～    ） 
＜男子２部リーグ＞ 

     ○ 同志社 ５（複２－１ 単３－２）３ 関 大② 

                                 １引分 

     ○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 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】４／８ 住友生命C 
     ○ 同志社 ５（複２－１ 単３－２）３ 阪 大 

＜２部①位＞        １引分 ＜１部④位＞ 

 

＜男子１部リーグ（昇格）＞  同志社大学 

 

１９８２（昭和５７）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】      ＜女子の部＞ 

（  月  日～    各大学） 
＜女子３部リーグ＞ 

     × 同志社  （複 －  単 － ）  天理大① 

 

     － 同志社  （複 －  単 － ） 

 
     － 同志社  （複 －  単 － ） 

 

＜女子３部リーグ 位＞    同志社大学(女子)  勝 敗 

 

１９８２（昭和５７）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （  月  日・  日 立教大） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  立教大 

 
１９８２（昭和５７）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 

 
１９８２（昭和５７）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （  月  日     関大） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  関西大 

 
１９８２（昭和５７）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) 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) 

 

１９８２（昭和５７）年 

【関西学生春季庭球トーナメント】 

         本戦（ ４月２２日～５月１日 香枦園TC） 

 (男子シングルス)（Ｂ－１０８） 

▽１回戦 

仁科 裕之   ６－３ ６－４   新田   （近 大） 

岩本  浩   ４－６ ２－６   船渡   （関学大） 

古水 淳也   ６－３ ６－２   中島   （近 大） 

島田 和弘   ６－３ ６－１   権    （近 大） 

薮田 昌彦   ５－７ ４－６   伊藤   （立命大） 

長谷川英央 ４－６ ７－５ ６－１ 森    （京 大） 

樋口 真一      def      中島   （近 大） 

▽２回戦 

仁科 裕之   ３－６ １－６   石原   （甲南大） 

古水 淳也   ３－６ ６－７   丸山   （京産大） 

島田 和弘   ２－６ １－６   前田   （甲南大） 

山野 正嗣   ６－０ ６－４   野崎   （近 大） 

長谷川英央 １－６ ６－１ ６－４ 南    （近 大） 

川勝 幹夫   ６－２ ６－１   福田   （神学大） 

▽３回戦 

山野 正嗣 ６－３ ２－６ ３－６ 竹内   （京産大） 

川勝 幹夫   ３－６ ３－６   南    （近 大） 

 (男子ダブルス)（Ｂ－５７） 

▽１回戦 

島田・稲葉    ４－６ ５－７   市川・中谷（京 大） 

川勝・樋口        def       坂内・伊藤（立命大） 

仁科・岸本    ３－６ ３－６   大町・是枝（甲南大） 

永田・古水  ６－４ ３－６ ６－４ 菊地・高月（京 大） 

山野・長谷川   ７－５ ６－１   南 ・土居（近 大） 

浅井・角田  ２－６ ６－０ ４－６ 井上・笹山（関 大） 

▽２回戦 

永田・古水    ７－５ ６－３   小若・蔭山（阪 大） 

山野・長谷川   ５－７ ４－６   中村・幡井（京産大） 

▽３回戦 

永田・古水    １－６ ４－６   田渕・井上（近 大） 

 (女子シングルス)（Ｂ－７２） 

▽２回戦 

日下 浩子   ０－６ ４－６   福田 （武庫川女大） 



 10

山本 由佳   ７－５ ６－４   松本   （天理大） 

伊藤めぐむ   １－６ ２－６   小林  （甲南女大） 

▽３回戦 

山本 由佳   ０－６ ０－６   酒井  （園田女大） 

 (女子ダブルス)（Ｂ－３７） 

▽１回戦 

伊藤・仲村 ７－６ ６－１ ６－０ 西洞・櫓（武庫川女大） 

▽２回戦 

伊藤・仲村   ０－６ ０－６    酒井・太田（園田女大） 

山本・磯本   ０－６ ０－６   小原・中西（園田女大） 
 

１９８２（昭和５７）年 

予選【関西学生庭球選手権】（夏） 

         予選（ ８月 ６日～８日間 各大学） 

予選 (男子シングルス)（Ｂ－８８７） 

４回生 樋口 真一 浅井 俊博 三木  忠 永田 和成 
 武藤 正巳 山本 克治 

３回生 仁科 裕之 兼益 久佳 沢田 善博 戸田  浩 
 中村 光昭 

２回生 長谷川英央 上田 貴広 薮田 昌彦 南井  勉 
１回生 畠山 仁史 角田 潤哉 稲垣  博 稲葉 武史 

 今川健一郎 中西 健之 橋本 龍一 平尾 忠久 
和地 秀一 岡田 裕樹 橋本 和久 

 (男子ダブルス)（Ｂ－４１０） 

兼益・中西  戸田・南井  上田・中村  長谷川・岩本 
石橋・三木  薮田・角田  沢田・平尾  畠山・橋本 
稲葉・橋本  稲垣・和地  岡田・今川 
浅井(同大)・広部(甲南) 
 

１９８２（昭和５７）年 

【関西学生庭球選手権】（夏） 

        本戦（ ８月１８日～    香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１０７） 

▽１回戦 
樋口 真一   １－６ １－６   原野   （大院大） 
仁科 裕之   ５－７ ４－６   中島   （関学大） 
永田 和成   ７－５ ６－２   菊地   （神 大） 
古水 淳也   ３－６ ６－７   広瀬   （甲南大） 
岩本  浩   １－６ ３－６   小松   （大体大） 
島田 和弘 １－６ ６－４ ６－３ 大坂   （近 大） 
長谷川英央 ６－７ ６－２ ６－０ 中島   （近 大） 
▽２回戦 
永田 和成   ２－６ ３－６   阿手   （関 大） 
山野 正嗣 ６－３ ６－７ ６－１ 中村   （京産大） 
島田 和弘   ３－６ ３－６   三竿   （関学大） 
長谷川英央   ６－２ ７－５   大音   （大経大） 
川勝 幹夫 ０－６ ７－６ ２－６ 寺沢   （近 大） 
▽３回戦 
山野 正嗣 ４－６ ６－４ ２－６ 井上   （近 大） 
長谷川英央 ３－６ ７－５ ０－６ 竹内   （京産大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－５５） 

▽１回戦 
永田・古水    ６－３ ６－４   灘本・福田（近 大） 
仁科・島田    ４－６ ４－６   井上(近大)･大音(大経) 
長谷川・岩本 ６－４ ４－６ ３－６ 大町・是枝（甲南大） 
山野・川勝    ４－６ ６－７   船渡・高寺（関学大） 
▽２回戦 
永田・古水    １－６ ２－６   広瀬・坂元（甲南大） 

(女子シングルス)（Ｂ－６８） 

▽1回戦 
江南 順子   ７－６ ６－３   高谷   （神 大） 
▽２回戦 
武藤 一代   １－６ ０－６   酒井  （園田女大） 
山本 由佳   ５－７ ４－６   古屋  （園田女大） 
江南 順子   ０－６ ０－６   太田  （園田女大） 
日下 浩子   ６－２ ７－６   森田 （武庫川女大） 
▽３回戦 
日下 浩子   ２－６ １－６   桑田  （園田女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
山本・日下  ６－７ ７－５ ３－６ 山下・永吉（大体大） 
武藤・磯本    ４－６ ３－６   角橋・竹延（成蹊短） 
 
１９８２（昭和５７）年 

予選【関西学生室内庭球選手権】第１７回 

         予選（１１月 ８日～１３日 日本生命） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－２８） 

▽１Ｒ 
長谷川英央 ６－２ ３－６ ６－１ 山本   （関学大） 
川勝 幹夫   ２－６ ４－６   三竿   （関学大） 
山野 正嗣 ６－１ ５－７ ６－１ 西田   （大教大） 
▽２Ｒ 
長谷川英央   ２－６ ５－７   田渕   （近 大） 
山野 正嗣   ６－４ ６－１   上田   （大体大） 
▽FIN 
山野 正嗣   ５－７ ５－７   川端   （近 大） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－１８） 

▽１Ｒ 
山野・長谷川   ６－２ ６－２   森 ・蔭山（阪 大） 
永田・古水    ７－５ ７－５   山本(京大)･大石(阪大) 
▽２Ｒ 
山野・長谷川 １－６ ７－５ ６－７ 高山・原野（大院大） 
永田・古水  ２－６ ７－６ ２－６ 大町・是枝（甲南大） 
 
１９８２（昭和５７）年 

【関西学生室内庭球選手権】第１７回 

     本戦（１２月１６日～１９日 神戸市立中央体育館） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１８） 

▽１回戦 
仁科・島田  ６－４ ６－７ ４－６ 広田・小川（関学大） 
 
１９８２（昭和５７）年 

【関西学生地域 (京都地区) テニストーナメント】 

           （ ６月１９日～２９日 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－２４０） 

▽１回戦 

上田 貴広8-6下野（京産大）沢田 善博8-4瀬戸（仏 大） 

橋本 和久def西田（京薬大）山元 克治def木村（京工大） 

中西 健之def下雅意（龍大）岡田 裕樹0-8曽我（京産大） 

華益 久喜3-8高橋（京産大）三木  忠8-5後藤（龍谷大） 

稲葉 武史8-6矢倉（立命大）中村 光昭def中川（滋賀大） 

角田 潤哉9-7川村（京産大）南井  勉8-3松 （京外大） 

畠山 仁史8-2青木（京教大）今川健一郎0-8宮地（京産大） 

橋本 龍一8-0手島（京外大）稲垣  博6-8目時（滋賀大） 
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平尾 忠久def二宮（京外大）戸田  浩8-5有野（立命大） 

▽２回戦 

長谷川英史8-0松本（京府大）上田 貴広3-8浜中（立命大） 

永田 和成8-5豊田（京教大）岩本  浩8-2西村（仏 大） 

沢田 善博8-2諸岡（京産大）橋本 和久8-0西川（京工大） 

山元 克治0-8塩川（京工大）三木  忠8-0田谷（仏 大） 

稲葉 武史def中村（京産大）中村 光昭def梅野（京教大） 

角田 潤哉8-0家田（龍谷大）南井  勉1-8豆谷（京工大） 

畠山 仁史8-6小山（京産大）橋本 龍一 － 吉長（京産大） 

薮田 昌彦8-0甲斐（京外大）仁科 裕之 － 金島（京産大） 

島田 和弘 － 山内（京産大）平尾 忠久 － 門坂（立命大） 

戸田  浩 － 梶浦（京外大） 古水 淳也 － 伊原（龍谷大） 

▽３回戦 

長谷川英史8-0小原（龍谷大） 永田 和成8-0宇都宮（龍大） 

岩本  浩8-1堀池（京産大） 沢田 善博8-3古村（京府大） 

橋本 和久7-9伊藤（立命大） 三木  忠 － 大西（京産大） 

角田 潤哉8-5豆谷（京工大）薮田 昌彦8-3畠山 仁史(同大) 

仁科 裕之 － 金子（仏 大） 島田 和弘8-2平尾 忠久(同大) 

古水 淳也8-2羽間（仏大） 

▽４回戦 

長谷川英史8-2浜中（立命大） 永田 和成8-4横道（京産大） 

岩本  浩8-2中嶋（龍谷大） 沢田 善博8-3伊藤（立命大） 

角田 潤哉8-6薮田 昌彦(同大) 仁科 裕之8-4田中(京外大） 

島田 和弘8-2川崎（立命大） 古水 淳也8-2梶浦（京外大） 

▽５回戦 

永田 和成8-6長谷川英史(同大) 岩本 浩8-4沢田善博(同大) 

角田 潤哉1-8中村（京産大） 仁科 裕之5-8宮地（京産大） 

島田 和弘8-3武田（龍谷大） 古水 淳也8-5浜崎（立命大） 

▽準々決勝 

岩本 浩8-5永田 和成(同大) 島田 和弘8-4古水 淳也(同大) 

▽準決勝  岩本  浩 ６-３ ６-７ ５-７ 坂内（立命大） 

            島田 和弘 ６-７ ６-１ ６-４ 中村（京産大） 

▽決 勝    島田 和弘 ４-６ ６-４ ６-３ 坂内（立命大） 

      〈優 勝〉 
(男子ダブルス)（Ｂ－１１３） 

▽１回戦  戸田･中村8-5佐藤･橋本(京府) 

南井･橋本8-3西村･本部(仏大)沢田･平尾8-3岡本･小野(龍大) 

岡田･今川－足立･金島(京産) 上田･畠山－中川･今泉(滋賀) 

稲葉･橋本8-0戸田･山口(京外)稲垣･和地8-5西川･白木(京工) 

▽２回戦  長谷川･岩本8-3･目時･中垣(滋賀) 

戸田･中村8-4田谷･瓜生(仏大)南井･橋本7-9上田･高橋(京産) 

薮田･角田8-2和田･川原(京外)沢田･平尾8-3二ﾂ迫･杉山(京外) 

兼益･中西def門坂･大川(立命) 仁科･島田－伊原･矢納(龍大) 

上田･畠山－下野･桑原(京産) 石橋･三木def大西･横道(京産) 

稲葉･橋本8-3古村･井本(京府)稲垣･和地0-8小川･小山(京産) 

▽３回戦  仁科･島田－    長谷川･岩本def西田･林(京薬) 

戸田･中村8-4青木･吉川(京教) 薮田･角田8-1中西･中嶋(龍大) 

沢田･平尾8-5塩川･安本(京府) 稲葉･橋本8-3市村･江崎(立命) 

▽４回戦  仁科･島田－    長谷川･岩本8-0桂･上西(京園) 

戸田･中村1-8坂内･伊藤(立命)薮田･角田8-1上田･高橋(京産) 

沢田･平尾3-8清水･曽我(京産)稲葉･橋本3-8中村･川村(京産) 

▽５回戦  長谷川･岩本8-5中村･川村(京産) 

薮田･角田5-8坂内･伊藤(立命) 仁科･島田4-8清水･曽我(京産) 

▽準決勝  長谷川･岩本 ６－７ ４－６ 武田･安部(龍谷大) 

(女子シングルス)（Ｂ－１５８） 

▽２回戦 

山本 由佳－        堀内美千子－小谷 (聖母女短) 

武藤 一代－        日下 浩子8-0野間崎(橘女大) 

江南 順子8-2米沢（京薬大）玉城 玲子8-2松浦(聖母女短) 

伊藤めぐむ8-0中川(ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女) 細谷由香利－奥川(龍谷大) 

藤井一二美－        磯本 亜紀8-0中村(ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女) 

▽準々決勝 山本 由佳8-9伊勢戸(京産大) 

      日下 浩子8-2伊藤めぐむ(同大) 

▽準決勝  日下 浩子 ６－１ ６－４ 伊勢戸(京産大) 

▽決 勝  日下 浩子 ６－１ ６－１ 中根(ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女) 

      〈優 勝〉 
(女子ダブルス)（Ｂ－７５） 

▽１回戦  玉城･細谷8-3近藤･今井(京工) 

▽２回戦  玉城･細谷8-2竹内･星野(同女) 

伊藤･仲村8-1森田･加藤(龍大) 中井･堀内8-1木村･西田(仏大) 

山本･日下8-3渡辺･国里(京府) 武藤･磯本8-3福井･小林(京府) 

藤井･江南8-2木下･久保(京女) 

▽準々決勝 伊藤･仲村8-0玉城･細谷(同大) 

山本･日下－後藤･矢島(京女) 武藤･磯本8-0山口･西野(京教) 

▽準決勝  山本・日下 ６－２ ６－０  伊藤・仲村(同大) 

      武藤・磯本 ３－６ ４－６  山口・西野(京教) 

▽決 勝  山本・日下 ６-３ ６-１ 中根(ﾀﾞﾑ女)･井上(立命) 

      〈優 勝〉 
 

１９８２（昭和５７）年 

【関西学生新進庭球トーナメント】 

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

(女子シングルス)（Ｂ－   ）(女子ダブルス)（Ｂ－   ） 

 

１９８２（昭和５７）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

   予選（１０月２１日～８日間 関学大・阪大・各大学） 
予選出場者 (男子シングルス)（Ｂ－４８８） 

３回生 仁科 裕之 兼益 久佳 沢田 喜博 戸田  浩 

    中村 光昭 

２回生 上田 貴広 薮田 昌彦 岩本  浩 南井  勉 

１回生 島田 和弘 畠山 仁史 角田 潤哉 稲垣  博 

 稲葉 武史 今川健一郎 中西 健之 橋本 龍一 

    平尾 忠久 和知 孝一 橋本 和久 岡田 裕樹 

予選出場組 (男子ダブルス)（Ｂ－３７５） 

仁科・島田 稲葉・橋本 岡田・今川 沢田・平尾 

岩本・角田 戸田・南井 中村・上田 和知・稲垣 

兼益・畠山 薮田・中西 



 12

予選出場者 (女子シングルス)（Ｂ－   ） 

３回生 藤井一二美 玉城 玲子 

２回生  山本 由佳 堀内美千子 磯本 亜紀 日下 浩子 

    細谷由佳利 武藤 一代 

１回生 青戸 和子 江南 順子 
予選出場組 (女子ダブルス)（Ｂ－   ） 

     本戦（１１月２日～９日 関学大・阪大・各大学） 

(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
平尾 忠久   ４－６ ４－６   中島    （近 大） 
島田 和弘   ６－０ ６－２   横山    （京 大） 
仁科 裕之   ６－０ ６－２   境     （大体大） 
沢田 喜博   ３－６ ５－７   山口    （神学大） 
稲葉 武史   ３－６ ２－６   土居    （近 大） 
岩本  浩 ４－６ ６－１ ６－４ 角田 潤哉 （同 大） 
中西 健之 ６－４ ２－６ ６－３ 横本    （神商大） 
▽２回戦 
島田 和弘   ６－２ ７－５   田中    （神 大） 
仁科 裕之   ６－７ ３－６   合田    （大体大） 
岩本  浩 ２－６ ７－５ ６－４ 石本    （甲南大） 
中西 健之   ２－６ ３－６   浦田    （天理大） 
▽３回戦 
島田 和弘   ６－２ ６－０   長谷    （電通大） 
岩本  浩 ６－２ ５－７ ６－３ 土居    （近 大） 
▽準々決勝 
島田 和弘   ６－１ ６－１   合田    （大体大） 
岩本  浩 ６－１ １－６ ４－６ 坂元    （甲南大） 
▽準決勝 
島田 和弘 ５－７ ６－３ １－６ 中島    （近 大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
仁科・島田   ６－０ ７－５   日垣・小池 （関 大） 
岩本・角田   ６－２ ６－２   川村・清水 （京産大） 
沢田・平尾 １－６ ６－３ ７－６ 井上・笹山 （関 大） 
▽２回戦 
仁科・島田   ６－２ ６－２   池田・酒井 （近 大） 
岩本・角田   ６－０ ６－２   沢田・平尾 （関 大） 
▽準々決勝 
仁科・島田 ６－１ ４－６ ６－４ 灘本・土居 （近 大） 
岩本・角田   ６－２ ６－１   桂 ・萩  （大経大） 
▽準決勝 
仁科・島田   ６－４ ６－２   岩本・角田 （同 大） 
▽決勝 
仁科・島田 ２－６ ７－６ ６－３ 田中・松崎 （神 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－４０） 

▽１回戦 
武藤 一代   ６－４ ６－２   末次    （大体大） 
江南 順子   ６－３ ７－５   糸谷   （梅花女大） 
磯本 亜紀 ５－７ ６－２ ６－７ 森    （成蹊女大） 
▽２回戦 
武藤 一代   ０－６ ２－６   古屋   （園田女大） 
日下 浩子   ６－２ ６－４   永吉    （大体大） 
山本 由佳   ６－０ ６－２   安田   （樟蔭女大） 
江南 順子 ６－２ ３－６ １－６ 松井   （園田女大） 
▽３回戦 
日下 浩子   ４－６ ４－６   古屋   （園田女大） 
山本 由佳   １－６ １－６   前田   （園田女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－２０） 

▽２回戦 
山本・日下   ６－２ ６－４   駒田・末次 （大体大） 
▽準々決勝 
山本・日下 ６－４ ６－７ ６－３ 草野・東野 (成蹊女短) 
▽準決勝 
山本・日下   ５－７ ２－６   中山・永吉 （大体大） 
 
１９８２（昭和５７）年 

予選【全日本学生テニス選手権】第５０回 

        予選（ ７月１２日～２１日 香枦園TC） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－８０） 

▽１R 
古水 淳也 ６－２ ４－６ ０－６  小菅   （青学大） 
長谷川英央   ３－６ ５－７   中原   （法政大） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－４０） 

▽１R 
山野・長谷川  ６－４ ６－３   山田・山本 (愛媛大) 
▽FIN 
山野・長谷川  ２－６ ４－６   南 ・土居 (近 大) 
 

１９８２（昭和５７）年 

【全日本庭球選手権】第５７回 

          本戦（ ９月２２日～２７日 靭公園TC) 
４５歳以上 (男子シングルス) 第４４回（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
久保 嘉定(OB朝日生命)  ５－７ １－６  川端 (石神井ｸ) 
４５歳以上 (男子ダブルス)  第４４回（Ｂ－１６） 

▽１回戦 
久保(OB朝生)･松井(芦屋ｸ) ４－６ １－６  二宮･石黒(田園ｸ) 
 
１９８２（昭和５７）年 

【京都学生庭球トーナメント】 

    予選（１１月１７日～  月  日 京都 各大学） 
予選 (男子シングルス) 

▽１Ｒ 
岩本  浩  樋口 真一  古水 淳也  薮田 昌彦 
仁科 裕之  永田 和成  島田 和弘  岡田 祐樹 
上田 貴広  兼益 久佳  稲垣  博  山元 克治 
今川健一郎  中村 光昭  浅井 俊博  橋本 龍一 
和知 孝一  南井  勉 
▽２Ｒ 
稲葉 武史  中西 健之  平尾 忠久  沢田 善博 
角田 潤哉  畠山 仁史  三木  忠  戸田  浩 
予選 (男子ダブルス) 
▽１Ｒ   中村・上田 

▽２Ｒ   長谷川(裕)・岩本 

戸田・南井  川勝・浅井  仁科・島田  沢田・平尾 

角田・稲葉  兼益・三木  中西・橋本  樋口・山元 

今川・岡田  稲垣・和知  薮田・畠山 

予選 (女子シングルス) 

▽２Ｒ 

北川 順子  堀内美千子  細谷由香利  日下 浩子 
藤井一二美  江南 順子  武藤 一代  山本 由佳 
山本  彩  磯本 亜紀 
予選 (女子ダブルス) 

▽２Ｒ   堀内(同大)･松井(平女) 

藤井・江南  日下・山本  武藤・磯本 

    本戦（１１月１７日～  月  日 京都 各大学） 
(男子シングルス)  
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▽２回戦  長谷川英央   山野 正嗣  川勝 幹夫 
 (男子ダブルス) 
▽１回戦  永田・古水   山野(同大)･菊池(京大) 

 

１９８２（昭和５７）年 

【京都市テニス選手権】第１回 

           （  月  日～    ） 
 
１９８２（昭和５７）年 

【京都府庭球選手権】第３６回 

        （ ８月２２日～９月１９日 西院・小畑川） 
(男子シングルス)（Ｂ－１９０） 

▽１回戦  谷口宇平(OB同志社ｶﾞｯﾂ)－吉村(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 
▽２回戦  柴垣行男(OB日本新薬)－ 
            上田裕之(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)－西田(KM ｸﾗﾌ )゙ 
(男子ダブルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦  柴垣(OB日本新薬)･大木(凡ｸﾗﾌ )゙－ 
 

１９８２（昭和５７）年 

【毎日庭球選手権】第５７回（春） 

           （ ５月１７日～14日間 香枦園TC） 
(男子シングルス) 

▽６回戦（Ｂ－３２） 
長谷川英央(同大)   １－６ ２－６   島内  (狭山TC) 
(男子ダブルス) 

▽５回戦（Ｂ－１６） 
山野・長谷川(同大) － 藤原・前田 (甲南大) 
壮年 (男子シングルス) 

▽準決勝 
久保嘉定(OB朝日生命) ２－６ ２－６ 赤尾(京都ﾌﾞﾗﾂｨﾝｸﾞﾒﾄﾞｳ) 
 
１９８２（昭和５７）年 

【関西庭球選手権】第５８回 ヨネックスカップ 

        予選（ ７月１９日～８月１日 甲子園TC） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－４１２） 
▽１R   兼益  久佳(同大)3-6山本(関学) 
仁科 裕之(同大)6-0菅原(甲南) 橋本 和久(同大) def藤原(近大) 
稲垣   博(同大)2-6徳重(甲南) 平尾 忠久(同大) 6-0坂井(近大) 
▽２R   島田和弘(同大)7-5吉田(松崎ﾃﾆｽ企画) 
中村 光昭(同大)1-6湯木(近大) 稲葉 武史(同大) 4-6西田(関大) 
長谷川英史(同大)def池田(近大) 畠山仁史(同大)def岡本(日電装) 
今川健一郎(同大)0-6岡田(ｽｶﾞ SPTC) 大谷 荘ニ(OB)6-1黒川(大院) 
和地孝一(同大)0-6青木(島根ｸﾗﾌﾞ) 南井勉(同大)1-6安高(全空TC) 
河島正臣(OB日電装)def岡崎(寝屋庭) 平尾忠久(同大)5-7堀(関学) 
山野正嗣(同大)def能宗(甲南) 橋本龍一(同大)def加藤(兵庫教友) 
角田潤哉(同大)2-6石井(ｾﾞﾈﾗﾙ TC)薮田昌彦(同大)6-0赤木(守口TC) 
橋本和久(同大)5-7細西(甲南)橋口高志(OB ﾀﾞﾝﾛｯﾌ )゚4-6宮本(関大) 
岡田裕樹(同大)1-6若松(大阪国際TC)仁科裕之(同大)2-6辻(早大) 
▽３R   島田和弘(同大)6-4赤坂(江坂ｸﾞﾘｰﾝ) 
長谷川英史(同大)6-0池本(KTC)  畠山 仁史(同大)0-6藤次(草加) 
河島正臣(OB日電装)6-0中津(帯蓄大) 大谷荘ニ(OB)6-0阪本(近大) 
橋本龍一(同大)1-6松本(京ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ)薮田昌彦(同大)6-1田渕(神学) 
▽４R 
島田 和弘(同大) ２－６ ６－２ ２－６ 川村   (京産大) 
長谷川英史(同大)   ６－４ ６－２   南   (近 大) 
河島  正臣(OB日電装)  ３－６ ４－６   梅田 (ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ TS) 
大谷  荘ニ(OB)    ３－６ １－６    田中  (中央大) 
薮田 昌彦(同大)   ２－６ ０－６   中川  (甲南大) 
▽SF 

長谷川英史(同大)      def       本井   (ﾀﾞﾝﾛｯﾌ )゚ 
▽FIN 
長谷川英史(同大)   ２－６ ２－６  東原  (ｴﾒﾗﾙﾄﾞ LTC) 
予選 (男子ダブルス) 
▽１R   兼益･畠山((DC)4-6植田(ﾌﾘｰ)･岡田(東山(TC) 
戸田･中村3-6村上･岡田(近大)  岡田･今川1-6干田･小池(関大) 
南井((DC)･大西(京産) def大下･新家(神大) 
仁科･島田def池田･酒井(近大)  薮田･角田3-6藤谷･小林(近大) 
河島(OB)･岡本(日本電装) def新井(ﾃﾆｽﾋﾙ小川)･西本(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ) 
永田･古水6-3細西･菅原(甲南)   平尾･橋本4-6窪田･中島(近大) 
▽２R   長谷川･岩本(DC) 4-6松崎･田中(中大) 
稲葉･橋本4-6坪田･野中(日電装)   稲垣･和地0-6橘･伊藤(日大) 
仁科･島田2-6高山･原野(大院)   永田･古水def高橋･渡辺(近大) 
橋口(OB)･石原(ﾀﾞﾝﾛｯﾌ )゚def松江･滑川(神鋼建材) 
予選 (女子シングルス) 
▽１R   藤井一二三(同大)6-0大村(帝院大) 
堀内美千子(同)3-6竹延(成蹊短)  玉城玲子(同)2-6釣谷(夙川高) 
山本由佳(同)6-0松浦(帝院大)    磯本亜紀(同)3-6大谷(狭山TC) 
江南順子(同)6-0山下(夙川高)   細谷由香利(同)6-2井上(香枦園) 
▽２R   藤井一二三(同大)0-6吉岡(武庫川女大) 
玉城玲子(同大)2-6平野(神大)   山本由佳(同大)6-2森(成蹊女大) 
日下浩子(同)4-6増田(園田女大)  武藤一代(同)0-6井出(神女大) 
江南順子(同)2-6小谷(姫路(LTC) 細谷由香利(同)2-6南(園田女大) 
▽３R 
玉城 玲子(同大)   ０－６ ０－６   加太 （ﾋﾞｯｸK） 
山本 由佳(同大)      def       蓮池 （京屯大） 
▽４R 
山本 由佳(同大)   ４－６ ２－６   吉田  (朝日TC) 
予選 (女子ダブルス) 
▽１R 
日下･山本(DC) 6-4安田･湊(武田薬品) 
玉城･細谷(DC) 1-6玉水･出村(神女学) 
▽２R   武藤･磯本(DC) def池本(守口ｸ)･川井(住久江ｸ) 
日下･山本(DC)0-6鷲見(中之島TC)･山田(小谷城TC) 
堀内(DC)･松浦(平安女短)1-6ＪＭ(町田LTC)･神前(太平台TC) 
藤井･江南(DC)def柴原･橘(園田女大) 
玉城･細谷(DC)4-3def角橋･竹延(成蹊女短) 
▽３R   武藤･磯本(DC)6-0藤井･宮井(帝院大) 
藤井･江南(DC)6-4本田･勝島(神女学) 
▽４R 
武藤･磯本(DC) ２－６ ４－６  岩沢(鎌倉ﾛｰﾝ)･上田(ﾕﾆﾊﾞｻﾙ) 
藤井･江南(DC)   ２－６ ６－７   稲継･中村(川西ﾛｰｿﾝ) 
        本戦（ ７月１９日～８月１日 甲子園TC） 
壮年 (男子シングルス)（Ｂ－４０） 
▽２回戦 
久保 嘉定(OB朝日生命)  ３－６ １－６ 松本(江坂ｸﾞﾘｰﾝ) 
壮年 (男子ダブルス)（Ｂ－１８） 
▽２回戦 
久保(OB朝日生命)･松井(芦屋国際ｸﾗﾌﾞ) 
６－７ ６－４ ６－４ 松堂(羽曵野ｸﾗﾌﾞ)･松井(大阪国際ｸﾗﾌﾞ) 
▽準々決勝 
久保(OB朝日生命)･松井(芦屋国際ｸﾗﾌﾞ) 
  ６－３ ４－６ ７－５ 小田原(日本電炉)･藤原(八尾ｽﾎﾟｰﾂ) 
▽準決勝 
久保(OB朝日生命)･松井(芦屋国際ｸﾗﾌﾞ) 

４－６ ６－２ ６－４ 谷口･神沢（甲子園ｸﾗﾌﾞ） 
▽決 勝 
久保(OB朝日生命)･松井(芦屋国際ｸﾗﾌﾞ) 



 14

    ２－６ ４－６納家(須々木証券)･斉藤(甲子園ｸﾗﾌﾞ) 
 
１９８３（昭和５８）年 

◆社会：三宅島噴火(10/3)。日本海中部地震(M7.7)(5/26)。 
    戸塚ﾖｯﾄｽｸｰﾙ事件(6/13)。大韓航空機事件(ｻﾊﾘﾝ)(9/1)。 

★流行語：『ちゃっぷい、ちゃっぷい』 

 

１９８３（昭和５８）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）広島 大久野島 
                      国民休暇村 
１９８３（昭和５８）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （ ４月 １日～    ） 
＜男子１部リーグ＞ 

     × 同志社 １（複０－３ 単１－５）８ 関学大① 

 (ダブルス) 

Ｎo１×仁科・角田 ３－６ ２－６ ２－６ 古田・関 
Ｎo２×岩本・島田 ３－６ ５－７ １－６ 中島・三竿 
Ｎo３×長谷川(英)・萬田 2－6 3－6 7－6 2－6 福島・船渡 
 (シングルス) 
Ｎo１×長谷川英央  6－4 6－3 0－6 3－6 5－7 古田  康 
Ｎo２×島田 和弘 6－4 2－6 6－1 3－6 3－6 関  寛人 
Ｎo３×仁科 裕之 ３－６ ２－６ １－６ 福島 康博 
Ｎo４○岩本  浩 6－2 4－6 6－1 7－6 船渡雄一郎 
Ｎo５×藪田 昌彦 ２－６ ２－６ ０－６ 三竿 葉一 
Ｎo６×沢田 喜博 ２－６ ３－６ ５－７ 小川 真弘 
 
     × 同志社 ３（複１－２ 単２－４）６ 近 大② 

 (ダブルス) 

Ｎo１ 仁科・角田             田淵・川端 
Ｎo２ 岩本・島田             藤木・南 
Ｎo３ 長谷川(英)・萬田           寺沢・中島 
 (シングルス) 
Ｎo１ 長谷川英央             藤木 勤也 
Ｎo２ 島田 和弘             南  哲也 
Ｎo３ 仁科 裕之             川端 博志 
Ｎo４ 岩本  浩             田淵 隆信 
Ｎo５ 薮田 昌彦             寺沢 義博 
Ｎo６ 沢田 喜博             中島 邦夫 
 
     × 同志社 １（複０－３ 単１－３）６ 甲南大③ 

 (ダブルス) 

Ｎo１ 仁科・角田 
Ｎo２ 岩本・島田 
Ｎo３ 長谷川(英)・萬田 
 (シングルス) 
Ｎo１ 長谷川英央             前田 健志 
Ｎo２ 島田 和彦             広瀬 浩二 
Ｎo３ 仁科 裕之             坂元 俊一 
Ｎo４ 岩本  浩             石本  茂 
Ｎo５ 薮田 昌彦             中西 次郎 
Ｎo６                   三谷 友孝 
 

＜男子１部リーグ④位＞    同志社大学 ０勝３敗 

 
【入替戦】 

     ○ 同志社 ５（複３－０ 単２－０）０ 京 大 

＜１部④位＞        ４引分 ＜２部①位＞ 

 (ダブルス) 

Ｎo１ 仁科・角田             上田・五十右 
Ｎo２ 岩本・島田             光森・光行 
Ｎo３ 長谷川(英)・萬田            山本・田中 
 (シングルス) 
Ｎo１ 長谷川英央             山本由紀志 
Ｎo２ 島田 和彦             上田 勝則 
Ｎo３ 仁科 裕之             光森 通英 
Ｎo４ 岩本  浩             光行 恵司 
Ｎo５ 薮田 昌彦             五十右信啓 
Ｎo６                   神山  聡 
 

＜男子１部リーグ（残留）＞  同志社大学 

 

１９８３（昭和５８）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 － ）  神女学① 

 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  大教大 

 
     － 同志社  （複 －  単 － ）  帝院大 

 

＜女子３部リーグ 位＞    同志社大学(女子)  勝 敗 

 

１９８３（昭和５８）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

（ ９月２５日    同大 岩倉） 

         雨天中止 

 

１９８３（昭和５８）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （ ９月１７日    同大 岩倉） 

     ○ 同志社 ８（複３－０ ５－１）１ 青学大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○長谷川(英)・岩本   ６－４ ６－３ 夕永・河野 
Ｎo２○島田・萬田 ６－３ ２－６ ６－４ 堆・二本松 
Ｎo３○薮田・橋本 ６－３ ３－６ ７－５ 中越・小早川 
 (シングルス) 
Ｎo１○岩本  浩 ６－０ ７－５     河野 
Ｎo２○島田 和弘 ６－１ ７－５     夕永 
Ｎo３○長谷川英央 ６－４ ６－２     二本松 
Ｎo４×平尾 忠久 ６－２ ５－７ ４－６ 堆 
Ｎo５○薮田 昌彦 ６－４ ２－６ ６－４ 小早川 
Ｎo６○萬田 尚起 ６－２ ６－３     森戸 
 
１９８３（昭和５８）年 

【定期戦】     対 京都大学戦 

           （  月  日     ） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  京都大 

 
１９８３（昭和５８）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

         （  月  日     ） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  大市大 

 
１９８３（昭和５８）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

（  月  日     ） 
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     － 同志社  （複 －  単 － ）  関西大 

 
１９８３（昭和５８）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) 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) 

 

１９８３（昭和５８）年 

【関西学生春季庭球トーナメント】 

         本戦（ ５月 ９日～１５日 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１０９） 

▽１回戦 
仁科 裕之   ２－６ ４－６   高山   （大院大） 
角田 潤哉   ０－６ １－６   浦田   （天理大） 
橋本 龍一   ４－６ ６－７   樋口   （京 大） 
岩本  浩   ６－３ ７－６   上田   （京 大） 
島田 和弘 ６－２ ６－７ ６－０ 安藤   （大教大） 
平尾 忠久   ６－４ ６－０   浜中   （立命大） 
長谷川英央 ６－４ ４－６ ４－６ 川上   （大体大） 
中村 龍一 ６－１ ５－７ ６－３ 雑崎   （立命大） 
萬田 尚起   ６－１ ６－０   小川原  （追手門） 
▽２回戦 
岩本  浩   ６－０ ６－１   西田   （関 大） 
島田 和弘   ７－６ ７－６   堀    （大院大） 
平尾 忠久   ６－２ ７－６   山本   （関学大） 
中村 龍一   １－６ ２－６   船渡   （関学大） 
萬田 尚起   １－６ ３－６   藤木   （近 大） 
▽３回戦 
岩本  浩 ６－１ ２－６ ６－３ 関    （関学大） 
島田 和弘   ３－６ ３－６   古田   （関学大） 
平尾 忠久   ４－６ ４－６   大石   （阪 大） 
▽４回戦 
岩本  浩   ６－７ ４－６   三竿   （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－５８） 

▽１回戦 
中西・角田    ３－６ ０－６   藤解・井上（関 大） 
薮田・萬田    １－６ ３－６   大内・三谷（甲南大） 
沢田・平尾    ６－０ ６－４   田中・松崎（神 大） 
仁科・島田  ６－２ ４－６ １－６ 駒田・内藤（大体大） 
長谷川・岩本   ６－３ ６－１   光森・中谷（京 大） 
▽２回戦 
沢田・平尾    ７－５ ６－３   権 ・河田（大市大） 
長谷川・岩本   ６－３ ６－４   坂元・石本（甲南大） 
▽３回戦 
沢田・平尾    ３－６ ３－６   竹内・中村（京産大） 
長谷川・岩本 ６－４ ６－７ ０－６ 田端・川端（近 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－７４） 

▽１回戦 
大塚 由子   ６－４ ６－３   梅村   （帝 大） 
▽２回戦 
江南 順子   ６－７ ４－６   西洞 （武庫川女大） 
日下 浩子   ７－５ ６－３   二渡 （武庫川女大） 
山本 由佳   ２－６ ２－６   高谷   （神 大） 
大塚 由子   ０－６ １－６   酒井  （園田女大） 
武藤 一代   ６－４ ６－０   津田   （大教大） 
▽３回戦 
日下 浩子   ２－６ ３－６   小原  （園田女大） 

武藤 一代   １－６ １－６   山田  （園田女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３７） 

▽１回戦 
江南・大塚   ２－６ ４－６   河本・矢野（天理大） 
▽２回戦 
山本・日下 ４－６ ３－６   久保田･久保田(武庫川女大) 
 
１９８３（昭和５８）年 

予選【関西学生庭球選手権】（夏） 

         予選（  月  日～    各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 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) 

 

１９８３（昭和５８）年 

【関西学生庭球選手権】（夏） 

         本戦（ ８月１１日～１９日 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１０１） 

▽１回戦 
平尾 忠久   ６－３ ７－６   十河   （関 大） 
長谷川英央   ６－２ ６－１   中山   （京産大） 
角田 潤哉   ４－６ ４－６   石本   （甲南大） 
橋本 龍一 ６－３ ０－６ １－６ 高寺   （関学大） 
▽２回戦 
平尾 忠久   １－６ ５－７   原野   （大院大） 
長谷川英央   ６－０ ６－３   合田   （大体大） 
岩本  浩   ６－０ ６－０   森林   （神 大） 
島田 和弘   ６－０ ６－３   川崎   （近 大） 
▽３回戦 
長谷川英央   ０－６ １－６   古田   （関学大） 
岩本  浩 ４－６ ６－２ ５－７ 幡井   （京産大） 
島田 和弘 ６－７ ７－５ ４－６ 南    （近 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－５０） 

▽１回戦 
島田・萬田    ６－７ ６－７   駒田・内藤（大体大） 
薮田・橋本    ６－２ ６－３   福田・平木（神 大） 
仁科・島田    ６－３ ６－２   権 ・河田（大市大） 
平尾・角田    ３－６ ２－６   川村・渡辺（京産大） 
▽２回戦 
長谷川・岩本 ５－７ ６－１ ６－４ 浦田・青井（天理大） 
薮田・橋本  ２－６ ７－６ １－６ 井上・笹山（関 大） 
仁科・島田    ２－６ ４－６   福島・高寺（関学大） 
▽３回戦 
長谷川・岩本   ２－６ １－６   古田・関 （関学大） 
(女子シングルス)（Ｂ－６９） 

▽２回戦 
江南 順子 ６－４ ０－６ ３－６ 島    （大体大） 
大塚 由子   ７－６ ６－３   中山   （大体大） 
山本 由佳 ４－６ ７－５ ６－０ 忽那   （大体大） 
武藤 一代   ０－６ ４－６   久保田（武庫川女大） 
日下 浩子   ２－６ ３－６   吉原  （園田女大） 
▽３回戦 
大塚 由子   ２－６ ３－６   植田  （園田女大） 
山本 由佳   ０－６ １－６   太田  （園田女大） 
(女子ダブルス) 

▽１回戦（Ｂ－３４） 
磯本・江南    ２－６ １－６  佐谷･生駒(武庫川女大) 
山本・日下    ０－６ ４－６   末次・山下（大体大） 
武藤・大塚  ６－３ ６－７ ２－６ 横山・中島（大体大） 
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１９８３（昭和５８）年 

予選【関西学生室内庭球選手権】第１８回 

         予選（１１月 ７日～１０日 日本生命） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－２１） 

▽１Ｒ   島田 和弘 ５-７ ６-３ １-６ 広瀬（甲南大） 
      長谷川英央  ６－１ ７－６  石本（甲南大） 
▽２Ｒ   岩本  浩  １－６ １－６  坂元（甲南大） 
      長谷川英央 ３-６ ６-２ ６-２ 高橋（大体大） 
▽FIN   長谷川英央  ６－３ ７－６  坂元（甲南大） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－１２） 

▽１Ｒ   島田(同大)･幡井(京産) 6-2 6-4長田･高橋（大体大） 
▽２Ｒ      島田(同大)･幡井(京産) 3-6 6-2 3-6 福島･高寺(関学) 
            長谷川･岩本 ６－３ ６－１ 駒田･内藤（大体大） 
▽FIN      長谷川･岩本 ２－６ ４－６ 福島･高寺（関学大） 
 
１９８３（昭和５８）年 

【関西学生室内庭球選手権】第１８回 

     本戦（１２月 １日～ ４日 神戸市立中央体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－２１） 

▽２回戦 
長谷川英央   ７－５ ６－３   土居   （近 大） 
▽３回戦 
長谷川英央   ６－７ １－６   三竿   （関学大） 
 
１９８３（昭和５８）年 

【関西学生地域 (京都地区) テニストーナメント】 

           （ ６月２０日～  日 各大学） 
(男子シングルス) 

▽決 勝  長谷川英史 ６-４ ６-７ ６-３ 渡辺（京産大） 

            〈優 勝〉 
▽決 勝  大塚 由子  ６－３ ６－２   井上（立命大） 

            〈優 勝〉 
(女子ダブルス) 

▽決 勝  山本・日下 ６－２ ６－３  武藤・大塚(同大) 

           〈優 勝〉          〈準優勝〉 

 

１９８３（昭和５８）年 

【関西学生新進庭球トーナメント】 

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

(女子シングルス)（Ｂ－   ）(女子ダブルス)（Ｂ－   ） 

 

１９８３（昭和５８）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

         予選（１０月 日～８日間 各大学） 
予選出場者 (男子シングルス)  
３回生 上田 貴広 薮田 昌彦 岩本  浩 南井  勉 

２回生 畠山 仁史 角田 潤哉 稲垣  博 稲葉 武史 

今川健一郎 中西 健之 橋本 龍一 平尾 忠久 

和知 孝一 

１回生 萬田 尚起 河崎 一洋 田中 一彦 

予選出場組 (男子ダブルス)  
稲葉・萬田 薮田・橋本 角田・平尾 

予選出場者 (女子シングルス) 

３回生  山本 由佳 堀内美千子 磯本 亜紀 日下 浩子 

    細谷由佳利 武藤 一代 

２回生 青戸 和子 江南 順子 

１回生 大塚 由子 岡 裕美子 山田 早苗 

予選出場組 (女子ダブルス) 

山本・日下 磯本・江南 武藤・大塚 

         本戦（１１月 ２日～６日 各大学） 

 (男子シングルス)（Ｂ－５６） 

▽１回戦 
薮田 昌彦   ７－５ ７－５   曽々木   （神学大） 
角田 潤哉   ６－３ ６－２   清水    （京産大） 
萬田 尚起   ２－６ ５－７   十河    （関 大） 
橋本 能一   ６－２ ６－１   瀬戸    （仏教大） 
稲葉 武史   ６－２ ６－３   原田    （神学大） 
▽２回戦 
薮田 昌彦 ６－１ ６－７ ２－６ 山本    （関学大） 
角田 潤哉   ０－６ ４－６   岩田    （関学大） 
橋本 能一   ２－６ ２－６   天野    （大院大） 
稲葉 武史 ６－１ ２－６ ３－６ 加賀谷   （京 大） 
平尾 忠久 ３－６ ６－２ ６－４ 横山        （京 大） 
▽３回戦 
平尾 忠久   ６－７ １－６   辻垣内   （関 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
稲葉･萬田 ２－６ ６－２ ６－３ 酒井・足立  （神 大） 
薮田･橋元 ４－６ ６－３ １－６ 五十右・田中 （京 大） 
角田･平尾   ７－６ ６－０   久留美・福本 （阪 大） 
▽２回戦 
稲葉･萬田   ３－６ ３－６   井上・宮村  （京産大） 
角田･平尾   ６－３ ６－２   川崎・小林  （近 大） 
▽３回戦 
角田･平尾   ０－６ ３－６   池田・山口  （近 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－４０） 

▽1回戦 

江南 順子   ６－４ ６－１   中東   （成蹊女大） 

▽２回戦 

武藤 一代   ６－１ ６－１   小溝    （聖 和） 

大塚 由子   ６－２ ６－３   竹延   （成蹊女大） 

江南 順子   ５－７ ６－７   島     （大体大） 

山本 由佳   ６－０ ６－１   松山   （神女薬大） 

日下 浩子   ６－４ ６－０   滝沢   （園田女大） 

▽３回戦 

武藤 一代   １－６ ２－６   西洞  （武庫川女大） 

大塚 由子   １－６ ２－６   久保田 （武庫川女大） 

山本 由佳   １－６ ０－６   島     （大体大） 

日下 浩子   ７－６ ６－４   前田   （園田女大） 

▽準々決勝 

日下 浩子   ６－１ ６－２   島     （大体大） 

▽準決勝 

日下 浩子 ３－６ ６－０ ７－５ 山下    （大体大） 

▽決勝 

日下 浩子   ３－６ １－６   久保田 （武庫川女大） 

〈準優勝〉 

(女子ダブルス)（Ｂ－２０） 

▽１回戦 
山本・日下   ５－７ ０－６   山下・石川 （大体大） 
磯本・江南   ６－３ ６－３   須原・佐谷 （関学大） 
武藤・大塚 ６－４ ５－７ ６－０ 植田・小林 （大教大） 
 ▽準々決勝 



 17

磯本・江南   ３－６ ４－６   末次・永吉 （大体大） 
武藤・大塚 ５－７ ６－２ ５－７ 大山・吉村 （甲南大） 
 
１９８３（昭和５８）年 

【全日本学生テニス選手権】第５１回 

         予選（ ７月１８日～２４日 立川ﾙｰﾃﾞﾝｽTC） 
予選 (男子シングルス) 

▽１Ｒ 
長谷川英央 ６－４ ３－６ ７－６ 中島   （近 大） 
▽ ２Ｒ 
長谷川英央   ４－６ ６－７   石本   （甲南大） 
予選 (男子ダブルス) 

▽ １Ｒ 
仁科・島田 ６－１ ２－６ ４－６ 藤谷・川崎（近 大） 
予選 (女子シングルス) 

▽ １Ｒ 
日下 浩子 ６－２ ２－６ ４－６ 矢沢   （名経大） 
武藤 一代 ２－６ ６－２ ６－２ 古谷  （山口女大） 
▽ ２Ｒ 
武藤 一代   ４－６ １－６   浜名   （東農大） 
        本戦（ ７月１８日～２４日 立川ﾙｰﾃﾞﾝｽTC） 
 (男子シングルス) 

▽ １回戦 
平尾 忠久   ３－６ ３－６   杉浦   （法政大） 
島田 和弘   ６－７ ２－６   高寺   （関学大） 
岩本  浩 ６－７ ６－２ ６－２ 権    （大市大） 
▽ ２回戦 
岩本  浩   ５－７ ３－６   中牟田  （松山大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽ １回戦 
沢田・平尾   １－６ １－６   広瀬・前田 (甲南大) 
長谷川・岩本  ２－６ ４－６   佐々・梶谷 (早 大) 
 
１９８３（昭和５８）年 

【京都学生庭球トーナメント】 

         予選（１１月２１日～  月  日 京都 各大学） 
予選 (男子シングルス) 
▽２Ｒ 
薮田 昌彦  仁科 裕之  中西 健之  橋本 龍一 
稲葉 武史 
萬田 尚起   ６－０ ６－０   鍬田   （京 大） 
沢田 善博   ６－０ ６－０   久保田  （仏教大） 
角田 潤哉   ６－２ ７－５   村上   （京教大） 
兼益 久佳             堂加   （立命大） 
南井  勉   ６－０ ６－２   吉川   （京教大） 
今川健一郎 ６－３ ６－７ ４－６ 畑中  （明治鍼灸） 
和知 孝一      def      田口  （嵯峨美大） 
畠山 仁史 
田中 一彦  稲垣  博  中村 光昭  岡田 祐樹 
戸田  浩  上田 貴広  河崎 一洋 
予選 (男子ダブルス) 
▽２Ｒ   中村(同大)･米田(立命) 

薮田・橋本  仁科・沢田  平尾・角田  島田・萬田 

稲葉・中西  稲垣・今川  上田・河崎  畠山・田中 

南井・和知 

予選 (女子シングルス) 

▽２Ｒ 

山本 由佳  玉城 令子  藤井一二美  武藤 一代 
大塚 由子  堀内美千子  山田 早苗  岡 裕美子 

江南 順子  磯本 亜紀  細谷由香利 
予選 (女子ダブルス) 

▽１Ｒ   磯本・江南－  堀内・細谷－  山田・岡－ 

▽２Ｒ   日下・山本－  武藤・大塚－ 

         本戦（１１月２１日～  月  日 京都 各大学） 
(男子シングルス)  

▽２回戦  長谷川英央－      岩本  浩－ 
▽準々決勝 長谷川英央－ 
▽準決勝 
長谷川英央   ６－３ ６－１   井上    （京産大） 
▽決 勝 
長谷川英央 ５－７ ６－１ ６－１ 幡井    （京産大） 
〈優 勝〉 

(男子ダブルス) 
▽準々決勝 薮田・橋本－      平尾・角田－ 

▽準決勝 

薮田・橋本   ４－６ ６－７   幡井・井上 （京産大） 

平尾・角田   １－６ ５－７   浜崎・市村 （立命大） 

(女子シングルス)  

▽準々決勝 日下 浩子－            武藤 一代－ 
            山本 由佳－ 
▽準決勝 

日下 浩子   ７－６ ６－１   武藤 一代  (同 大) 
山本 由佳 ６－４ ５－７ ４－６ 伊勢戸  （京産大） 
▽決 勝 

日下 浩子   ６－４ ６－３   伊勢戸  （京産大） 
〈優 勝〉 

(女子ダブルス)  

▽準々決勝 日下・山本－            堀内・細谷－ 

      磯本・江南－            武藤・大塚－ 

▽準決勝 

日下・山本   ６－０ ７－６   堀内・細谷 (同 大) 

磯本・江南 １－６ ７－６ ６－４ 武藤・大塚 (同 大) 
▽決 勝 

日下・山本 ６－３ ５－７ ６－４ 磯本・江南 (同 大) 
〈優 勝〉             〈準優勝〉 

 

１９８３（昭和５８）年 

【京都市テニス選手権】第２回 

           （  月  日～   西院・小畑川） 
壮年（男子ダブルス〉 

▽決 勝  堀内(OB東山TC)･脇田(東山TC)〈優 勝〉 

 

１９８３（昭和５８）年 

【京都府庭球選手権】第３７回 

           （１０月２２日～   西院・小畑川） 
(男子シングルス)（Ｂ－   ）(男子ダブルス)（Ｂ－   ） 

 

１９８３（昭和５８）年 

【毎日庭球選手権】第５８回（春） 

            （ ５月２３日～10日間 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－   ）(男子ダブルス)（Ｂ－   ） 

 
１９８３（昭和５８）年 

【関西庭球選手権】第５９回 ヨネックスカップ 

         予選（ ７月２５日～３１日 甲子園TC） 
予選 (男子シングルス) 
▽１R   田中英次(OB ｻﾝｼｬｲﾝﾃﾆｽ)6-3中川(東山TC) 
植村二郎(OB東名TC)6-3前川(夢見ヶ崎LTC) 
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河島正臣(OB日電装)5-7沓脱(宝塚T) 角田潤哉(同)6-3中尾(関大) 
長谷川英史(同) 6-0浦瀬(ﾃﾞｨﾊﾞｰ T) 岡田裕樹(同)def大西(ｼﾗｻｷﾞ) 
薮田昌彦(同大) 6-0時吉(光明池TC) 
▽２R   田中英次(OB ｻﾝｼｬｲﾝﾃﾆｽ)6-1中山(京産大) 
植村二郎(OB東名T)3-6坂元(甲南)長谷川英史(同) 6-1林(協発酵) 
薮田昌彦(同大) 6-0土井(関大)角田潤哉(同) 2-6尾崎(天王ﾋﾟｰﾌﾟﾙ) 
▽３R   田中英次(OB ｻﾝｼｬｲﾝﾃﾆｽ)6-0山本範(関学) 
長谷川英史(同大) 3-6藤井(明大)  薮田昌彦(同大) def伊藤(日大) 
▽４R 
田中英次(OB ｻﾝｼｬｲﾝﾃﾆｽ) １－６ １－６   本村 (行) (ﾌﾘ )ー 
薮田  昌彦(同大)    ２－６ １－６   上田 (東名TC) 
予選 (男子ダブルス) 
▽１R   植村(OB)･中村(東名TC)6-0出口･藤原(関大) 
田中(OB)･服部(ｻﾝｼｬｲﾝﾃﾆｽ)6-2藤原･吉識(ﾃｨｱｰﾄﾞﾛｯﾌﾟｽ) 
▽２R   植村(OB)･中村(東名TC)6-1中越･日下(ﾎﾜｲﾃｨ) 
田中(OB)･服部(ｻﾝｼｬｲﾝ TC)3-6伊勢(阪急百)･山田(和歌山ｳｲﾝｸﾞﾌﾞﾙ) 
柴垣(OB)･杉本(凰LTC)def斎藤･上田(東名TC) 
河島(OB)･岡本(日本電装)6-0神野･湯木(近大) 
▽３R   植村(OB)･中村(東名TC)6-2中西･三浦(甲南大) 
河島(OB)･岡本(日本電装)6-0赤浦･小柳(京外大) 
▽４R 
植村(OB)･中村(東名TC) 3-6  2-6 原口(ﾖﾈｯｸｽ)･横山(ｲｽﾞﾐﾔｽﾎﾟｰﾂ) 
河島(OB)･岡本(日本電装)  6-4  1-6  3-6  竹内･伊井(ﾀﾞﾝﾛｯﾌ )゚ 
                 本戦（ ７月２５日～３１日 甲子園TC） 
４５歳以上 (男子シングルス)（Ｂ－３１） 
▽１回戦 
久保  嘉定(OB朝日生命) ６－３ ６－７ ６－４ 松尾(甲子園ｸ) 
前田  敬一(OB初石ｸ)       ２－６ ３－６  小田原(日本電炉) 
▽２回戦 
久保  嘉定(OB朝日生命)   ７－５ ６－２  徳弘 (高知一宮ｸ) 
▽準々決勝 
久保  嘉定(OB朝日生命)   ３－６ ４－６  小田原(日本電炉) 
４５歳以上 (男子ダブルス)（Ｂ－１２） 
▽準々決勝 
久保(OB朝日生命)･徳久(ｶﾜｻｷﾜｺｰ) ７－６ ３－６ ６－２ 
                  赤尾･(京都ﾌﾞﾗｼﾝｸﾞﾒﾄﾞ )ー･脇田(京都東山TC) 
▽準決勝 
久保(OB朝日生命)･徳久(ｶﾜｻｷﾜｺｰ) ７－６ ６－１ 

納家(須々木証券)･斉藤(甲子園C) 
▽決 勝 
久保(OB朝日生命)･徳久(ｶﾜｻｷﾜｺｰ) ２－６ ４－６ 
〈準優勝〉        小田原(日本電炉)･藤原(ﾔｵｽﾎﾟｰﾂ) 
 
１９８４（昭和５９）年 

◆社会：ｸﾞﾘｺ・森永事件(3/18)。 

    全国初の第３ｾｸﾀｰ(三陸鉄道)開業(4/1)。 
    電電民営化へ関連３法案成立(12/20)。 

★流行語：『くれない族』 

◇SPT：第14回 冬季五輪 ｻﾗｴﾎﾞ大会(2/8～2/19)。 

   第23回 ﾛｽｱﾝｾﾞﾙｽ五輪(7/28～8/2)。 

 

１９８４（昭和５９）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）広島 大久野島 
                      国民休暇村 
１９８４（昭和５９）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】 

       （ ４月  日～    ） 
＜男子１部リーグ＞ 

     ○ 同志社 ５（複０－３ 単５－１）４ 甲南大② 

 (ダブルス) 

Ｎo１×長谷川(英)・岩本 ３－６ １－６   坂元・石本 
Ｎo２×島田・萬田   ０－６ ６－７   前田・石原卓 
Ｎo３×角田・平尾   ４－６ ２－６   大内・三谷 
 (シングルス) 
Ｎo１×岩本  浩 ２－６ ５－７     前田 健志 
Ｎo２○島田 和弘 ６－１ ６－７ ６－２ 三浦 耕史 
Ｎo３○長谷川英央 ６－４ ６－１     坂元 俊一 
Ｎo４○平尾 忠久 ６－４ ６－２     石本  茂 
Ｎo５○薮田 昌彦 ６－４ ６－７ ７－６ 三谷 友孝 
Ｎo６○萬田 尚起 ６－４ ７－５     松浦 圭三 
 
     ○ 同志社 ６（複３－０ 単３－３）３ 関学大③ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○長谷川(英)・岩本 ６－３３－６６－３ 三竿・高寺 
Ｎo２○島田・萬田 ６－２ ６－０     岩田・砂畑 
Ｎo３○角田・平尾 ６－７ ６－２ ６－４ 藤本・青野 
 (シングルス) 
Ｎo１×岩本  浩 ６－４ ３－６ ３－６ 三竿 葉一 
Ｎo２○島田 和弘 ７－５ ６－２     高寺 孝治 
Ｎo３○長谷川英央 ６－０ ６－１     山本 範久 
Ｎo４×平尾 忠久 １－６ １－６     岩田 泰明 
Ｎo５×薮田 昌彦 ４－６ ４－６     藤本 知生 
Ｎo６○萬田 尚起 ２－６ ６－２ ６－２ 砂畑 充伸 
 
     ○ 同志社 ７（複３－０ 単４－２）２ 近 大④ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○長谷川(英)・岩本   ６－１ ６－０ 池田・酒井 
Ｎo２○島田・萬田   ６－４ ６－２   土居・足立 
Ｎo３○角田・平尾 ３－６ ６－３ ７－６ 川崎・中島 
 (シングルス) 
Ｎo１×岩本  浩 ３－６ ４－６     土居 由憲 
Ｎo２○島田 和弘 ６－４ ２－６ ７－６ 中島 邦夫 
Ｎo３○長谷川英央 ６－１ ６－２     酒井 雅弘 
Ｎo４○平尾 忠久 ３－６ ６－３ ６－２ 足立  力 
Ｎo５○薮田 昌彦 ６－２ ６－２     渡辺 達也 
Ｎo６×萬田 尚起 ４－６ ２－６     池田 洋一 
 

＜男子１部リーグ①位＞ 初優勝 同志社大学 ３勝０敗  

 

１９８４（昭和５９）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】     ＜女子の部＞ 

       （  月  日～    各大学） 
＜女子３部リーグ＞ 

     ○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 梅花女大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○日下・江南 ６－０ ６－１     小高・片山 
Ｎo２○山本・武藤 ６－０ ６－４     般若・佐野 
 (シングルス) 
Ｎo１○日下 浩子 ６－２ ６－１     片山 
Ｎo２○江南 順子 ６－３ ６－１     般若 
Ｎo３○山本 由佳 ７－５ ６－３     佐野 
 

     ○ 同志社 ４（複１－１ 単３－０）１ 甲南女大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○日下・江南 ６－３ ６－３     渥美・中谷 
Ｎo２×山本・武藤 ６－１ ４－６ ４－６ 大山・川廷 
 (シングルス) 
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Ｎo１○日下 浩子 ６－０ ６－２     大山 万里 
Ｎo２○江南 順子 ６－０ ６－０     川廷 
Ｎo３○武藤 一代 ６－２ ７－５     渥美 
 
     ○ 同志社 ４（複１－１ 単３－０）１ 成蹊女短 

 (ダブルス) 

Ｎo１○日下・江南 ６－２ ６－３     坂本・福吉 
Ｎo２×山本・武藤 ５－７ ６－４ ３－６ 石井・木本 
 (シングルス) 
Ｎo１○日下 浩子 ６－４ ６－４     福吉 常子 
Ｎo２○江南 順子 ６－１ ６－１     石井 明子 
Ｎo３○武藤 一代 ６－３ ６－２     坂本 卓代 
 

＜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２－０）０ 天理大 

＜３部①位＞        １中止 ＜２部④位＞ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○日下・江南 ６－１ ６－１     平野・矢野 
Ｎo２○山本・武藤 ６－０ ６－０ 
 (シングルス) 
Ｎo１ 日下 浩子 
Ｎo２○江南 順子 ６－０ ６－０     平野 
Ｎo３○武藤 一代 ６－２ ６－１     矢野 
 
＜女子２部リーグ（昇格）＞  同志社大学(女子) 

 

１９８４（昭和５９）年 

【全日本大学対抗テニス王座決定試合】 

       （  月  日～    ） 
 

１９８４（昭和５９）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （ ９月２４日     立教大） 

     ○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 立教大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○島田・萬田 ７－６ ７－５     柴原・高山 
Ｎo２×角田・平尾 ６－４ ４－６ ６－７ 大岡・山田 
Ｎo３○中西・岡嶋 ７－５ ４－６ ６－２ 新田・新谷 
 (シングルス) 
Ｎo１○島田 和弘 ６－１ ６－７ ６－１ 大岡 
Ｎo２○岡嶋 伸仁 ６－４ ６－２     高山 
Ｎo３○萬田 尚起 ６－１ ６－３     清 
Ｎo４○平尾 忠久 ６－１ ６－１     山田 
Ｎo５×橋本 龍一 ２－６ １－６     柴原 
Ｎo６○角田 潤哉 ６－２ ６－３     森下 
 
１９８４（昭和５９）年 

【定期戦】     対 立教大学戦     ＜女子の部＞ 

           （１１月１８日     立教大） 

     ○ 同志社 ７（複２－０ 単５－０）０ 立教大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○江南・大塚 ７－５ ６－３     才木・山本 
Ｎo２○山田・服部 ６－０ ６－０     大津・那須 
 (シングルス) 
Ｎo１○江南 順子 ６－４ ７－６     才木 
Ｎo２○大塚 由子 ６－１ ６－２     山本 
Ｎo３○岡 裕美子 ６－０ ６－２     青野 

Ｎo４○服部 弘美 ６－０ ６－０     大津 
Ｎo５○山田 早苗 １－６ ６－１ ６－０ 那須 
 

１９８４（昭和５９）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

（ ９月２１日     青学大） 

     ○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 青学大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○島田・萬田 ６－１ ６－４     古賀・岡田 
Ｎo２×角田・平尾 ６－３ ４－６ ４－６ 二本松・中川 
Ｎo３○中西・岡島 ６－３ ６－２     森戸・小早川 
 (シングルス) 
Ｎo１○島田 和弘 ６－０ ６－２     浦野 
Ｎo２○岡島 伸仁 ６－３ ６－１     岡田 
Ｎo３○萬田 尚起 ６－３ ７－５     古賀 
Ｎo４○平尾 忠久 ６－４ ６－３     小早川 
Ｎo５○角田 潤哉 ６－２ ６－３     森戸 
Ｎo６×橋本 龍一 ５－７ ２－６     二本松 
 
１９８４（昭和５９）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

           （  月  日     同志社） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  大市大 

 
１９８４（昭和５９）年 

【定期戦】     対 京都大学戦 

           （  月  日     ） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  京都大 

 
１９８４（昭和５９）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （１２月 ９日     関大） 

     ○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 関西大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○角田・平尾   ６－４ ７－５   十河・辻垣内 
Ｎo２○橋本・田中(功)  ７－５ ６－１   金 ・杉野 
Ｎo３×田中(一)・京藤 ４－６ ６－３ ６－７  東 ・吉田 
 (シングルス) 
Ｎo１○島田 和弘 ６－０ ４－６ ７－５ 辻垣内 
Ｎo２○萬田 尚起 ６－１ ６－２     十河 
Ｎo３○橋本 龍一 ６－１ ６－１     杉野 
Ｎo４○田中  功 ６－２ ６－２     金 
Ｎo５○中西 健之 ６－３ ７－６     吉田 
Ｎo６×河崎 一洋 １－６ １－６     東 
 
１９８４（昭和５９）年 

【定期戦】第７回  対 関西大学戦     ＜ＯＢの部＞ 

（１０月２８日     関大） 

     × 同大ＯＢ６（２７－参加者－３０）６ 関大ＯＢ 

          （６６-ポイント-６８） 

 

１９８４（昭和５９）年 

【対抗戦】     対 福岡大学戦 

           （１１月１７日     同志社） 

     ○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 福岡大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○島田・萬田 ６－４ ６－１     辻松・広田 
Ｎo２○角田・平尾 ７－６ ７－５     中川・木下 
Ｎo３○中西・岡嶋 ６－２ ２－６ ６－２ 寺敷・梅津 
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 (シングルス) 
Ｎo１○島田 和弘     ８－６     木下 
Ｎo２×岡嶋 伸仁     ５－８     中川 
Ｎo３○萬田 尚起     ８－３     辻松 
Ｎo４○平尾 忠久 ６－２ ６－４     広田 
Ｎo５○角田 潤哉 ４－６ ６－２ ６－１ 岡本 
Ｎo６○田中  功 ６－１ ４－６ ６－２ 寺敷 
 
１９８４（昭和５９）年 

予選【関西学生春季テニストーナメント】 

                  予選（  月  日～    各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 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) 

 

１９８４（昭和５９）年 

【関西学生春季庭球トーナメント】 

         本戦（ ５月 ７日～１６日 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
岡嶋 伸仁   ６－３ ６－３   白山   （大市大） 
薮田 昌彦 ７－５ ４－６ １－６ 砂畑   （関学大） 
角田 潤哉 ３－６ ６－２ ６－７ 河田   （大市大） 
橋本 龍一 ３－６ ６－４ １－６ 中村   （大体大） 
萬田 尚起   ６－３ ６－４   岩田   （関学大） 
▽２回戦 
岡嶋 伸仁   １－６ ２－６   前田   （甲南大） 
島田 和弘   ６－２ ６－３   西田   （関学大） 
萬田 尚起   ２－６ ３－６   大丸   （福岡大） 
平尾 忠久   ６－１ ６－１   原田   （関学大） 
長谷川英央   ６－１ ６－３   宮本   （関 大） 
岩本  浩   ６－１ ６－０   渡辺   （近 大） 
▽３回戦 
島田 和弘   ６－１ ６－２   高橋   （大体大） 
平尾 忠久   ３－６ ２－６   関    （関学大） 
岩本  浩 ６－３ ５－７ ６－４ 長谷川英央 (同 大) 
▽４回戦 
島田 和弘   ５－７ ２－６   前田   （甲南大） 
岩本  浩   １－６ １－６   関    （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－５０） 

▽１回戦 
平尾・角田 ５－７ ６－４ ３－６ 藤木・渡辺（近 大） 
島田・萬田   ６－０ ６－３  久留美・福本（阪 大） 
薮田・橋本   ５－７ ２－６   寺沢・小森（近 大） 
▽２回戦 
長谷川・岩本  ６－１ ６－４   浜中・雑崎（立命大） 
島田・萬田   ６－２ ６－４   中島・酒井（近 大） 
▽３回戦 
長谷川・岩本  ５－７ ２－６   大迫・林 （中京大） 
島田・萬田   ３－６ ５－７   福島(関学)･大松((阪大) 
(女子シングルス)（Ｂ－６０） 

▽１回戦 
堀内美千子   ３－６ ２－６   山下   （大体大） 
山本 由佳   １－６ １－６   久保田（武庫川女大） 
武藤 一代   ３－６ ２－６   大山  （甲南女大） 
日下 浩子   ７－５ ６－３   浜田 （武庫川女大） 
江南 順子   ６－４ ６－４   西尾  （園田女大） 
大塚 由子   ６－１ ６－３   末次   （大体大） 
▽２回戦 

日下 浩子 ６－１ ４－６ ４－６ 藤原  （神女学大） 
江南 順子 １－６ ７－６ ２－６ 松井  （園田女大） 
大塚 由子   ０－６ ３－６   中坂  （園田女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３４） 

▽２回戦 
日下・山本   ３－６ ４－６   山下・薮本（大体大） 
武藤・大塚   １－６ ４－６  鞍懸・藤原（神女学大） 
 
１９８４（昭和５９）年 

予選【関西学生テニス選手権】（夏） 

         予選（  月  日～    各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 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) 

 

１９８４（昭和５９）年 

【関西学生テニス選手権】（夏） 

         本戦（ ８月１４日～２１日 魚崎浜TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－９２） 

▽１回戦 
田中  功 ３－６ ６－４ ６－２ 紅    （阪 大） 
角田 潤哉 ６－４ ４－６ ６－４ 福島   （和 大） 
稲葉 武史   ４－６ ２－６   河田   （大市大） 
萬田 尚起   ６－２ ６－３   林    （大体大） 
岡嶋 伸仁 ６－３ ５－７ ６－２ 大内   （甲南大） 
橋本 龍一   ３－６ ６－７   足立   （近 大） 
中西 健之 １－６ ６－３ ６－３ 宇津原  （甲南大） 
▽ ２回戦 
長谷川英央   ６－３ ６－４   天野   （大院大） 
田中  功 １－６ ６－３ １－６ 幡井   （京産大） 
岩本  浩   ６－３ ６－１   原田   （神学大） 
角田 潤哉   ０－６ ４－６   中村   （大体大） 
薮田 昌彦   ５－７ １－６   三谷   （甲南大） 
萬田 尚起   ６－１ ６－２   池田   （近 大） 
岡嶋 伸仁 ６－７ ６－０ ７－５ 上田   （大体大） 
平尾 忠久   ４－６ ０－６   浦田   （天理大） 
中西 健之   １－６ ３－６   中島   （近 大） 
島田 和弘   ６－３ ６－０   大栗   （立命大） 
▽３回戦 
長谷川英央   ４－６ ３－６   新谷   （大体大） 
岩本  浩 ６－１ ３－６ ３－６ 中村   （大体大） 
萬田 尚起   ４－６ ０－６   土居   （近 大） 
岡嶋 伸仁   ６－３ ７－５   浦田   （天理大） 
島田 和弘   ６－２ ６－３   曽々木  （神学大） 
▽４回戦 
岡嶋 伸仁   ２－６ ２－６   中島   （近 大） 
島田 和弘   ２－６ ０－６   関    （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－４６） 

▽１回戦 
中西・岡嶋   ６－４ ６－０   川延・古原（京産大） 
平尾・角田   ６－４ ６－２   大栗・稲田（立命大） 
橋本・田中 ４－６ ６－２ ６－３ 三浦・石原（甲南大） 
畠山・稲葉   ６－３ ６－４   菅原・松村（甲南大） 
▽２回戦 
中西・岡嶋   ２－６ ６－７   関 ・福島（関学大） 
平尾・角田   ７－６ ６－２   岩田・西田（関学大） 
島田・萬田   ７－６ ６－２  五十右・小川（京 大） 
長谷川・岩本 ４－６ ６－２ ７－６ 武田・荒木（大体大） 
橋本・田中   ６－７ ２－６   高寺・藤本（関学大） 
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畠山・稲葉   ６－７ ４－６   濃野・新谷（大体大） 
▽３回戦 
平尾・角田   １－６ ０－６   関 ・福島（関学大） 
島田・萬田   ２－６ １－６   高橋・川上（大体大） 
長谷川・岩本 ３－６ ７－６ ６－２ 高寺・藤本（関学大） 
▽準々決勝 
長谷川・岩本   ２－６ ２－６  田中・林 （大体大） 
(女子シングルス) 

▽１回戦（Ｂ－５６） 
江南 順子   ７－５ ６－４   谷    （武庫川女大) 
大塚 由子 ６－３ ０－６ ４－６ 松井   （園田女大） 
日下 浩子 ７－５ ６－７ ６－３ 西尾   （園田女大） 
▽２回戦 
江南 順子   ０－６ ２－６   鞍懸   （神女学大） 
日下 浩子   ２－６ ２－６   久保田 （武庫川女大） 
(女子ダブルス) 

▽１回戦（Ｂ－３２） 
日下・武藤   ４－６ １－６   鞍懸・藤原（神女学大） 
江南・大塚   ６－１ ６－４   松井・矢野 （天理大） 
▽２回戦 
江南・大塚   １－６ ２－６   寺田・古尾（園田女大） 
 
１９８４（昭和５９）年 

予選【関西学生室内テニス選手権】第１９回 

         予選（１１月 ８日～１２日 日本生命) 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－２３） 

▽１Ｒ 
平尾 忠久 １－６ ６－２ ６－１ 永井   （大体大） 
萬田 尚起   １－６ ４－６   三谷   （甲南大） 
長谷川英央       def      上田   （大体大） 
▽２Ｒ 
平尾 忠久 ２－６ ７－５ ６－３ 高橋   （大体大） 
長谷川英央   １－６ １－６   石本   （甲南大） 
岩本  浩   ６－２ ６－４   曽々木  （神学大） 
▽FIN 
平尾 忠久 ２－６ ７－５ ２－６ 井上   （京産大） 
岩本  浩   ３－６ ５－７   石本   （甲南大） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－１５） 

▽１Ｒ 
角田・平尾   ６－４ ６－４   青野・砂畑（関学大） 
島田・萬田   ６－３ ６－１   三浦・松浦（甲南大） 
岡嶋(同大)･曽々木(神学)   def    上田・長田（大体大） 
▽２Ｒ 
角田・平尾 ２－６ ６－３ ６－１ 島田・萬田（同 大） 
岡嶋・曽々木 ２－６ ６－２ ６－２ 土井(近大)･幡井(京産) 
▽FIN 
角田・平尾   ３－６ ３－６   南 ・中島（近 大） 
岡嶋・曽々木 ３－６ ６－３ ３－６ 川村・渡辺（京産大） 
予選 (女子シングルス)（Ｂ－１３） 

▽１R 
江南 順子   ５－７ ２－６   西洞 （武庫川女大） 
日下 浩子 ３－６ ６－４ ３－６ 藤本    (大体大) 
予選 (女子ダブルス)（Ｂ－６） 

▽１Ｒ 
江南・西洞(武庫川)  ５－７ ２－６  島 ・黒川（大体大） 
日下・鞍懸(神女学)    def    徳弘･福田（武庫川女大） 
▽２Ｒ 
日下・鞍懸   ２－６ ３－６   山下・藤本（大体大） 

 
１９８４（昭和５９）年 

【関西学生室内テニス選手権】第１９回 

     本戦（１２月１３日～１６日 神戸市立中央体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－２１） 

▽１回戦 
島田 和弘   ６－２ ６－１   辻垣内   （関 大） 
▽２回戦 
島田 和弘   ３－６ ２－６   福島    （関学大） 
岡嶋 伸仁   ３－６ ４－６   中村    （大体大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１２） 

▽１回戦 
長谷川・岩本 ６－４ ２－６ ６－０ 岩田・山本 （関学大） 
▽２回戦 
長谷川・岩本   ０－６ ３－６   前田(甲南)･三竿(関学) 
 
１９８４（昭和５９）年 

【関西学生地域 (京都地区) テニストーナメント】 

           （ ６月２０日～３０日 各大学） 
(男子シングルス) 

▽準決勝  岡嶋 伸二   ３-６ ２-６  宮村（京産大） 

            薮田 昌彦   ６-２ ６-４  大栗（立命大） 

▽決 勝    薮田 昌彦   ７-６ ６-２  宮村（京産大） 

      〈優 勝〉 
(男子ダブルス) 

 

(女子シングルス)（Ｂ－１５１） 

▽２回戦  日下 浩子8-0山本（京産大） 

服部 弘美8-0市山（立命大） 持丸 直子def小林（京府大） 

堀内美千子8-0尾崎（京薬大） 山本 由佳8-2神原（京女大） 

大塚 由子8-2山口（京教大） 山田 早苗def吉江（京工大） 

岡 裕美子8-0安田（京工大） 烏賀陽梨沙7-9松林（京府大） 

江南 順子8-1中西（京産大） 

▽３回戦  日下 浩子8-1堀（ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女） 

服部 弘美8-0横山（京薬大） 持丸 直子0-8波多野(ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ) 

堀内美千子8-0野洲（仏 大） 山本 由佳8-2藤江（京教大） 

大塚 由子8-0長江（京府大） 山田 早苗8-4山村（京文短） 

岡 裕美子8-1佐久間（仏大） 江南 順子8-2川村（仏 大） 

▽４回戦  日下 浩子8-0小西（京文短） 

服部 弘美8-1玉井（同女大） 堀内美千子8-3近藤（京工大） 

山本 由佳8-3国里（京府大） 大塚 由子8-3藤井（京女大） 

山田 早苗8-6渡部（京産大） 岡裕美子8-1有岡（ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女） 

江南 順子8-0若林（京女大） 

▽４回戦  日下 浩子8-2山田（京外大） 

服部 弘美8-2波多野(ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女) 堀内美千子8-3平井（京外大） 

山本 由佳8-0古幸（京府大） 大塚 由子8-2酒井（仏 大） 

山田 早苗8-2早川（ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女）岡 裕美子8-1伊藤（京府大） 

江南 順子－松林（京府大） 

▽準々決勝 

日下 浩子8-2服部 弘美(同大)  山本 由佳8-1堀内美千子(同大) 

大塚 由子8-5山田 早苗(同大)  江南 順子8-4岡  裕美子(同大) 

▽準決勝  山本 由佳 １-６ ６-４ ６-２ 日下 浩子（同大） 
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      江南 順子 ２-６ ６-３ ６-１ 大塚 由子（同大） 

▽決 勝  江南 順子 ６－３ ６－０ 山本 由佳（同大） 

      〈優 勝〉          〈準優勝〉 
(女子ダブルス)（Ｂ－６６） 

▽２回戦  持丸･烏賀陽8-2 宮崎(仏大)･宮下(京産) 

山本･日下8-1奥田･生駒(聖母) 山田･服部8-3中西･山上(京産) 

堀内･岡 8-0小池･北畑(京府) 江南･大塚8-0小林･中山(京女) 

▽３回戦  持丸･烏賀陽8-4日野･西村(聖母) 

山本･日下8-1松林･長江(京府) 山田･服部8-1小西･福森(文短) 

堀内･岡 8-0岡本･嶋村(立命) 江南･大塚8-1日野･麻生(龍大) 

▽４回戦  持丸･烏賀陽5-8早川･波多野(ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女) 

山本･日下8-4川村･寺川(仏大) 山田･服部5-8奥村･酒井(仏大) 

堀内･岡8-2長野･沢越(平女短) 江南･大塚8-1平井･山田(京外) 

▽準々決勝 堀内･岡 4-8足利(龍大)･国里(京府) 

山本･日下8-2市山･神谷(立命) 江南･大塚8-1古幸･伊藤(京府) 

▽準決勝  山本・日下 ６-２ ６-１ 早川･波多野(ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女) 

            江南・大塚 ６-２ ６-２ 足利(龍大)･国里(京府) 

▽決 勝  江南・大塚 ７-５ ７-６ 山本・日下   (同  大) 

            〈優 勝〉                 〈準優勝〉 
 

１９８４（昭和５９）年 

【関西学生新進庭球トーナメント】 

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

(女子シングルス)（Ｂ－   ）(女子ダブルス)（Ｂ－   ） 

 

１９８４（昭和５９）年 

【関西学生新人庭球トーナメント】 

         予選（１０月  日～８日間 各大学） 
予選出場者 (男子シングルス) 

３回生 畠山 仁史 角田 潤哉 稲垣  博 稲葉 武史 

今川健一郎 中西 健之 橋本 龍一 平尾 忠久 

和知 孝一 

２回生 萬田 尚起 河崎 一洋 田中 一彦 

１回生 岡嶋 伸二 米谷  繁 田中  功 京藤 正弘 

 善野 吉博 堂本 嘉信 日野谷太志 

予選出場組 (男子ダブルス) 

田中(功)・京藤 稲葉・畠山 中西・橋本 
予選出場者 (女子シングルス) 

３回生 青戸 和子 江南 順子 

２回生 大塚 由子 岡 裕美子 山田 早苗 

１回生  服部 弘美 鳥賀陽梨沙 持丸 直子 

予選出場組 (女子ダブルス) 

           本戦（１１月 ７日～１１日 各大学） 

 (男子シングルス) 

▽１回戦 
中西 健之   ６－３ ６－４   三谷    （神学大） 
角田 潤哉   ６－０ ６－１   原田    （摂南大） 
橋本 龍一   ６－１ ７－５   浅井    （阪 大） 
稲葉 武史 ７－５ ３－６ ２－６ 中島    （龍谷大） 
▽２回戦 
田中  功 ０－６ ６－３ ６－０ 楠葉    （京 大） 
中西 健之 ６－７ ６－２ ６－４ 田中    （京 大） 

角田 潤哉   ６－３ ６－１   池田    （大院大） 
橋本 龍一   ３－６ ４－６   砂畑    （関学大） 
▽３回戦 
田中  功 ３－６ ６－０ ６－１ 中山    （京産大） 
角田 潤哉 ６－３ ０－６ ６－４ 中西 健之 （同 大） 
▽準々決勝 
田中  功   ４－６ ４－６   辻垣内   （関 大） 
角田 潤哉   ２－６ ４－６   十河    （関 大） 
(男子ダブルス) 

▽１回戦 
田中(功)・京藤  ６－４ ７－５   西脇・池田 （大院大） 
稲葉・畠山   ６－４ ７－６   後藤・宮本 （龍谷大） 
中西・橋本   ６－２ ６－１   上田・西田 （関学大） 
▽２回戦 
田中(功)・京藤  ３－６ ４－６   小林・渡辺 （近 大） 
稲葉・畠山   １－６ ６－７   中山・松石 （京産大） 
中西・橋本   ６－２ ６－１   五十右・小川（京 大） 
▽準々決勝 
中西・橋本   ３－６ ４－６   十河・辻垣内（関 大） 
(女子シングルス) 

▽２回戦 

大塚 由子   ６－２ ６－２   下前  （武庫川女大） 

▽３回戦 

大塚 由子   ６－２ ６－１   黒川    （大体大） 

▽準々決勝 

大塚 由子   ６－１ ７－６  久保田(紀) (武庫川女大) 

▽準決勝 

大塚 由子   ６－７ ４－６   新野    （大教大） 

 
１９８４（昭和５９）年 

【全日本学生テニス選手権】第５２回 

   予選（ ７月１６日～２２日 香枦園TC） 
予選 (男子シングルス) 

▽１Ｒ 
平尾 忠久 １－６ ６－４ ６－３ 杉原    （慶応大） 
予選 (男子ダブルス) 

▽ １Ｒ 
長谷川・岩本   ６－７ １－６   友岡・山室 （慶応大） 
 
１９８４（昭和５９）年 

【全日本学生室内テニス選手権】第２１回 

         予選（１２月 ６日～ ９日 東京体育館） 
予選 (男子シングルス) 
▽１Ｒ 
長谷川英央   １－６ ２－６   大地    （早 大） 
平尾 忠久   ２－６ ４－６   辻     （早 大） 
 
１９８４（昭和５９）年 

【京都学生テニストーナメント】 

         本戦（１２月 ４日～２２日 小畑川） 
(男子シングルス) 

▽１回戦 
畠山 仁史 ６－４ ４－６ ７－５ 椎木    （京 大） 
橋本 龍一   ７－５ ６－２   河野    （京 大） 
中西 健之   ７－５ ６－４   小川    （京 大） 
角田 潤哉 ６－３ １－６ ７－５ 浜中    （立命大） 
▽２回戦 
畠山 仁史 ３－６ ６－４ ４－６ 幡井    （京産大） 
橋本 龍一   ６－７ ３－６   宮村    （京産大） 
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中西 健之 
田中  功   ６－２ ６－４   田中    （京 大） 
萬田 尚起 ４－６ ６－１ ６－３ 角田 潤哉 （同 大） 
岡嶋 伸仁   ６－１ ６－２   後藤    （龍谷大） 
稲葉 武史   ２－６ ４－６   中山    （京産大） 
島田 和弘   ６－４ ６－３   稲田    （立命大） 
平尾 忠久 ７－５ ３－６ ６－７ 小川    （京 大） 
長谷川英央   ６－２ ６－３   瀬戸    （仏教大） 
岩本  浩   ６－１ ６－２   藤田    （龍谷大） 
薮田 昌彦   ６－２ ６－２   中嶋    （龍谷大） 
▽３回戦 
田中  功 ６－３ ２－６ ６－４ 幡井    （京産大） 
長谷川英央   ６－０ ６－３   萬田 尚起 （同 大） 
岡嶋 伸仁   ３－６ ４－６   松石   （京産大） 
島田 和弘   ６－１ ６－１   五十右  （京 大） 
岩本  浩 ６－１ １－６ ４－６ 宮村   （京産大） 
薮田 昌彦   ４－６ １－６   渡辺   （京産大） 
▽準々決勝 
長谷川英央   ６－０ ６－１   田中  功（同 大） 
島田 和弘 ４－６ ６－１ ７－６ 井上   （京産大） 
▽準決勝 
長谷川英央 ３－６ ６－１ ７－６ 渡辺   （京産大） 
島田 和弘   ５－７ ５－７   川村   （京産大） 
▽決 勝 
長谷川英央   ０－６ ５－７   川村   （京産大） 
〈準優勝〉 

(男子ダブルス) 

▽１回戦 

田中(一)・京藤 ６－４ ４－６ ６－４ 豊田・国友(京教大) 

▽２回戦 

稲葉・畠山      ４－６  ３－６   中山・松石 (京産大) 

長谷川(同大)･幡井(京産) ７-６ ６-４  橋本･田中(功)(同大) 

角田・平尾 ６－３ ５－７ ３－６  横山･加賀谷(京 大) 

田中(一)・京藤 ６－２ １－６ １－６  川村・渡辺 (京産大) 

中西・岡嶋  ６－１ ３－６ ６－３ 大栗・稲田（立命大） 

島田・萬田    ６－１ ６－２    柴田・古原（京産大） 

薮田・岩本  ３－６ ６－１ ６－２  中嶋・柴本（龍谷大） 

▽準々決勝 

島田・萬田  ６－２ ４－６ ６－４  中西・岡嶋（同 大) 

長谷川(同大)･幡井(京産)６－２ ６－１ 横山･加賀谷(京 大) 

薮田・岩本   ２－６ ０－６    川村・渡辺（京産大） 

▽準決勝 

島田・萬田  ６－７ ６－４ ３－６ 川村・渡辺（京産大） 

長谷川(同大)･幡井(京産)１-６７-６６-２ 井上・宮村(京産大) 

▽決 勝 

長谷川(同大)･幡井(京産)６－７ １－６ 川村・渡辺（京産大） 

〈準優勝〉 

(女子シングルス) 

▽２回戦 

江南 順子   ６－２ ６－１   国里   （京府大） 

岡 裕美子   ６－７ ２－６   波多野  （ダム女） 

服部 弘美   ６－１ ６－１   王    （京外大） 

山田 早苗 ６－１ ２－６ ６－３ 篠原   （京 大） 

大塚 由子   ６－１ ６－０   神谷   （立命大） 

▽準々決勝 

江南 順子   ６－２ ６－１   早川   （ダム女） 

服部 弘美   ６－１ ６－１   波多野  （ダム女） 

山田 早苗   ３－６ １－６   加藤  （光華女大） 

大塚 由子   ６－１ ６－２   足利   （龍谷大） 

▽準決勝 

江南 順子 ６－２ ３－６ ６－２ 服部 弘美（同 大） 

大塚 由子   ６－２ ６－２   加藤  （光華女大） 

▽決勝 

江南 順子   ７－６ ７－５   大塚 由子（同 大） 

〈優 勝〉             〈準優勝〉 

(女子ダブルス) 

▽２回戦 

江南・大塚   ６－１ ６－１   岡本・嶋村（立命大） 

岡(同大)･足利(龍大) ６－１ ６－２  国友・伊藤（京府大） 

山田・服部 ２－６ ６－３ ４－６ 奥村・酒井（仏教大） 

▽準決勝 

江南・大塚   ６－３ ６－０   岡(同大)･足利(龍大) 

▽決 勝 

江南・大塚   ６－１ ６－１  早川･波多野（ダム女) 

〈優 勝〉 

 

１９８４（昭和５９）年 

【京都市テニス選手権】第３回 

           （  月  日～    ） 
壮年（男子ダブルス〉 

▽決 勝  堀内(OB東山TC)･脇田(東山TC)〈優 勝〉 

 

１９８４（昭和５９）年 

【京都府テニス選手権】第３８回 

       （１０月２１日～１１月１１日 西院・小畑川） 
予選 (男子シングルス) 
S1R日野谷太志0-8尾崎(日新電機) S1R田中一彦def境(ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ) 

S1R萬田尚起8-3小林(北山ﾜｲﾙﾄﾞ) S2R萬田尚起8-0太田(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 
S3R萬田尚起8-0山下(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ)FIN萬田尚起8-4立川(泉TC) 

S1R稲葉武史8-1洪(四宮ｸﾗﾌﾞ)   S2R稲葉武史8-0木村(SKY) 

S3R稲葉武史8-3江崎(京際ﾛｰﾝ) FIN稲葉武史8-3近松(京市役所) 

S1R田中功0-8近松(京都市役所) S2R稲垣博1-8上萩(府大OB会) 

S1R岡嶋伸二def猪原(日本新薬)  S2R岡嶋伸二8-1森(村田機械) 
S3R岡嶋伸二8-6原田(大日本SC)  FIN岡嶋伸二8-3谷畑(島津TC) 
S2R今川健一郎4-8佐野(MDTC)  S2R畠山仁史6-8村田(四宮ｸﾗﾌ )゙ 
S1R中西健之8-5行村(同志社ｶﾞｯﾂ) S2R中西健之8-3西田(大日SC) 

S3R中西健之8-2佐野(MDTC)       FIN中西健之8-6松石(京産大) 

S1R京藤正弘8-2西脇(京産大)    S2R京藤正弘9-7鈴木(四宮ｸﾗﾌ )゙ 
S3R京藤正弘1-8幸坂(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)   S1R米谷 繁1-8末富(ﾏｲｽﾀｰ TC) 
S1R戸田毅(OB)8-2善野吉博(同大) S2R戸田毅(OB)3-8駒田(ﾎﾜｲﾃｨ) 

S1R河崎一洋def原田(宇治ｶﾞｰﾃﾞﾝ)  S2R河崎一洋8-2前田(京産大) 
S3R河崎一洋8-2早田(東山TC)      FIN河崎一洋8-6尾崎(ﾎﾜｲﾃｨ) 
S1R角田潤哉8-1山口(嵐山TC)  S2R角田潤哉8-0入江(四宮ｸﾗﾌ )゙ 
S3R角田潤哉8-1田原(ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ) FIN角田潤哉8-3村田(四宮ｸﾗﾌ )゙ 
S1R和知孝一8-3芳野(四宮ｸﾗﾌ )゙  S2R和知孝一7-9山内(京産大) 
予選 (男子ダブルス) 
D2R橋本･田中8-2森下･福屋(京産大) 

D3R橋本･田中8-5十田･田所(ﾛｰﾑ) 

FIN橋本･田中8-4福中･長澤(ﾌｧｲﾅﾙ) 

D2R和知･京藤8-1福田･渡邊(京都地方検察庁) 

D3R和知･京藤8-4宮本･古川(日新電機) 

FIN和知･京藤7-9鈴木･長田(西の丘LTC) 

D1R角田･平尾8-3社本･光本(京大) 
D2R角田･平尾8-5不破(ｻｻﾞﾝ TC)･西田(京都市役所) 
D3R角田･平尾8-2吉村･幸坂(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 
FIN角田･平尾8-3稲葉･畠山 (同 大) 
D1R稲葉･畠山8-4中西･人見   (MDTC) 
D2R稲葉･畠山8-1山内･原   (京産大) 



 24

D3R稲葉･畠山8-5谷垣･谷畑(島津TC) 
D1R河崎･田中8-1望月･小川(島津TC) 

D2R河崎･田中8-0八木･保井(三菱電機) 

D3R河崎･田中8-3米沢･福田(京都市水道局) 

FIN河崎･田中9-7多屋･加藤(東京海上) 

D1R中西･岡嶋def時岡･稲井(KMTC) 

D2R中西･岡嶋8-1西脇･内田(京産大) 

D3R中西･岡嶋def畑･西田(KMTC) 

FIN中西･岡嶋7-9近松･北川(京都市役所) 

D1R善野･今川5-8岸･小坂(西の丘LTC) 

D1R米谷･日野谷9-7寺西･今西(日本板硝子) 
D2R米谷･日野谷def広田･佐藤(京産大) 
D3R米谷･日野谷1-8那須･水谷(府大OB会) 
予選 (女子シングルス) 
S1R鳥賀陽梨沙0-8山内(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)   S1R持丸直子－安田 (ﾌﾚﾝﾄﾞ) 

FIN服部弘美def小川(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 
S1R山田早苗def伊藤(TC大原野)  FIN山田早苗8-1山本(TCﾁｯﾌﾟｽ) 
D1R岡裕美子8-2藤野(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  FIN岡裕美子8-3明石(難波企画) 
予選 (女子ダブルス) 
D1R持丸･鳥賀陽3-8辻本･稲田(京産大) 

D1R山田･服部def通次･栗山(日新電機) 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
橋本龍一(同大)－井上(京産大) 中西健之(同大)－林(日本板硝子) 
角田潤哉(同大)－柴垣行男(OB日本新薬) 
岡嶋伸二(同大)-広野(ﾌﾚﾝﾄﾞ) 河崎一洋(同大)－市村(島津TC) 

薮田昌彦(同大)－斉藤(味楽園) 島田和弘(同大)－木村(三菱電機) 
萬田尚起(同大)－堀(舞鶴ﾛｰﾝ)   稲葉武史(同大)－山本(府庁ﾛｰﾝ) 
▽準々決勝 
島田 和弘(同大) ６－７ ７－６ ６－３ 阿部（湯山TS） 
萬田 尚起(同大) ４－６ ４－６      中野（神足TC） 
中西 健之(同大) １－６ １－６     川村 （京産大） 
▽準決勝 
島田 和弘(同大) １－６ ６－３ ７－５ 中野（神足TC） 

▽決 勝 
島田 和弘(同大) ４－６ １－６     川村  （京産大） 

〈準優勝〉 

 (男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦  河崎･田中(同大)－今井･竹内(日本新薬) 
      角田･平尾(同大)－松浦(ｸﾞﾝｾﾞ)･小林(綾部ﾛｰﾝ) 

      島田･萬田(同大)－嘉喜･川口(宮津ﾃﾆｽｸ) 
      橋本･田中(同大)－中村･小林(北山ﾜｲﾙﾄﾞ) 
▽準決勝 島田・萬田(同大)7－6 2－6 6－3 川村･渡辺(京産大) 
▽決 勝 島田・萬田(同大)〈優 勝〉7-5 6-4今井･竹内(日本新薬) 
８４ 京都ダンロップ (男子ダブルス)Ａ（Ｂ－５） 

▽準決勝  堤(OB ｸﾞﾘｰﾝﾅｳ)･今井(日本新薬)9-8境･駒田(ﾎﾜｲﾃｨ) 
▽決 勝 堤(OB ｸﾞﾘｰﾝﾅｳ)･今井(日新薬) 6-2 6-3戸田(OB)･田村(ﾜｲﾙﾄﾞ) 
 (女子シングルス)（Ｂ－３２） 
▽１回戦  岡裕美子(同大)－金子(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ桃山) 
江南順子(同大)－安田(ﾌﾚﾝﾄﾞ)    大塚由子(同大)－岡   (ﾌﾚﾝﾄﾞ) 
▽準決勝  江南順子(同大) 5－7  6－3  6－3 土屋(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ) 
▽決 勝  江南 順子(同大)６－４ ６－１大崎(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ桃山) 
      〈優 勝〉 

(女子ダブルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦  江南･大塚(同大)－山田･中村(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝池) 
壮年 (男子シングルス)（Ｂ－２４） 

▽１回戦  中村 宏(OB ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ)－後藤(くずはｸﾞﾘｰﾝ) 
      田中良和(OB ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ)－渡辺(北陵TC) 
 

１９８４（昭和５９）年 

【毎日庭球選手権】第５９回（春） 

           （ ５月２１日～11日間 香枦園TC） 
 (男子シングルス) 

（Ｂ－３２）以上 記録ナシ 
(男子ダブルス) 

▽５回戦（Ｂ－１６） 
中西・岡島(同大) ３－６ ２－６ 木下(ﾖﾈｯｸｽ)･島内(金剛GTC) 
４５才以上 (男子ダブルス) 

▽準決勝 
久保(OB朝生)･徳久(ｶﾜｻｷﾜｺｰ) def 藤田(広島TC)･庄司(広島医師) 
▽決 勝 
久保(OB朝生)･徳久(ｶﾜｻｷﾜｺｰ)6-3 2-6 7-5為藤･高田(天王寺TC) 
〈優 勝〉 
 

１９８４（昭和５９）年 

【関西庭球選手権】第６０回 ヨネックスカップ 

         予選（ ７月 ２日～１１日 靭公園TC） 
予選 (男子シングルス) 
▽１R 
橋本龍一(同大)5-7境(守口TC)  岡嶋伸仁(同大)def戸村(朝生TK) 
田中英次(OB三和TS)6-1寺前(近大)角田潤哉(同大)6-4菅原(甲南) 
薮田昌彦(同大)6-2大和(関大)   中西健之(同大)def安田(愛院大) 
▽２R 
河島正臣(OB日電装)def塩見(京大)  岩本浩(同大)6-3落合(ｺﾞｰｾﾝ) 
田中英次(同大)5-7内田(日本生命) 角田潤哉(同大)5-7三竿(関学) 
薮田昌彦(同大)3-6田渕(ｺﾞｰｾﾝ)    平尾忠久(同大)7-5村上(日大) 
植村二郎(OB ﾃﾆｽ H)4-6細川(芦屋GTC) 中西健之(同)6-2武田(門鉄) 
▽３R 
河島 正臣(同大)   ３－６ ５－７   酒井  (近 大) 
岩本  浩(同大) ６－３ ３－６ ６－４ 上田  (大体大) 
平尾 忠久(同大)   ７－５ ６－０   松浦  (甲南大) 
中西 健之(同大) ６－４ ５－７ 0-3 def  高寺    (関学大) 
▽４R 
岩本  浩(同大)   ２－６ １－６   川上  (大体大) 
平尾 忠久(同大)   ３－６ １－６   安藤 (紳氏宮TC) 
予選 (男子ダブルス) 
D1R中西･橋本(同大) 2-6宇治田･尾崎(ｴｸﾞｻﾞｽ TC) 
D1R河島(OB日本電装)･岡本(日本電装) def 森井･戸村(朝日生命) 
D1R角田･岡嶋(同大) 4-6手塚(朝日生命TK)･安藤(紳宮TC) 
D1R田中(OB三和)･神谷(美濃C) def上野山･灘本(本山ｲﾝﾄﾞｱ TC) 
D2R田中(OB三和)･神谷(美濃C) 4-6本村(ﾒｲﾕｰﾙ TC)･塩釜(豊友TC) 
D3R田中(OB三和)･神谷(美濃C)7-5 6-1手塚(朝生)･安藤(紳友TC) 
FIN田中(OB三和)･神谷(美濃C)5-76-44-6川村(京産)･新谷(四宮) 
予選 (女子ダブルス) 
S2R大塚由子(同大) def大谷(武庫川) 
S2R江南順子(同大) 7-5松田(豊田自動車) 
S3R江南  順子(同大) １－６ ５－７ 村岸(ﾐｸﾆ TC) 
         本戦（ ８月 ６日～１２日 靭公園TC） 
４５歳以上 (男子シングルス)（Ｂ－３０） 
▽１回戦 
久保 嘉定(OB朝日生命)  ６－０ ６－２ 芳川(甲子園TC) 
▽準々決勝 
久保 嘉定(OB朝日生命) ２－６ ６－４ ７－６ 長田 (紳宮TC) 
▽準決勝 
久保 嘉定(OB朝日生命) ６－４ ４－６ ７－６ 徳久(ｶﾜｻｷﾜｺｰ) 
▽決 勝 
久保 嘉定(OB朝日生命) ６－４ ２－６ ２－６ 赤尾 (醍醐TC) 
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〈準優勝〉 

４５歳以上 (男子ダブルス)（Ｂ－１３） 
▽準々決勝 
久保(OB朝生)･徳久(ｶﾜｻｷﾜｺｰ) def池田(江坂GTC)･松本(香枦園TC) 
▽準決勝 
久保(OB朝生)･徳久(ｶﾜｻｷﾜｺｰ)6－3 6－1松井･中川(芦屋国際LTC) 
▽決 勝 
久保(OB朝生)･徳久(ｶﾜｻｷﾜｺｰ) 4-6 3-6小田原(日電炉)･藤原(ﾔｵ SP) 
〈準優勝〉 
 
 


