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１９８５（昭和６０）年 

◆社会：ﾊﾚｰ彗星探査機『さきがけ』打上－国産初人工衛星(1/8)。 

    科学万博開催(3/16～9/16)。大鳴門橋開通(1690m)(6/8)。 

    青函ﾄﾝﾈﾙ(53.85K)の本坑貫通 (21年ぶり)(3/10)。 

    日航ｼﾞｬﾝﾎﾞ機事故(群馬)(8/12)。 
【京都－古都税実施(7/10)】 

★流行語：『私はコレで会社をやめました』 

 

１９８５（昭和６０）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）広島 大久野島 
                      国民休暇村 
１９８５（昭和６０）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】 

       （ ４月 １日～    ） 
＜男子１部リーグ＞ 

     ○ 同志社 ５（複３－０ 単２－４）４ 甲南大② 

（ダブルス） 

Ｎo１○島田・萬田 ６－７ ６－４ ６－４ 坂元・石本 
Ｎo２○角田・岡嶋 ７－５ ７－５     三谷・石原 
Ｎo３○中西・加藤 ６－３ ６－３     菅原・宇津原 
（シングルス） 
Ｎo１○島田 和弘 ６－０ ７－６     坂元 俊一 
Ｎo２×岡嶋 伸仁 ３－６ ４－６     三谷 友孝 
Ｎo３×萬田 尚起 ２－６ ３－６     石本  茂 
Ｎo４○平尾 忠久 ６－３ ６－０     石原  卓 
Ｎo５×橋本 龍一 ６－７ ４－６     宇津原彰一 
Ｎo６×田中  功 ３－６ ５－７     松村 敏治 
 
     ○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 関学大③ 

（ダブルス） 

Ｎo１○島田・萬田 １－６ ６－２ ６－１ 岩田・山本 
Ｎo２×角田・岡嶋 ６－４ ５－７ ３－６ 藤本・青野 
Ｎo３○中西・加藤 ６－２ ６－３     砂畑・西田 
（シングルス） 
Ｎo１○島田 和弘 ６－１ ７－５     藤本 知生 
Ｎo２×岡嶋 伸仁 ６－７ ５－７     岩田 泰明 
Ｎo３○萬田 尚起 １－６ ６－４ ６－４ 西田 次郎 
Ｎo４×平尾 忠久 ４－６ ２－６     青野 慎哉 
Ｎo５×橋本 龍一 ５－７ ４－６     砂畑 充伸 
Ｎo６○田中  功 ２－６ ６－４ ６－２ 山本 健司 
 
     ○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 大体大④ 

（ダブルス） 

Ｎo１○島田・萬田 ６－２ ６－３     田中・林 
Ｎo２×角田・岡嶋 ２－６ ６－２ ３－６ 高橋・川上 
Ｎo３○中西・加藤 ６－３ ６－２     新谷・城之内 
（シングルス） 
Ｎo１○島田 和弘 ６－２ ６－４     川上 晃司 
Ｎo２○岡嶋 伸仁 １－６ ６－０ ７－５ 中村 俊哉 
Ｎo３○萬田 尚起 ６－７ ７－５ ７－５ 新谷 晶二 
Ｎo４○平尾 忠久 ７－６ ６－０     永井 隆晴 
Ｎo５×橋本 龍一 ２－６ １－６     高橋 優夫 
Ｎo６×田中  功 ２－６ ７－６ ２－６ 田中 大介 
 

＜男子１部リーグ①位＞ ２連覇 同志社大学 ３勝０敗 

 
１９８５（昭和６０）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】      ＜女子の部＞ 

     （ ４月 １日～    大市大） 

＜女子２部リーグ＞ 

     ○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 大教大② 

 (ダブルス) 

Ｎo１○江南・大塚 ６－４ ５－７ ６－０ 岩井・新野 
Ｎo２○岡 ・服部 ６－２ ６－４     前田・浜里 
 (シングルス) 
Ｎo１○大塚 由子 ３－６ ６－４ ＮＥＴ 新野 
Ｎo２○江南 順子 ６－１ ６－２     岩井 
Ｎo３○服部 弘美 ７－５ ６－２     植木 
 

     ○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 帝院大③ 
 (ダブルス) 

Ｎo１○江南・大塚 ６－１ ６－１     西浦・後藤 
Ｎo２○岡 ・服部 ６－２ ６－２     浅野・松井 
 (シングルス) 
Ｎo１○大塚 由子 ６－２ ６－７ ６－０ 後藤 
Ｎo２○江南 順子 ７－６ ６－０     西浦 
Ｎo３○服部 弘美 ６－０ ６－１     松井 
 

     ○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 甲南大④ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○江南・大塚 ６－３ ６－７ ６－４ 佐武・山岡 
Ｎo２○岡 ・服部 ６－１ ６－２     清水・山浦 
 (シングルス) 
Ｎo１○大塚 由子 ６－３ ６－０     佐武 
Ｎo２○江南 順子 ６－１ ６－１     山岡 
Ｎo３○服部 弘美 ５－７ ６－２ ６－３ 坪井 
 

＜女子２部リーグ①位＞    同志社大学(女子) ３勝０敗 

 

【入替戦】       （ ４月１4日～    神戸女学院） 

     × 同志社 ２（複１－１ 単１－２）３ 神女院 

＜２部①位＞            ＜１部④位＞ 

 (ダブルス) 

Ｎo１×江南・大塚 ４－６ ３－６     鞍懸・藤原 
Ｎo２○岡 ・服部 ６－４ ６－０     松原・前原 
 (シングルス) 
Ｎo１×大塚 由子 ２－６ ０－６     鞍懸 
Ｎo２○江南 順子 ６－１ ６－０     藤原 
Ｎo３×服部 弘美 ４－６ １－６     前原 
 
＜女子２部リーグ（残留）＞  同志社大学(女子) 

 

１９８５（昭和６０）年 

【全日本大学対抗テニス王座決定試合】 

       （ ６月 ５日～    岐阜県営Ｃ） 
＜男子＞ 

▽1回戦 
     ○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 広島修道大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○島田・萬田 ７－６ ６－２     平中・宇津野 
Ｎo２○岡嶋・加藤 ７－５ ６－７ ６－３ 中本・小谷 
Ｎo３○角田・平尾 ６－２ ６－３     小林・高松 
 (シングルス) 
Ｎo１×島田 和弘 ２－６ ６－４ ０－６ 小谷 
Ｎo２○平尾 忠久 ６－２ ６－２     中本 
Ｎo３○萬田 尚起 ６－１ ６－３     平中 
Ｎo４○岡嶋 伸仁 ６－０ ６－２     越智 
Ｎo５○加藤 正二 ６－０ ６－１     小林 
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Ｎo６○田中  功 
▽準決勝 
     × 同志社 ０（複０－３ 単０－６）９ 早稲田大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×島田・萬田 ７－６ ３－６ ２－６ 辻 ・布施 
Ｎo２×岡嶋・加藤 ３－６ ６－７     谷山・山室 
Ｎo３×角田・平尾 ４－６ ２－６     平出・土橋 
 (シングルス) 
Ｎo１×島田 和弘 ０－６ １－６     土橋登志久 
Ｎo２×平尾 忠久 ５－７ １－６     山室 智明 
Ｎo３×萬田 尚起 ５－７ １－６     丸山 淳一 
Ｎo４×岡嶋 伸仁 ０－６ ０－６     布施 俊二 
Ｎo５×加藤 正二 ６－２ ３－６ ０－６ 佐  々 立之 
Ｎo６×田中  功 ２－６ ３－６     宮重 卓生 
 

＜全日本大学王座 第④位＞  同志社大学 

 

１９８５（昭和６０）年 

【全日本学生東西対抗テニス試合】第５０回 

       （ ６月２４・２７日 愛知 名城Ｃ） 

＜男子＞ 

     × 西 軍 １（複１－２ 単０－６）８ 東 軍 

 (ダブルス) 

Ｎo１×島田・萬田 ５－７ ２－６     村上・尾中 
       （同 大）             （東海大） 
 (シングルス) 
Ｎo６×岡嶋 伸仁 ３－６ ２－６     佐藤 雅春 
    （同 大）             （法政大） 
 

１９８５（昭和６０）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 

 
１９８５（昭和６０）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 

 

１９８５（昭和６０）年 

【定期戦】     対 京都大学戦 

           （  月  日     ） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  京都大 

 

１９８５（昭和６０）年 

【定期戦】     対 大阪市立大学戦 

           （  月  日     ） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  大市大 

 
１９８５（昭和６０）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （  月  日     ） 

     － 同志社  （複 －  単 － ）  関西大 

 
１９８５（昭和６０）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) 

 

１９８５（昭和６０）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 

    本戦（ ５月 １日～１０日 薬業鳴尾浜・宝塚TG） 
(男子シングルス)（Ｂ－９２） 

▽１回戦 
稲葉 武史   ３－６ ６－７   原田   （関学大） 
加藤 正二   ７－６ ６－３   古原   （京産大） 
橋本 龍一   ３－６ ２－６   濃野   （大体大） 
▽２回戦 
中西 健之   １－６ ３－６   砂畑   （関学大） 
岡嶋 伸仁   ７－６ ６－３   城ノ内  （大体大） 
島田 和弘   ６－１ ６－３   山本   （関学大） 
加藤 正二   １－６ ４－６   中島   （近 大） 
田中  功   １－６ ４－６   足立   （近 大） 
萬田 尚起   ６－３ ６－４   福島   （和 大） 
平尾 忠久   ６－０ ６－０   河田   （大市大） 
岩本  浩   ６－１ ６－０   前川   （大体大） 
角田 潤哉 ３－６ ７－５ ２－６ 中山   （京産大） 
▽３回戦 
岡嶋 伸仁   ６－３ ６－１   岩田   （関学大） 
島田 和弘   ４－６ ３－６   五十右  （京 大） 
萬田 尚起   ６－４ ６－４   永井   （大体大） 
平尾 忠久 ４－６ ６－４ ６－２ 石原   （甲南大） 
岩本  浩 ４－６ ６－４ ６－１ 宮村   （京産大） 
▽４回戦 
岡嶋 伸仁   ６－４ ６－４   新谷   （大体大） 
萬田 尚起   ６－２ ６－３   平尾 忠久（同 大） 
岩本  浩   ６－７ ４－６   渡辺   （京産大） 
▽準々決勝 
岡嶋 伸仁 ６－４ ４－６ ４－６ 石本   （甲南大） 
萬田 尚起   ５－７ ０－６   中島   （近 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－４６） 

▽１回戦 
稲葉・田中    ０－６ ３－６   中嶋・柴本（龍谷大） 
岩本・塚尾    ６－７ ４－６   福島・芝崎（和 大） 
岡嶋・加藤    ６－１ ６－３   浅井・鈴木（阪 大） 
中西・橋本    ３－６ ２－６   三谷・石原（甲南大） 
▽２回戦 
平尾・角田    ６－２ ６－３   西田・山本（関学大） 
岡嶋・加藤    ６－４ ７－６   中山・松石（京産大） 
島田・萬田    ６－４ ６－１   関 ・入交（関学大） 
▽３回戦 
平尾・角田    ０－６ １－６   川村・宮村（京産大） 
岡嶋・加藤    ６－４ ６－３   濃野・新谷（大体大） 
島田・萬田    ６－２ ６－２   岩田・藤本（関 学） 
▽準々決勝 
岡嶋・加藤    ６－４ ６－３   砂畑・青野（関 学） 
島田・萬田  ２－６ ６－４ ６－４ 三谷・石原（甲南大） 
▽準決勝 
岡嶋・加藤    ４－６ ２－６   坂元・石本（甲南大） 
島田・萬田    ６－１ ７－５   中島・酒井（近 大） 
▽決 勝 
島田・萬田    ６－３ ６－３   坂元・石本（甲南大） 
〈優 勝〉 

(女子シングルス)（Ｂ－６０） 

▽１回戦 
大塚 由子       def       小国  （甲南女大） 
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江南 順子 ３－６ ６－０ ６－２ 山口 （武庫川女大） 
▽２回戦 
大塚 由子   ６－２ ７－６   菅原 （武庫川女大） 
江南 順子   ０－６ ６－７   前田  （園田女大） 
▽３回戦 
大塚 由子   １－６ １－６   吉原  （園田女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽1回戦 
江南・大塚  ６－３ ２－６ ２－６ 生駒・琴寄（武庫川） 
 
１９８５（昭和６０）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) 

 

１９８５（昭和６０）年 

【関西学生テニス選手権】（夏） 

        本戦（ ８月１２日～２２日 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－９２） 

▽１回戦 
中西 健之   ６－４ ７－５   河田   （大市大） 
橋本 龍一 ６－４ ６－７ ６－４ 小林   （近 大） 
田中  功   ６－３ ６－２   柴本   （龍谷大） 
▽２回戦 
角田 潤哉   ６－３ ６－２   砂畑   （関学大） 
中西 健之 ６－７ ６－２ ６－２ 永井   （大体大） 
萬田 尚起   ６－１ ６－２   鈴川   （桃山大） 
岡嶋 伸仁   ６－３ ６－４   北村   （近 大） 
橋本 龍一 ３－６ ６－２ ６－３ 石原   （甲南大） 
加藤 正二   ６－３ ７－６   白山   （大市大） 
田中  功   ６－３ ６－４   足立   （近 大） 
平尾 忠久   ５－７ ３－６   辻垣内  （関 大） 
▽３回戦 
角田 潤哉   ６－１ ６－３   稲田   （立命大） 
中西 健之   ６－４ ６－４   西田   （関学大） 
萬田 尚起 ４－６ ６－１ ３－６ 磯野   （関学大） 
岡嶋 伸仁 ６－３ ４－６ ６－３ 広瀬   （甲南大） 
橋本 龍一   ４－６ ３－６   関    （関学大） 
加藤 正二   ６－２ ６－３   五十右  （京 大） 
田中  功   ３－６ ３－６   新谷   （大体大） 
▽４回戦 
中西 健之 ６－１ ３－６ ７－６ 角田 潤哉 (同 大) 
岡嶋 伸仁   ６－２ ６－４   田中   （大体大） 
加藤 正二   ３－６ １－６   川村   （京産大） 
▽準々決勝 
中西 健之 ６－４ ２－６ １－６ 川上   （大体大） 
岡嶋 伸仁 ６－７ ７－５ ４－６ 坂元   （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－４４） 

▽１回戦 
中西・橋本   ３－６ ５－７   中山・松石（京産大） 
▽２回戦 
島田・萬田   ７－５ ６－０   西 ・三古（神学大） 
平尾(同大)･青井(天理) ７－６ ７－５ 上田・原田 （関学大） 
岡嶋・加藤   ６－１ ６－１   松村･宇津原 (甲南大) 
角田(同大)･川村(京産) ６－１ ６－２  関 ・入交（関学大） 
▽３回戦 
島田・萬田    ６－４ ６－２   平尾(同大)･青井(天理) 

岡嶋・加藤  ３－６ ６－３ ４－６ 渡辺・井上（京産大） 
角田(同大)･川村(京産)３－６ ７－６ ６－３ 中島・酒井(近大) 
▽準々決勝 
島田・萬田    ６－３ ６－４   十河･辻垣内 (関 大) 
角田(同大)･川村(京産) ７－６ ６－１ 田中・林 （大体大） 
▽準決勝 
島田・萬田    ２－６ ２－６   渡辺・井上（京産大） 
角田(同大)･川村(京産) ６－０ ６－１ 高橋・川上（大体大） 
▽決 勝 
角田(同大)･川村(京産) ６－３ ６－４ 渡辺・井上（京産大） 
〈優 勝〉 

(女子シングルス)（Ｂ－５８） 

▽１回戦 
大塚 由子   ６－０ ６－０   滝沢  （園田女大） 
▽２回戦 
大塚 由子 ３－６ ６－１ ７－５ 菅原   (武庫川女大) 
▽３回戦 
大塚 由子   １－６ ０－６   木下  （園田女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－２６） 

▽１回戦 
大塚(同大)･大山(甲南女) ６－２ ６－４ 横田・奥村（大体大） 
岡 ・服部    ０－６ ３－６  西洞･山口(武庫川女大) 
▽２回戦 
大塚(同大)･大山(甲南女) 6－2 4－6 6－7 福田･菅原(武庫川女) 
 
１９８５（昭和６０）年 

予選【関西学生室内テニス選手権】第２０回 

         予選（１１月 ５日～１１日 日本生命） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－２４） 

▽１Ｒ 
田中  功 ５－７ ６－３ ６－４ 五十右  （京 大） 
岩本  浩   ７－５ ６－３   松石   （京産大） 
島田 和弘 ６－４ ４－６ ６－３ 西田   （関学大） 
平尾 忠久 ７－５ ０－６ ４－６ 宮村   （京産大） 
橋本 龍一       def      酒井   （近 大） 
▽２Ｒ 
田中  功   ２－６ １－６   池田   （大院大） 
島田 和弘 ７－６ ４－６ ７－６ 岩本  浩（同 大） 
橋本 龍一 ６－４ ５－７ ６－１ 中山   （京産大） 
▽FIN 
島田 和弘 ４－６ ７－６ ５－７ 池田   （大院大） 
橋本 龍一   ６－４ ６－３   稲田   （立命大） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－１６） 

▽１Ｒ 
岩本・平尾        def      新谷・中村（大体大） 
中西(同大)･宮村(京産) ４－６ ６－７   岩田・藤本（関学大） 
橋本・田中    ３－６ １－６   砂畑・青野（関学大） 
▽２Ｒ 
岡嶋・加藤  ３－６ ６－４ ６－３ 岩本・平尾（同 大） 
▽FIN 
岡嶋・加藤  ３－６ ７－６ ４－６ 広瀬(甲南)･青井(天理) 
予選 (女子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１R   大塚 由子 ５－７ ２－６ 水野（武庫川女大） 
予選 (女子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽１R   大塚(同大)･小国(甲南女) ２-６１-６ 島・黒川(大体) 
 
１９８５（昭和６０）年 

【関西学生室内テニス選手権】第２０回 
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      予選（１２月 ５日～８日 神戸市立中央体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－２２） 

▽１回戦 
岡嶋 伸仁   １－６ ２－６   池田   （大院大） 
加藤 正二   ６－７ ３－６   田中   （大体大） 
中西 健之   ６－２ ６－４   磯野   （関学大） 
▽２回戦 
橋本 龍一   ６－２ ６－３   石本   （甲南大） 
中西 健之   ５－７ ３－６   坂元   （甲南大） 
角田 潤哉 ７－６ ４－６ ７－６ 宮村   （京産大） 
▽準々決勝 
橋本 龍一   ３－６ ２－６   川上   （大体大） 
角田 潤哉 ３－６ ７－６ ５－７ 中島   （近 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１２） 

▽２回戦 
角田(同大)･川村(京産) ７－６ ７－６ 高橋・川上（大体大） 
島田・萬田    ６－７ ６－７   武田・荒木（大体大） 
▽準決勝 
角田(同大)･川村(京産) ６－２ ６－４ 滝口・坂本 （明治大） 
▽決 勝 
角田(同大)･川村(京産) ７－５ ６－４ 武田・荒木 （大体大） 
〈優 勝〉 
 

１９８５（昭和６０）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)（Ｂ－２３０） 

▽１回戦  柳川 和也8-6武田（京外大） 

米谷  繁def松田（仏教大）善野 吉博8-3竹屋（龍谷大） 

塚尾安左哲8-0田中（京教大）松井 則近8-0山田（仏教大） 

和地 孝一3-8堂加（立命大）保智  卓8-5五百川(京外大) 

堀部 文三－上嶌（京産大）  日野谷太志8-0三宅（京教大） 

関   勝8-4奥田（立命大）稲垣  博8-1久保（仏教大） 

今川健一郎7-9西嶋（明鍼大）畠山 仁史8-3猪田（京府大） 

京藤 正弘8-0宮脇（立命大）張間 雅貴0-8中野（龍谷大） 

▽２回戦  柳川 和也8-1山本（京薬大） 

米谷  繁def        橋本 龍一def 

善野 吉博8-3田川（立命大）稲葉 武史8-2最上（立命大） 

塚尾安左哲8-0鈴木（京園大）松井 則近8-5川崎（京外大） 

保智  卓def河野（京教大）田中  功def種子島（滋医大） 

中西 健之def安井（立命大）堀部 文三3-8８桂 （仏教大） 

日野谷太志5-8小島（立命大）加藤 正二8-5小林 （立命大） 

関   勝4-8前田（京産大）河崎 一洋8-4多保田（立命大） 

稲垣  博8-4福島（京教大）畠山 仁史8-1岸 （滋賀大） 

田中 一彦def               京藤 正弘8-6里見（京教大） 

角田 潤哉def林（滋医大） 

▽３回戦  柳川 和也1-8松石（京産大） 

米谷  繁def稲田（立命大）橋本 龍一－東 （京産大） 

善野 吉博8-5山田（滋 大）稲葉 武史def国広（京外大） 

塚尾安左哲5-8青木（仏教大）松井 則近7-9中田（京産大） 

保智  卓4-8三河（京工大）田中  功8-2藤原（京産大） 

中西 健之def伊藤（京外大）加藤 正二8-3岡本（京外大） 

河崎 一洋－稲垣 博(同大) 畠山 仁史def和田（龍谷大） 

田中 一彦def川本（京工大）京藤 正弘8-3山内（京産大） 

角田 潤哉8-2高田（京外大） 

▽４回戦  米谷  繁2-8大栗（立命大） 

橋本 龍一8-0松本（京産大）善野 吉博8-3国広（京外大） 

田中  功8-2三河（京工大）中西 健之6-8桂 （仏教大） 

加藤 正二8-4前田（京産大）河崎 一洋8-2中村（京産大） 

田中 一彦8-5柴田（京産大）京藤 正弘9-7井上（龍谷大） 

角田 潤哉8-3中野（龍 大） 

▽５回戦  橋本 龍一8-2善野（同 大） 

田中  功2-8新田（京産大）加藤 正二8-0河崎一洋(同大)  

田中 一彦9-8山本（京薬大）角田 潤哉－京藤 正弘(同大) 

▽準々決勝 橋本 龍一8-9大栗（立命大） 

加藤 正二8-1立石（京園大）角田 潤哉8-2田中 一彦(同大) 

▽準決勝  加藤 正二 ４-６ ６-４ ６-０ 角田 潤哉(同大) 

▽決 勝  加藤 正二 ６－２ ６－３  新田  （京産大） 

      〈優 勝〉 
(男子ダブルス)（Ｂ－１０３） 

▽１回戦  今川･和地3-8内田･猪田(京府) 

関 ･張間def今井･松岡(京産) 保智･堀部def野辺･井上(立命) 

▽２回戦  中西･橋本8-4太田･伊藤(京外) 

日野谷･米谷8-2山田･栗本(滋賀) 稲葉･畠山8-0阿部･嶽山(京園) 

田中･塚尾8-3桂 ･横井(仏教)  松井･柳川8-5佐藤･立石(京園) 

京藤･善野def池渕･小堀(滋医)  河崎･田中8-0青木･浜口(仏教) 

関 ･張間8-3阿部･田中(滋賀)  保智･堀部2-8内田･前田(京産) 

▽３回戦  中西･橋本8-1大林･畑中(明鍼大) 

日野谷･米谷8-9清水･松本(京教) 稲葉･畠山8-5野田･高杉(滋賀) 

田中･塚尾8-1国広･高田(京外)   松井･柳川8-5小西･楠戸(滋賀) 

河崎･田中8-1池渕･小堀(滋医)   関 ･張間2-8柴本･松岡(龍谷) 

▽４回戦  中西･橋本8-3清水･松本(京教) 

稲葉･畠山def原 ･西脇(京産)  田中･塚尾3-8中野･小西(龍谷) 

松井･柳川2-8柴田･岡 (京産)  河崎･田中8-1山内･広田(京産) 

▽準々決勝 中西･橋本8-1原 ･西脇(京産) 

            河崎･田中8-5林 ･内藤(滋医) 

▽準決勝  中西・橋本 ７－６ ６－２ 柴田・岡 （京産大） 

            河崎・田中 ３-６ ６-４ ２-６ 柴本・松岡(龍谷大) 

▽決 勝  中西・橋本 ６－１ ７－５ 柴本・松岡（龍谷大） 

      〈優 勝〉 
(女子シングルス)（Ｂ－１２０） 

▽１回戦  城野  香8-2富岡（滋賀大） 

山口 陽子1-8玉井（同女大） 山田 早苗8-6王 （京外大） 

鳥賀陽梨沙def福嶋（京教大） 堀  百代5-8加藤（光華大） 

▽２回戦  城野  香8-1平本（聖母短大） 

岡 裕美子4-8関  （聖母短大） 山田 早苗8-2巽 （京教大） 

服部 弘美8-1古川（聖母短大） 

▽３回戦  城野  香3-8野洲（仏教大） 

山田 早苗8-2岡（ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女） 服部 弘美8-0兼田（京教大） 

▽４回戦  山田 早苗5-8長江（京府大） 

      服部 弘美8-0山田（京外大） 

▽５回戦  服部 弘美5-8加藤（光華大） 
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(女子ダブルス)（Ｂ－４９） 

▽１回戦  山口･城野5-8松林･伊藤（京府大） 

      鳥賀陽･堀8-0兼田･広瀬（京教大） 

▽２回戦  岡 ･服部8-4長江･安永（京府大） 

      鳥賀陽･堀8-0山崎･磯貝（龍谷大） 

      山田(同大)･足利(龍大)8-1小笹･巽（京教大） 

▽３回戦  岡 ･服部8-0浅田(京教)･日野(龍大) 

      鳥賀陽･堀7-9市山･嶋村（立命大） 

      山田(同大)･足利(龍大)def桐村･小森（京薬大） 

▽４回戦  岡 ･服部8-5明石･入手（光華大） 

      山田(同大)･足利(龍大)8-2加藤･岡田（光華大） 

▽準決勝    岡 ・服部 ７-５ ６-４ 波多野･早川(ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ) 

            山田(同大)･足利(龍大) 6-3 6-2 市山･嶋村(立命大) 

▽決 勝  岡 ・服部 ７-５ ６-１ 山田(同大)･足利(龍大) 

            〈優 勝〉 
 

１９８５（昭和６０）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－   ） 

 

１９８５（昭和６０）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 河崎 一洋 田中 一彦 

２回生 米谷  繁 田中  功 京藤 正弘 善野 吉博 

    堂本 嘉信 日野谷太志 

１回生 松井 則近 柳川 和也 関   勝 播磨 正樹 

保智  卓 塚尾 安範 

予選出場者 (男子ダブルス) 

河崎・田中 

予選出場者 (女子シングルス) 

３回生 大塚 由子 岡 裕美子 山田 早苗 

２回生  服部 弘美 鳥賀陽梨沙 持丸 直子 

１回生 城野  香 山口 陽子 

予選出場組 (女子ダブルス) 

岡 ・服部 
      本戦（１０月２９日～１１月４日 関学・神大） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
田中 一彦   ７－５ ６－３   鈴木   （関学大） 
▽２回戦 
田中 一彦 ６－１ ２－６ ７－５ 三古   （神学大） 
▽３回戦 
田中 一彦   ２－６ ２－６   石原   （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
河崎・田中 ２－６ ６－４ ６－４ 古原・木下（京産大） 
▽２回戦 
河崎・田中   ３－６ ２－６   戸谷・横山（大市大） 
(女子シングルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 

岡 裕美子   ７－６ ６－０   細川   （関外大） 
山田 早苗   ６－０ ６－１   高野   （関外大） 
▽２回戦 
岡 裕美子   ２－６ ４－６   大谷 （武庫川女大） 
山田 早苗   ４－６ １－６   山口 （武庫川女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－１６） 

▽２回戦 
岡 ・服部   ３－６ １－６   矢野・平野（天理大） 
 
１９８５（昭和６０）年 

【全日本学生室内テニス選手権】第２２回 

      予選（１1月２８日～１２月１日 東京体育館） 
予選 (男子シングルス) 
▽１Ｒ   加藤 正二(同大) ６－２ ６－３ 久保（慶応大） 
 
１９８５（昭和６０）年 

【全日本テニス選手権】第６０回 ＩＢＭ 

    本戦（ ９月１６日～２３日 有明テニスの森公園) 
２０歳以下（男子シングルス）（B－１６） 

▽１回戦  加藤 正二(同大) ３－６ ４－６ 平出（早 大) 
 
１９８５（昭和６０）年 

【京都学生庭球トーナメント】 

    予選（１１月２５日～  日 ） 
予選 (男子シングルス) 

▽１R 
米谷  繁  上村  学  松井 則近  保智  卓 
張間 雅貴  善野 吉博  柳川 和也  今川健一郎 
畠山 仁史  日野谷太志  関   勝  京藤 正弘 
和知 孝一  田中 一彦  河崎 一洋  稲葉 武史 
稲垣  博  塚尾安左哲 
予選 (男子ダブルス) 

▽１Ｒ 

稲葉・上村  柳川・保智  関 ・張間  田中(一)・河崎 

京藤・善野   広瀬(同大)・岩本(立命)   畠山・和知 

日野谷・末谷 今川・稲垣  塚尾・松井 

予選 (女子シングルス) 

▽２Ｒ   鳥賀陽梨沙 服部 弘美 山口 陽子 城野  香 

予選 (女子ダブルス) 

▽１Ｒ   鳥賀陽・城野－  山口(同大)･入手(光華女)－ 

 

１９８５（昭和６０）年 

【京都市テニス選手権】第４回 

           （ ４月  日～    ） 
壮年 (男子シングルス) 

▽決 勝  田中 良和(OB西京ｸ)〈優 勝〉 

 
１９８５（昭和６０）年 

【京都府テニス選手権】第３９回 

          （１０月１９日～    西院・小畑川） 
(男子シングルス) 

▽準々決勝 
加藤 正二(同大)  ６－４ ６－４   竹内 （日本新薬） 

▽準決勝 
加藤 正二(同大)  ２－６ ４－６   川村   （京産大） 

(男子ダブルス) 

▽準決勝  岡嶋・加藤(同大)－ 

壮年 (男子シングルス) 

▽決 勝  田中 良和(OB西京ｸ)〈優 勝〉 
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３５歳以上 (男子ダブルス) 

▽決 勝  村瀬(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･川辺(OB大原野TC)〈優 勝〉 

(女子シングルス) 

▽準決勝  
大塚 由子(同大)  ６－３ ６－０   尾中  (四ﾉ宮ｸ) 
▽決 勝 
大塚 由子(同大)  １－６ １－６    土屋(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ) 
〈準優勝〉 

 

１９８５（昭和６０）年 

【毎日庭球選手権】第６０回（春） 

           （ ５月１３日～10日間 香枦園TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－   ）(男子ダブルス)（Ｂ－   ） 
   
１９８５（昭和６０）年 

【関西庭球選手権】第６１回 ヨネックスカップ 

         予選（ ８月 ５日～１１日 甲子園TC） 
予選 (男子シングルス) 
S1R田中英次(OB三和TS) def上嶌(京産) 
S1R平尾忠久8-0三田谷(ﾜｺｰﾃﾆｽ)   S1R島田和弘def宮崎(関大) 
S2R田中英次(OB三和TS) 8-1白羽(近大) 
S2R平尾忠久8-4目代(ﾄｰｱｽﾄﾘﾝｸﾞ)  S2R関勝def吉田(芦屋GTC) 

S2R植村二郎(OB ﾃﾆｽﾊｳｽ) 7-9下田(三洋製紙)  
S2R岩本浩2-8森井(東京ｲﾝﾄﾞｱ TC) 
S3R田中英次(OB三和TS)4-8井上(塩山TC) 

S3R平尾忠久def松原(京都国際) 
予選 (男子ダブルス) 
D1R関(同大)･渡部(近大) def井上(福山TC)･小林(甲府LTC) 
予選 (女子シングルス) 
S1R大塚由子(DC)8-3高村(日電装) S2R大塚由子(DC)3-8酒井(日生) 
予選 (女子ダブルス) 
D2R大塚(同大)･大山(甲南女大) def広瀬･池田(成蝯女短) 
D3R大塚(同大)･大山(甲南女大) 4-8 三好･官原(園田女大) 
 
１９８６（昭和６１）年 

◆社会：男女雇用機会均等法(1985-5/17成立)､実施(4/1)。 

        ｽﾍﾟｰｽｼｬﾄﾙ･ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ打上事故(1/28)。 

    ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ着用義務化(11/1)。 

★流行語：『亭主元気で留守がいい』 

◇ﾃﾆｽ：ﾌﾟﾛﾃﾆｽ-ﾘﾌﾟﾄﾝ国際大会(2/11～ﾎﾞｶｳｴｽﾄ)で､ 

    ﾃﾆｽ界初のﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞﾁｪｯｸ実施。 

    ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ大会(7/5～)ﾎﾞｰﾙ-白から黄色に変わる。 

◇本学ﾃﾆｽ：同大ﾃﾆｽ部－田辺校地へ移転(4/12～)。 

 

１９８６（昭和６１）年 

＜合 宿＞（３月  日～ 日間）愛知 伊良湖岬 国民休暇村 
 

１９８６（昭和６１）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】 

       （ ４月 １日～    各大学） 
＜男子１部リーグ＞ 

○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 関 学① 

 (ダブルス) 

Ｎo１○岡嶋・萬田   ６－３ ６－２   西田・磯野 
Ｎo２×河崎・田中(功)   ０－６ ２－６    青野・山本 
Ｎo３○加藤・苅谷   ７－６ ６－２   関 ・入交 
 (シングルス) 
Ｎo１○岡嶋 伸仁 ３－６ ６－２ ６－１ 関  康人 
Ｎo２○萬田 尚起 ６－２ ６－２     磯野 

Ｎo３○加藤 正二 ６－３ ５－７ ６－４ 西田 次郎 
Ｎo４×田中  功 ３－６ ７－６ ４－６ 青野 慎哉 
Ｎo５×田中 一彦 ５－７ ３－６     山本 健司 
Ｎo６×苅谷 達朗 ０－６ １－６     入交 英太 
 

× 同志社 ２（複１－２ 単１－５）７ 京産大② 

 (ダブルス) 

Ｎo１×岡嶋・加藤 ３－６ ６－１ ２－６ 渡辺・井上 
Ｎo２○河崎・田中(功)  ６－４ ６－４   宮村・中山 
Ｎo３×萬田・苅谷 ６－７ ６－４ ６－７ 松石・福井 
（シングルス） 
Ｎo１×岡嶋 伸仁 ２－６ ６－７     渡辺 
Ｎo２×萬田 尚起 ４－６ ６－１ ４－６ 井上 
Ｎo３○加藤 正二 ６－３ ７－５     松石 
Ｎo４×田中  功 ４－６ ４－６     宮村 
Ｎo５×田中 一彦 １－６ １－６     中山 
Ｎo６×松井 則近 ０－６ １－６     福井 
 

× 同志社 ４（複２－１ 単２－４）５ 甲南大④ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○岡嶋・加藤 ６－１ ６－２     松村・宇津原 
Ｎo２×河崎・田中(功) ６－３ ２－６ １－６  石原・藤井 
Ｎo３○萬田・苅谷 ７－５ ６－１     松田・藤本 
（シングルス） 
Ｎo１○岡嶋 伸仁 ６－４ ７－５     三谷 友孝 
Ｎo２×萬田 尚起 ６－０ ３－６ ２－６ 藤井 
Ｎo３○加藤 正二 ６－１ ６－２     石原  卓 
Ｎo４×田中  功 ５－７ ６－２ ２－６ 宇津原彰一 
Ｎo５×田中 一彦 ０－６ １－６     松村 敏治 
Ｎo６×京藤 正弘 ２－６ ０－６     太田 
 

＜男子１部リーグ③位＞    同志社大学 １勝２敗 
 

１９８６（昭和６１）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】     ＜女子の部＞ 

     （ ４月  日～    ） 
＜女子２部リーグ＞ 

× 同志社 ０（複０－２ 単０－３）５ 松蔭女大① 

 (ダブルス) 

Ｎo１×大塚・岡  ０－６ １－６     鈴木・広田 
Ｎo２×山田・服部 １－６ １－６     真田・白水 
 (シングルス) 
Ｎo１×大塚 由子 ０－６ １－６     鈴木 
Ｎo２×岡 裕美子 ０－６ ０－６     広田 
Ｎo３×山田 早苗 ３－６ ０－６     真田 
 

○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 大教大③ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○大塚・岡  ６－１ ６－１     新野・浜里 
Ｎo２×山田・服部 １－６ ０－６     前田・平塚 
 (シングルス) 
Ｎo１○大塚 由子 ６－０ ６－３     植木 
Ｎo２×岡 裕美子 １－６ ３－６     新野 
Ｎo３○服部 弘美 ６－２ ６－２     前田 
 

○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 帝院大④ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○大塚・岡  ６－０ ６－０     杉本・牧野 
Ｎo２○山田・服部 ７－５ ６－２     松井・浅野 
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 (シングルス) 
Ｎo１○大塚 由子 ６－１ ６－０     浅野 
Ｎo２○岡 裕美子 ６－０ ６－１     松井 
Ｎo３○服部 弘美 ６－０ ６－０     山田 
 

＜女子２部リーグ②位＞    同志社大学 ２勝１敗 

 
１９８６（昭和６１）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （  月  日     立教大） 

○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 立教大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○岡嶋・加藤 ６－７ ７－５ ６－４ 高山・山田 
Ｎo２○田中(功)・京藤  ６－４ ６－４   昆野・白寄 
Ｎo３×苅谷・新田 ６－３ ５－７ ３－６ 清隆・田中 
 (シングルス) 
Ｎo１×岡嶋 伸仁 ３－６ ４－６     高山 
Ｎo２○加藤 正二 ６－３ ６－４     山田 
Ｎo３○田中  功 ６－３ ６－４     清隆 
Ｎo４○京藤 正弘 ６－２ ３－６ ７－５ 鹿浜 
Ｎo５×松井 則近 １－６ ７－６ ３－６ 白寄 
Ｎo６○苅谷 達朗 ７－５ ７－５     昆野 
 

１９８６（昭和６１）年 

【定期戦】第１回  対 立教大学戦     ＜ＯＢの部＞ 

           （１０月 ５日 向日市 サザンＴＣ） 

△ 同大ＯＢ６（２４ 参加者 ２４）６ 立教大ＯＢ 

              1引分 

 

１９８６（昭和６１）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （  月  日     青学大） 

     雨天中止 

 
１９８６（昭和６１）年 

【定期戦】     対 京都大学戦 

           （  月  日     同大 田辺） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  京都大 

 
１９８６（昭和６１）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 

 

１９８６（昭和６１）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （  月  日     関大） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  関西大 

 
１９８６（昭和６１）年 

【定期戦】第９回  対 関西大学戦     ＜ＯＢの部＞ 

（１０月２６日     関大） 

× 同大ＯＢ３（１６ 参加者 ２８）５ 関大ＯＢ 

 

１９８６（昭和６１）年 

【全日本学生東西対抗テニス試合】第５１回 

       （ ６月１９・２０日 愛知県体育館） 

＜男子＞ 

× 西 軍 １（複０－３ 単１－５）８ 東 軍 

（ダブルス） 

Ｎo１×岡嶋・加藤 ０－６ ４－６     佐藤・翁長 
    （同 大）             （法 大） 
 

１９８６（昭和６１）年 

【関西東海学生対抗テニス試合】第２回 

       （１１月２２・２３日  大阪学院大） 

＜男子＞ 

× 関 西 ４（複１－２ 単３－３）５ 東 海 

（シングルス） 
Ｎo６○苅谷 達朗 ６－４ ６－３     坂井憲一郎 
       （同 大）             （愛院大） 
 

１９８６（昭和６１）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) 

 

１９８６（昭和６１）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 
     本戦（ ５月１２日～１８日 薬業鳴尾浜・宝塚TG） 
 (男子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
稲葉 武史 ４－６ ６－０ ４－６ 安藤    （大院大） 
京藤 正弘 ６－４ ５－７ ６－３ 藤本    （甲南大） 
苅谷 達朗   ６－２ ６－３   小島    （立命大） 
松井 則近 ６－１ ２－６ １－６ 武田    （大体大） 
田中 一彦   ２－６ ０－６   松村    （甲南大） 
▽２回戦 
京藤 正弘 ７－５ １－６ ０－６ 磯野    （関学大） 
加藤 正二   ６－４ ７－５   西山    （大教大） 
萬田 尚起 ２－６ ６－３ ３－６ 福井    （京産大） 
中西 健之   ６－２ ６－２   荒木    （天理大） 
苅谷 達朗   １－６ ５－７   川村    （京産大） 
岡嶋 伸二 ３－６ ６－３ ６－３ 木下    （京産大） 
田中  功   ７－６ ６－４   藤原    （大経大） 
▽３回戦 
加藤 正二   ４－６ ４－６   荒木    （大体大） 
中西 健之   ４－６ １－６   城之内   （大体大） 
岡嶋 伸二   １－６ ５－７   曽々木   （神学大） 
田中  功   ２－６ ０－６   関     （関学大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
稲葉・田中(彦)６－４ ５－７ ２－６ 大栗・稲田 （立命大） 
河崎・田中(功)  ７－６ ６－２   中村・奥野 （大体大） 
▽２回戦 
岡嶋・加藤    ６－３ ７－６   中村・木島 （大体大） 
中西・萬田    ６－３ ６－３   神山・川原 （京 大） 
河崎・田中(功)  ３－６ ２－６   渡辺・井上 （京産大） 
▽３回戦 
岡嶋・加藤    ７－５ ６－４   柴田・福井 （京産大） 
中西・萬田    ６－４ ６－１   高橋・城之内（大体大） 
▽４回戦 
中西・萬田    ２－６ ３－６   田中・林  （大体大） 
岡嶋・加藤  ６－３ ６－７ ６－４ 松村・宇津原（甲南大） 
▽準決勝 
岡嶋・加藤    ７－６ ６－２   奥 ・藤原 （大体大） 
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▽決 勝 
岡嶋・加藤    ６－４ ７－５   川上・新谷 （大体大） 
〈優 勝〉 

 (女子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
大塚 由子   ３－６ ４－６   奥   （武庫川女大） 
山田 早苗   ３－６ ４－６   谷   （武庫川女大） 
岡 裕美子   ０－６ ０－６   森川   （園田女大） 
 (女子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
岡 ・服部    １－６ １－６   鈴木・広田（松蔭女大） 
大塚・大山    ６－１ ６－１   前原・小林（神女学大） 
▽２回戦 
大塚・大山    ３－６ ４－６   水野・谷（武庫川女大） 
 
１９８６（昭和６１）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) 

 

１９８６（昭和６１）年 

【関西学生テニス選手権】（夏） 

        本戦（ ８月２５日～３１日 香里グリーン） 
 (男子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽1回戦 
萬田 尚起   ３－６ ２－６   升     （甲南大） 
松井 則近   ７－５ ６－４   松岡    （龍谷大） 
苅谷 達朗   ６－７ ２－６   森田    （神 大） 
京藤 正弘   ６－４ ６－３   新田    （京産大） 
▽２回戦 
松井 則近   ６－７ ４－６   曽々木   （神学大） 
京藤 正弘   ２－６ １－６   宇津原   （甲南大） 
岡嶋 伸二   ６－２ ６－２   井上    （京産大） 
加藤 正二   ６－２ ６－４   稲飯    （近 大） 
田中  功 ７－６ ４－６ １－６ 戸谷    （大市大） 
▽３回戦 
加藤 正二   ６－３ ６－１   城之内   （大体大） 
岡嶋 伸二   ６－０ ７－６   磯野    （関学大） 
▽４回戦 
加藤 正二   ５－７ １－６   川村    （京産大） 
岡嶋 伸二 ６－１ ５－７ ４－６ 田中    （大体大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
苅谷・新田    ６－４ ６－３   久我・木下 （関学大） 
田中・京藤    ６－４ ６－２   寺尾・高井 （京 大） 
▽２回戦 
苅谷・新田    ２－６ １－６   川上・新谷 （大体大） 
田中・京藤    ０－６ ２－６   藤原・奥  （大体大） 
岡嶋・加藤    ６－２ ６－２   南川・黒田 （関 大） 
▽３回戦 
岡嶋・加藤    ４－６ ５－７   武田・荒木 （大体大） 
 (女子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
大塚 由子   ６－１ ６－０   家塚  （武庫川女大） 
▽２回戦 
大塚 由子   １－６ ５－７   安田    （大体大） 
 (女子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
大塚・大山   ６－０ ６－０   田村・垣根（成蹊女大） 
▽２回戦 
大塚・大山    ６－４ ６－１  務台・上垣（武庫川女大） 
▽３回戦 
大塚・大山    １－６ ４－６   鈴木・広田（松蔭女大） 
 
１９８６（昭和６１）年 

【関西学生室内テニス選手権】第２１回 

      予選（１１月 ４日～１０日 千里山 日本生命） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 

▽１Ｒ   岡嶋 伸二  6－1 6－0  戸谷（大市大） 
      加藤 正二  6－3 6－2  磯野（関学大） 
▽２Ｒ   岡嶋 伸二 5－7  6－0  3－6 関 （関学大） 
            加藤 正二  6－1 7－6   曽々木(神院大) 
▽FIN   加藤 正二 6－7  7－5  6－1 福井（京産大） 
予選 (女子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽１Ｒ   大塚(同大)･大山(甲南女) 4-6 4-6 坪井･坂田(甲南大) 
     本戦（１２月１８日～２１日 神戸市立中央体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦 
加藤 正二 ４－６ ７－６ ３－６ 藤井    （甲南大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽１回戦 
岡嶋・加藤 ３－６ ６－４ ４－６ 川村(京産)・中島(近大) 
 
１９８６（昭和６１）年 

【関西学生地域 (京都地区) テニストーナメント】 

           （ ６月１７日～１０日間 各大学） 
(女子シングルス)（Ｂ－１４７） 

▽１回戦  佐藤 忍8-1榊原(京女)  城野 香8-2島田(同女) 

▽２回戦  大塚 由子8-1日野（龍谷大） 

佐藤  忍def河田（滋 大） 善野 直子def真鍋（仏 大） 

服部 弘美8-0梅田（滋医大） 城野  香8-0足利（龍 大） 

鳥賀陽梨沙8-3龍 （京府大） 山口 陽子8-4巽 （京教大） 

岡 裕美子def福島（明鍼大） 

▽３回戦  大塚 由子8-5坂田（京工大） 

佐藤  忍8-0島田（京薬大） 服部 弘美8-0上田（滋 大） 

城野  香3-8王 （京外大） 鳥賀陽梨沙8-4木戸（京教大） 

山口 陽子8-4井上（京文短） 

▽４回戦  大塚 由子8-1若林（京 女） 

佐藤  忍9-7山口（京教大） 服部 弘美8-0山根（京教大） 

鳥賀陽梨沙4-8朴 （滋医大） 山口 陽子8-3西村（龍谷大） 

▽５回戦  大塚 由子8-2佐藤  忍（同 大） 

服部 弘美8-0森 （京教大） 山口 陽子2-8浅田（京教大） 

▽準々決勝 大塚 由子8-0岡(ダム女)服部 弘美8-1長江(京府) 

▽準決勝  大塚 由子 ７－５ ６－１ 服部 弘美(同大) 

▽決 勝    大塚 由子 ６－２ ７－６ 早川   （ダム女） 

            〈優 勝〉 
(女子ダブルス)（Ｂ－６１） 

▽１回戦  山口･善野8-0木伏･野沢(京外大) 

城野･佐藤8-9朴 ･朴 (滋医大) 

▽２回戦  服部･鳥賀陽8-3井上･杉田(京文短) 
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大塚･岡 8-1野原･野田(京文短) 山口･善野8-1富岡･上田(滋大) 

▽３回戦  服部･鳥賀陽8-1梅田･福島(京女) 

大塚･岡8-3若林･梅田(京女) 山口･善野2-8加藤･入手(光華大) 

▽準々決勝 服部･鳥賀陽1-8松原･梅田(滋医大) 

      大塚･岡 8-4巽 ･小笹（京教大） 

▽準決勝  大塚・岡  ６－０ ６－１ 長江・湯浅（京府大） 

▽決 勝  大塚・岡  ６－２ ６－０ 松原・梅田（滋医大） 

      〈優 勝〉 
 

１９８６（昭和６１）年 

【関西学生新進テニストーナメント】 

         予選（１０月１０日～    各大学） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－６２２） 
▽１Ｒ 

日野谷大志6-0 6-0 奥田(明鍼) 柳川 和也 6-1 7-5  奥田(明鍼) 

保智  卓 6-1 6-1 岡田(英知) 

▽２Ｒ 

日野谷大志3-6 3-6浜口(仏大) 新田 泰清 6-0 6-0 森本(京府) 

田中   功6-0 6-0山本(奈良) 塚尾安左哲  def   奈良(大工) 

京藤 正弘6-0 6-2金田(大府) 苅谷 達朗  6-0 6-2 坂井田(京工) 

松井 則近6-0 6-1井上(奈良)  張間 雅貴6-1 3-6 7-6有本(立命) 

関 勝6-7 6-4 6-4長永(阪大) 米谷  繁 6-3 6-3 岩瀬(大府) 

柳川 和也6-1 6-3 徳山(電通)  善野 吉博  6-1 6-0  熊山(阪大) 

保智  卓3-6 7-6 6-3 桜木(関学) 若菜 信彦1-6 1-6馬殿(甲南) 

▽３Ｒ 

新田 泰清  def  小川(大産) 田中   功  6-2 6-2  諏訪(京教) 

京藤 正弘6-2 6-0坂本(京工) 苅谷 達朗  6-1 6-2  大野(八代) 

松井 則近6-1 6-0三河(京工)  張間 雅貴  7-6 6-1  猪崎(京産) 

関    勝1-6 4-6戸田(甲南) 米谷  繁  5-7 0-6  岩瀬(大府) 

柳川 和也6-2 4-6 6-4 吉岡(近大) 善野 吉博5-7 5-7 古池(関大) 

保智  卓 7-6 6-1 梶原(追大) 

▽FIN 

新田 泰清5-7 1-6中田(京産) 田中   功 7-6 6-0 諏訪(京教) 

京藤 正弘6-4 6-3安田(近大) 苅谷 達朗 7-5 6-3 泉 (大院) 

松井 則近6-1 6-0生嶋(追大)  張間 雅貴 3-6 2-6 小池(神大) 

柳川 和也2-6 4-6前田(京産)  保智  卓   def   西野(大工) 

予選 (男子ダブルス)（Ｂ－４１５） 
▽１Ｒ   若菜･田中1-6 6-7 久保田･清水(奈産) 

▽２Ｒ      苅谷･新田6-2 6-4杉本･阪本(立命) 

田中･京藤6-1 6-0工藤･高橋(京教)松井･塚尾def森本･真鍋(奈産) 

米谷･張間6-2 6-4森本･山崎(京府) 

日野谷･保智6-0 6-0杉浦･杉村(姫工) 

関 ･堂本6-0 6-2上田･梅原(大府) 

善野･柳川6-2 6-0 稲村･宮崎(大教) 

▽３Ｒ   苅谷･新田6-0 6-1河端･川口(滋大) 

田中･京藤6-0 6-0坂下･桝井(京産) 

米谷･張間6-2 6-1桑原･藤江(電通) 

日野谷･保智1-6 2-6奥田･井上(関学) 

関 ･堂本1-6 1-6木本･足立(近大) 

善野･柳川6-1 6-0 三浦･戸田(八代) 

▽FIN   苅谷･新田6-2 7-6山西･船曳(京大) 

      田中･京藤6-3 6-0江本･山上(大工) 

           米谷･張間3-6 1-6 磯部･井口(関学) 

           日野谷･保智1-6 2-6奥田･井上(関学) 

           善野･柳川3-6 4-6 社藤･青木(神学) 

予選 (女子シングルス)（Ｂ－   ） 

３回生 服部 弘美  鳥賀陽梨沙 持丸 直子 

２回生 城野  香 山口 陽子 

１回生 善野 直子 中西 乃仁 

         本戦（１１月１１日～６日間 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 
▽１回戦 

田中  功 ３－６ ６－２ ６－３ 奥村   (天理大) 

京藤 正弘   ６－２ ６－２   楠山   (関学大) 

保智  卓   １－６ ６－７   稲飯   (近 大) 

松井 則近 ６－２ ４－６ ６－１ 山上   (大工大) 

苅谷 達朗   ７－５ ６－３   桝谷   (関学大) 

▽２回戦 

田中  功   ６－０ ６－１   久保   (龍谷大) 

京藤 正弘   ０－６ ５－７   北村   (近 大) 

松井 則近   ２－６ ３－６   寺前   (近 大) 

苅谷 達朗 ６－２ ３－６ ６－０ 藤本   (甲南大) 

▽３回戦 

田中  功 ６－１ ３－６ ６－３ 松谷   (関学大) 

苅谷 達朗   ６－３ ６－４   松原   (立命大) 

▽準々決勝 

田中  功   ６－７ ２－６   堀    (大経大) 

苅谷 達朗 ６－４ ３－６ ５－７ 山本   (関学大) 

 (男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 

田中･京藤   ２－６ １－６   江見･石田 (大市大) 

苅谷･新田   ６－４ ６－４   松宮･川崎 (大体大) 

 

１９８６（昭和６１）年 

【京都学生テニストーナメント】 

         本戦（  月  日～  日 ） 
(男子シングルス) 

▽準決勝 
加藤 正二 ６－４ ３－６ ６－２ 福井  淳 （京産大） 
岡嶋 伸二 ７－６ ５－７ ４－６ 松石 和典 （京産大） 
▽決 勝 
加藤 正二 ６－４ ４－６ ６－１ 松石 和典 （京産大） 
〈優 勝〉 

(男子ダブルス) 

▽準決勝  岡嶋・加藤－ 

▽決 勝 

岡嶋・加藤 ３－６ ７－５ ７－５ 福井・松石 （京産大） 

〈優 勝〉 

 

１９８６（昭和６１）年 

【全日本学生テニス選手権】第５４回 

     本戦（ ７月２８日～８月３日 神戸市総合運動公園） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１２８） 
▽ １回戦 
田中  功 ２－６ ６－３ ６－４ 磐下    （東北学院大） 
岡嶋 伸二   ６－２ ６－３   加納      （愛院大） 
加藤 正二   ６－１ ６－２   津島      （福岡大） 
▽ ２回戦 
田中  功   ３－６ ３－６   黒木      （明治大） 
岡嶋 伸二   ３－６ ０－６   石井      （青学大） 
加藤 正二   ６－４ ６－４   田中      （青学大） 
▽ ３回戦 
加藤 正二   ０－６ ３－６   佐藤      （法政大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－１２８） 
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▽ １回戦 
岡嶋・加藤 １－６ ７－５ ４－６ 滝沢・奥村 （中央大） 
中西・萬田   ６－３ ６－２    大栗・稲田  （立命大） 
▽ ２回戦 
中西・萬田   １－６ ４－６   戸沢・青山 （中央大） 
 
１９８６（昭和６１）年 

【全日本学生室内テニス選手権】第２３回 

         予選（１２月 １日・２日 湘南SP） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 
S1R加藤 正二   3－6 3－6   丸山   （早 大） 
         本戦（１２月 ３日～７日 駒沢公園体育館） 
 
１９８６（昭和６１）年 

【全日本室内テニス選手権】第２２回 フタバヤカップ 

（ ３月１３日～１６日 東京体育館) 
出場者なし 

 
１９８６（昭和６１）年 

【全日本テニス選手権】第６１回 ＩＢＭ 

       （ ９月１５日～２３日 有明テニスの森公園) 
予選（男子ダブルス） 

FIN岡嶋･加藤(同大) 2-6 7-6 5-7土屋(浦学TC)･野口(利根田園TC) 
 

１９８６（昭和６１）年 

【京都市テニス選手権】第５回 

           （  月  日～    ） 
壮年 (男子シングルス) 

▽決 勝  田中 良和 (OB ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ)〈優 勝〉 

 
１９８６（昭和６１）年 

【京都府テニス選手権】第４０回 

           （１０月２５日～   小畑川・向島） 
予選 一般 (男子シングルス)（Ｂ－１０９） 

S1R善野吉博(同大)－井川(MIDTC)S1R日野谷太志(同大)－黒木(京阪) 
         本戦（１０月２５日～   小畑川・向島） 
一般 (男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽1回戦  加藤正二(同大)－嘉喜(宮津TC) 
▽準々決勝 
加藤 正二(同大)   ６－２ ６－１   境  （ﾀﾞﾝﾛｯﾌ )゚ 
▽準決勝 
加藤 正二(同大)   ３－６ １－６   川村 （京産大) 
一般 (男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽1回戦  岡嶋・加藤(同大)－上谷･上田(城陽ﾛｰﾝ) 
▽決 勝 
岡嶋・加藤(同大) ４－６ ７－５ ３－６ 川村・新谷（京産大) 
〈準優勝〉 
３５歳以上 (男子シングルス)（Ｂ－４８） 

▽２回戦  川辺義次郎’(OB TC大原野)－角上(京都市役所) 
３５歳以上 (男子ダブルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦  村瀬(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･川辺義次郎(OB TC大’原野)－ 
４５歳以上 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦  田中良和’(OB ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ)－  村瀬寿男(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)－ 
▽決 勝  田中 良和’(OB ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ)〈優 勝〉 

４５歳以上 (男子ダブルス)（Ｂ－２４） 

▽２回戦  堀江(OB ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ)･田中’(OB ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ)･－ 
 
１９８６（昭和６１）年 

【毎日テニス選手権】第６１回（春） 

      （ ５月１９日～８日間 香枦園TC・薬業鳴尾浜） 
 (男子シングルス) 

▽ 回戦（B－３２） 加藤 正二(同大) 8－4 西野 (神戸C) 
 
１９８７（昭和６２）年 

◆社会：ﾌﾞﾗｯｸﾏﾝﾃﾞ-の恐怖。大韓航空機墜落事故(ﾋﾞﾙﾏ沖)。 
    JR各社開業(4/1)－国鉄清算事業団発足。 

    新電電３社開業(9/4)。世界の人口50億人突破(7/11)。 

    ﾉｰﾍﾞﾙ医学生理学賞(免疫の仕組解明)－利根川 進(10/12)。 

★流行語：『マルサ』 

◇本学ﾃﾆｽ：監督－川廷 栄一(S31)OB就任(4/1～)。 

 
１９８７（昭和６２）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）広島 大久野島 
                  国民休暇村(食中毒事件) 
１９８７（昭和６２）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】 

       （ ４月 １日～ ９日 神戸運動公園） 
＜男子１部リーグ＞ 

× 同志社 ４（複２－１ 単２－４）５ 大体大① 

 (ダブルス) 

Ｎo１×田中(功)・苅谷 ５－７ ４－６ ２－６ 奥  ・藤原 
Ｎo２○岡嶋・大矢 6－2 1－6 6－4 6－3 田中・林 
Ｎo３○加藤・藤田 6－4 6－2 3－6 6－3  荒木・城之内 
 (シングルス) 
Ｎo１○岡嶋 伸仁    def        藤原 
Ｎo２○加藤 正二 ６－４ １-２ def       奥 
Ｎo３×田中  功 2－6 7－6 2－6 3－6 田中 
Ｎo４×大矢 健二 ０－６ ０－６ ５－７ 荒木 
Ｎo５×藤田 勝大 6－2 0－6 5－7 2－6 今村 
Ｎo６×安藤 正人 1－6 6－4 3－6 2－6 城之内 
 

○ 同志社 ５（複３－０ 単２－４）４ 関 学③ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○加藤・苅谷 ７－５ ７－５ ６－４ 松谷・鈴木 
Ｎo２○岡嶋・大矢  3－6 4－6 6－4 6－3 6－3 関 ・入交 
Ｎo３○田中(功)・藤田7－6 4－6 6－1 3－6 8－6 山本・久我 
 (シングルス) 
Ｎo１○岡嶋 伸仁 １-１def            関 
Ｎo２○加藤 正二 ６－３ ６－３ ６－３ 磯野 
Ｎo３×田中  功 6－4 4－6 2－6 4－6入交 
Ｎo４×大矢 健二 6－3 3－6 1－6 2－6木下 
Ｎo５×苅谷 達朗 6－7 5－7 6－1 4－6山本 
Ｎo６×藤田 勝大 ６－４ ６－４ ６－０ 鈴木 
 

○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 京産大④ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○岡嶋・加藤 ６－１ ６－２ ６－４ 福井・松石 
Ｎo２○苅谷・大矢 6－4 6－7 6－3 6－4 中田・新田 
Ｎo３○田中(功)・藤田 ７－５ ６－３ ６－２ 古原・西村 
 (シングルス) 
Ｎo１○加藤 正二 ６－３ ６－３ ６－２ 福井 
Ｎo２×岡嶋 伸仁 ６－７ １－２ ｄｅｆ 松石 
Ｎo３○田中  功 2－6 6－0 6－4 6－2 新田 
Ｎo４○大矢 健二 6－0 6－3 4－6 7－5 前田 
Ｎo５○苅谷 達朗  5－7 0－6 6－1 6－0 6－4  中田 
Ｎo６○藤田 勝大 6－2 5－7 6－2 6－4 古原 
 
＜男子１部リーグ②位＞    同志社大学 ２勝１敗 
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１９８７（昭和６２）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】     ＜女子の部＞ 

     （  月  日～   ） 
＜女子２部リーグ＞ 

× 同志社 ２（複１－１ 単１－２）３ 神女大① 

 

× 同志社 ０（複０－２ 単０－３）５ 大教大② 

 

× 同志社 １（複０－２ 単１－２）４ 甲南女大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 ２（複１－１ 単１－２）３ 甲南大 

＜２部④位＞            ＜３部①位＞ 

 

＜女子３部リーグ（降格）＞  同志社大学(女子) 

 

１９８７（昭和６２）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （ ９月２０日     同大 田辺） 

○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 立教大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○加藤・藤田 ６－１ ６－３     武市・山田 
Ｎo２×安藤・大矢 ４－６ ３－６     昆野・柳内 
Ｎo３○塚尾・新田 ６－２ ３－６ ６－１ 小島・田中 
 (シングルス) 
Ｎo１○加藤 正二 ６－０ ６－０     武市 広治 
Ｎo２×安藤 正人 ４－６ ０－６     山田  昇 
Ｎo３○大矢 健二 ７－５ ７－６     昆野  敦 
Ｎo４○藤田 勝大 ６－１ ６－０     小田 真義 
Ｎo５○苅谷 達朗 ６－４ ４－６ ６－０ 柳内  崇 
Ｎo６×塚尾安左哲 ４－６ ６－３ ６－７ 渡辺 正和 
 
１９８７（昭和６２）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （１１月２２日     同大 田辺） 

× 同志社 ３（複１－２ 単２－４）６ 青学大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×加藤・藤田 ６－７ ３－６     田中・羽田 
Ｎo２×苅谷・大矢 １－６ ３－６     石井・磯金 
Ｎo３○塚尾・新田 ６－３ ６－４     湯浅・奥田 
 (シングルス) 
Ｎo１○加藤 正二 ６－２ ５－７ ６－３ 磯金 
Ｎo２○大矢 健二 ７－６ ６－３     石井 
Ｎo３×藤田 勝大 ５－７ ６－４ ３－６ 田中 
Ｎo４×苅谷 達朗 ４－６ ４－６     羽田 
Ｎo５×塚尾安左哲 ４－６ ５－７     山本矢 
Ｎo６×松井 則近 ２－６ ６－１ ３－６ 水畑 
 
１９８７（昭和６２）年 

【同立戦】第７回  対 立命館大学戦 

           （ ５月３１日   立命大 中央Ｇ） 

○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 立命大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○苅谷・藤田 ６－０ ６－０     井上・杉本 
Ｎo２○松井・安藤 ６－２ ６－１     高木・寒川 
Ｎo３○塚尾・新田 ６－２ ３－６ ６－１ 堀 ・有本 
 (シングルス) 

Ｎo１○藤田 勝大 ６－３ ６－３     堀 
Ｎo２○苅谷 達朗 ２－６ ６－２ ６－１ 角野 
Ｎo３○安藤 正人 ６－２ ６－０     井上 
Ｎo４×松井 則近 ６－２ １－６ ２－６ 有本 
Ｎo５○保智  卓 ６－１ ６－１     高木 
Ｎo６○新田 泰清 ６－３ ６－４     杉本 
 
１９８７（昭和６２）年 

【定期戦】     対 京都大学戦 

           （  月  日     同大 田辺） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  京都大 

 
１９８７（昭和６２）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 

 

１９８７（昭和６２）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （ ３月 ３日     同大 田辺） 

○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 関西大 

（ダブルス） 

Ｎo１○岡嶋・加藤 ６－４ ６－３     南川・栄沢 
Ｎo２○苅谷・新田 ６－２ ６－４     黒田・古池 
Ｎo３○京藤・田中(功)  ７－６ ６－２   清水・和田 
（シングルス） 
Ｎo１○田中  功 ６－１ ６－３     黒田 
Ｎo２○苅谷 達朗 ６－２ ６－１     和田 
Ｎo３○松井 則近 ６－４ ７－５     古池 
Ｎo４○京藤 正弘 ６－１ ６－０     清水 
Ｎo５○善野 吉博 ６－２ ６－３     南川 
Ｎo６×柳川 和也 ４－６ ４－６     栄沢 
 

１９８７（昭和６２）年 

【対抗戦】     対 慶応義塾大学戦 

           （ ３月 ７日     同大 田辺） 

     雨天中止 

 

１９８７（昭和６２）年 

【全日本学生東西対抗テニス試合】第５２回 

       （ ６月１７・１８日 愛知県体育館） 

＜男子＞ 

× 西 軍 ３（複１－２ 単２－４）６ 東 軍 

（シングルス） 
Ｎo２○加藤 正二 ６－４ ７－６     青山 裕一 
       （同 大）             （専修大） 
 

１９８７（昭和６２）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) 

 

１９８７（昭和６２）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 

     本戦（ ５月１１日～１７日 薬業鳴尾浜・宝塚TG） 
(男子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
米谷  繁   ３－６ ２－６   糸谷    （近 大） 
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京藤 正弘   ６－４ ６－２   松谷    （関学大） 
安藤 正人   ６－４ ６－４   青木    （神院大） 
苅谷 達朗 ４－６ ６－３ ３－６ 竹中    （大市大） 
▽２回戦 
藤田 勝大   ６－３ ６－３   鈴木    （関学大） 
京藤 正弘   ６－２ ７－５   森田    （神 大） 
岡嶋 伸二   ６－１ ６－１   矢部    （神商大） 
大矢 健二 ６－７ ６－４ ６－２ 稲飯    （近 大） 
安藤 正人 ３－６ ６－３ ４－６ 若林    （近 大） 
田中  功 ４－６ ６－１ ６－４ 城山    （近 大） 
加藤 正二   ６－１ ６－４   太田    （大体大） 
▽３回戦 
藤田 勝大   ４－６ ０－６   藤井    （甲南大） 
京藤 正弘   ４－６ ２－６   今村    （大体大） 
岡嶋 伸二   ２－６ ５－７   林     （大体大） 
大矢 健二   ７－６ ６－３   赤阪    （神 大） 
田中  功 ６－２ ３－６ ５－７ 荒木    （大体大） 
加藤 正二   ７－５ ６－０   四宮    （甲南大） 
▽４回戦 
大矢 健二   ４－６ ４－６   戸谷    （大市大） 
加藤 正二   ６－４ ６－２   関     （関学大） 
▽準々決勝 
加藤 正二   ６－１ ６－３   奥     （大体大） 
▽準決勝 
加藤 正二   ６－１ ６－４   田中    （大体大） 
▽決 勝 
加藤 正二 ４－６ ２－６ ５－７ 藤井    （甲南大） 
〈準優勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
京藤・新田   ４－６ ２－６   藤井・升  （甲南大） 
善野・保智   ５－７ １－６   織田・長永 （阪 大） 
▽２回戦 
田中・藤田  ６－３ ３－６ ２－６ 城山・若林 （近 大） 
岡嶋・加藤  ６－７ ６－３ ６－３ 中田・新田 （京産大） 
苅谷・大矢  ６－３ ３－６ ６－４ 石原・塩田 （甲南大） 
▽３回戦 
岡嶋・加藤    ７－５ ６－４   松尾・池村 （福 大） 
苅谷・大矢  ７－６ ６－７ ４－６ 松石・福井 （京産大） 
▽決 勝 
岡嶋・加藤    ６－７ ２－６   藤井・四宮 （甲南大） 
〈準優勝〉 

(女子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
服部 弘美   ０－６ ３－６   坂田    （甲南大） 
 
１９８７（昭和６２）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) 

 

１９８７（昭和６２）年 

【関西学生テニス選手権】（夏） 

        本戦 （ ８月２４日～３０日 香里グリーン） 
(男子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
塚尾安佐哲   ４－６ ２－６   寺前    （近 大） 

苅谷 達朗   ６－１ ６－１   井上    （関学大） 
▽２回戦 
藤田 勝大   ７－５ ６－０   中島    （近 大） 
岡嶋 伸二   ６－１ ６－２   藤本    （甲南大） 
大矢 健二   ６－２ ７－６   大石    （神 大） 
安藤 正人 ２－６ ６－２ ６－１ 鈴木    （関学大） 
苅谷 達朗   ６－２ ６－３   若林    （近 大） 
加藤 正二   ６－１ ６－４   大地    （甲南大） 
▽３回戦 
藤田 勝大   ４－６ ２－６   関     （関学大） 
岡嶋 伸二   ６－３ ６－３   入交    （関学大） 
大矢 健二 ７－６ ３－６ ２－６ 青木    （神院大） 
安藤 正人 ６－３ ３－６ ６－３ 戸谷    （大市大） 
苅谷 達朗   ４－６ ３－６   荒木    （大体大） 
加藤 正二   ６－０ ６－１   赤坂    （神 大） 
▽４回戦 
岡嶋 伸二   ６－４ ６－３   今村    （大体大） 
安藤 正人   ２－６ ４－６   松石    （京産大） 
加藤 正二   ６－４ ６－４   前田    （大体大） 
▽準々決勝 
岡嶋 伸二 ３－６ １－６ ２－６ 藤井    （甲南大） 
加藤 正二 ６－１ ６－４ ６－０ 荒木    （大体大） 
▽準決勝 
加藤 正二 3－6 6－1 6－2 6－1 松石    （京産大） 
▽決 勝 
加藤 正二 １－６ ４－６ ０－６ 藤井    （甲南大） 
〈準優勝〉 

(男子ダブルス)（B－４８） 

▽１回戦 
塚尾・新田   ２－６ ４－６   佐伯･坂本 （甲南大） 
▽２回戦 
加藤・藤田   ６－２ ７－６   稲飯･若林 （近 大） 
岡嶋(同大)･石原(甲南) ６－１ ６－４  今村･前田 （大体大） 
苅谷･大矢 １－６ ７－５ ６－３  山本･磯野 （関学大） 
▽３回戦 
加藤･藤田  ６－７ ６－４ ２－６ 城之内･林 （大体大） 
岡嶋(同大)･石原(甲南) ２－６ ０－６ 松石･福井 （京産大） 
苅谷･大矢    １－６ ３－６   藤井･塩田 （甲南大） 
 
１９８７（昭和６２）年 

【関西学生地域 (京都地区) テニストーナメント】 

(男子シングルス) 

▽決 勝 
安藤 正人 ６－１ ４－６ ６－４ 西村    （京産大） 
〈優 勝〉 
 
１９８７（昭和６２）年 

【関西学生室内テニス選手権】第２２回 

        予選（１１月１７日～２０日 香里グリーン） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 

▽１Ｒ   藤田 勝大     6－4  7－6   戸谷（大市大） 
      田中  功     6－2  6－2   関 （関学大） 
      大矢 健二 1－6 6－2 6－3 藤原 （大体大） 
      苅谷 達朗 5－7 6－2 6－3  石原 （甲南大） 
      京藤 正弘 5－7 7－5 2－6 林  （大体大） 
▽２Ｒ   藤田 勝大 1－6 6－3 0－6 久我 （関学大） 
            田中  功 7－6 2－6 6－4 金  （大体大） 
            大矢 健二   6－3 6－3   城之内（大体大） 
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            苅谷 達朗 3－6 6－2 6－2 入交  （関学大） 
▽FIN   田中  功   7－5 6－2   田中 （大体大） 
      苅谷 達朗    6－4 6－3    大矢  健二(同大) 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－１６） 

▽１R   苅谷･大矢  6－2 6－7 6－4 奥村･川埜(天理大) 
            加藤･藤田     6－4 7－5    城之内･林(大体大) 
      岡嶋(同大)･石原(甲南)  6-3  6-3 木下･西村(京産大) 
▽２R   苅谷･大矢    4－6 3－6   藤井･塩田 (甲南大) 
      加藤･藤田    6－1 6－1 城山(近大)･社藤(神院) 
      岡嶋(同大)･石原(甲南)  6-3  6-4 竹中･一色(大市大) 
▽FIN   加藤･藤田    6－3 7－5 岡嶋(同大)･石原(甲南) 
        本戦（１２月１７日～２０日 神戸市立中央体育館） 
(男子シングルス) 

▽１回戦（B－１６） 
苅谷 達朗   ３－６ ５－７   若林    （近 大） 
加藤 正二   ６－２ ６－４   木下    （関学大） 
岡嶋 伸二   ０－６ １－６   池田    （大院大） 
田中  功   ２－６ ５－７   奥     （大体大） 
▽２回戦 
加藤 正二   ６－４ ６－３   木嶋    （大体大） 
▽準決勝 
加藤 正人 ６－７ ６－２ ６－４ 丸山    （早 大） 
▽決 勝 
加藤 正二 ６－３ ４－６ ３－６ 藤井    （甲南大） 
〈優 勝〉 

(男子ダブルス) 

▽１回戦（B－８） 
加藤・藤田    ７－５ ６－４   藤井・塩田 （甲南大） 
▽準決勝 
加藤・藤田    ３－６ ６－７   田中・荒木 （大体大） 
 
１９８７（昭和６２）年 

【関西学生地域 (京都地区) テニストーナメント】 

           （ ６月１８日～１０日間 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－２１９） 

▽１回戦  若菜 信彦6-8河端（滋 大） 

堂本 嘉信7-9菊池（滋 大） 播磨 正樹def小田（滋 大） 

善野 吉博def吉岡（京薬大） 柳川 和也8-2寒川（立命大） 

田中 隆史8-2渡辺（滋 大） 日野谷太志8-4石田（仏 大） 

中野 利治8-1松田（仏 大） 高橋  渉def重根（滋 大） 

▽２回戦  苅谷 達朗8-0竹原（京園大） 

柳川 和也8-2矢野（仏 大） 保智  卓8-2向江（京薬大） 

松井 則近8-3伊藤（京府大） 塚尾安左哲8-4湯浅（仏 大） 

新田 泰清8-0一瀬（滋医大） 田中 隆史4-8胡井（京薬大） 

関   勝def横田（立命大） 日野谷太志2-8藤林（龍 大） 

中野 利治8-0岡本（京外大） 高橋  渉def 

安藤 正人8-0浅利（仏 大） 

▽３回戦  苅谷 達朗8-0高井（京産大） 

柳川 和也8-2岡 （京産大） 保智  卓8-2上田（京工大） 

松井 則近8-1堀口（明鍼大） 塚尾安左哲8-1川口（滋 大） 

新田 泰清8-3佐伯（京外大） 中野 利治8-5別所（京外大） 

高橋  渉8-0山田（京薬大） 安藤 正人8-3田村（京園大） 

▽４回戦  苅谷 達朗8-1宮本（立命大） 

柳川 和也8-5松原（立命大） 保智  卓9-8大隅（京産大） 

松井 則近1-8田中（京産大） 塚尾安左哲8-9新田（京産大） 

新田 泰清8-1猪田（京府大） 中野 利治5-8大栗（立命大） 

高橋  渉1-8堀 （立命大） 安藤 正人8-0小住（滋 大） 

▽５回戦  苅谷 達朗8-1杉本（立命大） 

保智  卓8-4柳川和也(同大) 新田 泰清4-8中田（京産大） 

安藤 正人8-5堀 （立命大） 

▽準々決勝 苅谷 達朗8-9西村（京産大） 

保智  卓1-8新田（京産大） 安藤 正人8-5大栗（立命大） 

▽準決勝  安藤 正人  ６－１ ６－０  中田（京産大） 

▽決 勝  安藤 正人 ６-１ ４-６ ６-４ 西村（京産大） 

            〈優 勝〉 
(男子ダブルス)（Ｂ－９５） 

▽１回戦  保智･中野8-0吉田･島津(京教) 

日野谷･関def藤林･木村(龍大)  田中･若菜8-3石田･矢野(仏大) 

▽２回戦  保智･中野8-6大隅･猪崎(京産) 

京藤･善野8-2辻 ･石井(龍大)  松井･安藤8-1新井･高橋(京教) 

塚尾･新田8-1小林･小池(龍大)  柳川･高橋8-6角野･山口(立命) 

▽３回戦  保智･中野8-5嶋木･嶽山(京園) 

京藤･善野8-0山崎･倉本(京府) 松井･安藤8-1高本･寒川(立命) 

塚尾･新田8-3宮本･内山(立命) 柳川･高橋9-8原田･佐伯(京外) 

▽４回戦  保智･中野3-8大栗･松原(立命) 

京藤･善野5-8堀 ･有本’(立命) 松井･安藤8-2前田･広田(京産) 

塚尾･新田8-4浅利･橋本(仏大) 柳川･高橋1-8中田･新田(京産) 

▽準々決勝 松井･安藤8-5井上･杉本(立命) 

      塚尾･新田3-8中田･新田(京産) 

▽準決勝  松井・安藤 ４－６ ３－６ 中田・新田（京産大） 

 
１９８７（昭和６２）年 

【関西学生新進テニストーナメント】 

         予選（  月  日～    各大学） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－   ） 
３回生 松井 則近 柳川 和也 関   勝 播磨 正樹 

    保智  卓 塚尾安左哲 

２回生 苅谷 達朗 田中 隆史 新田 泰清 若菜 信彦 

１回生 大矢 健二 中野 利治 藤田 勝大 安藤 正人 

    高橋  渉 山下 行敏 山下 雄二 

予選 (男子ダブルス)（Ｂ－   ） 
播磨・保智 塚尾・新田 

予選 (女子シングルス)（Ｂ－   ） 

３回生 城野  香 山口 陽子 

２回生 善野 直子 中西 乃仁 

         本戦（１１月 ９日～１４日 関学大） 
(男子シングルス)（Ｂ－  ） 
▽１回戦 

柳川 和也   １－６ ３－６   城之内  (大体大) 

塚尾安左哲   ２－６ ０－６   竹内   (阪 大) 

 (男子ダブルス)（Ｂ－  ） 

▽１回戦 

保智･播磨   ２－６ ０－６   藤本･直木 (甲南大) 

塚尾･新田   ２－６ ２－６   今村･前田 (大体大) 

 

１９８７（昭和６２）年 

【北信越学生室内テニス選手権】 
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     本戦（１１月１２日～１５日 富山県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 
(男子シングルス) 

▽準々決勝 
苅谷 達朗 ４－６ ６－１ ６－１ 南  隆浩 （金工大） 
大矢 健二   ６－０ ６－３   小泉  勝 （新 大） 
▽準決勝 
苅谷 達朗   ６－４ ６－３   大矢 健二 （同 大） 
▽決 勝 
苅谷 達朗   ６－３ ７－６   小林 正則 （富山大） 
〈優 勝〉 

(男子ダブルス) 

▽準々決勝 
苅谷・大矢   ６－２ ６－４   鈴木・亀井 （信州大） 
▽準決勝 
苅谷・大矢   ６－４ ６－３   西野・吉田 （金沢大） 
▽決 勝 
苅谷・大矢   ６－２ ６－３   朝倉・南  （金工大） 
〈優 勝〉 

 

１９８７（昭和６２）年 

【京都学生テニストーナメント】 

         本戦（１２月 ７日～１２日 京都 各大学） 
(男子シングルス) 

▽準々決勝 
加藤 正二   ７－５ ６－２   木下  彰 （京産大） 
大矢 健二   ６－４ ６－１   福井  淳 （京産大） 
苅谷 達朗   ６－３ ７－６   松石 和典 （京産大） 
岡嶋 伸二 ７－５ ５－７ ６－４ 中田誠一郎 （京産大） 
▽準決勝 
加藤 正二   ６－１ ６－１   大矢 健二 （同 大） 
苅谷 達朗   ６－４ ６－３   岡嶋 伸二 （同 大） 
▽決 勝 
加藤 正二   ６－３ ６－２   苅谷 達朗 （同 大） 
〈優 勝〉             〈準優勝〉 

(男子ダブルス) 

▽準決勝 
加藤・藤田 ３－６ ６－１ ６－３ 岡嶋・田中(功)（同 大） 
苅谷・大矢 ４－６ ７－６ ２－６ 松石・福井 （京産大） 
▽決 勝 
加藤・藤田 ４－６ ７－５ ６－７ 松石・福井 （京産大） 
〈準優勝〉 

(女子シングルス) 

▽準々決勝 
城野  香   ４－６ ４－６   梅田いずみ （京女大） 
(女子ダブルス) 

▽準々決勝 
城野・山口   ７－６ ６－４   日野・田村 （龍谷大） 
▽準決勝 
城野・山口   １－６ １－６   木村・坂本 （立命大） 
 

１９８７（昭和６２）年 

【全日本学生テニス選手権】第５５回 

      本戦（ ７月２７日～８月２日 東京ﾄﾋﾟﾚｯｸｽTC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１２８） 
▽ １回戦 
岡嶋 伸仁   ６－３ ６－３   徳永  （西南院大） 
田中  功 ４－６ ７－６ ６－７ 金    （大体大） 
京藤 正弘   １－６ ０－６   荒木   （大体大） 
加藤 正二   １－６ ３－６   丸山   （早 大） 

藤田 勝大   ６－４ ６－２   山本   （中京大） 
大矢 健二 ６－７ ６－４ ４－６ 平出   （早 大） 
▽ ２回戦 
岡嶋 伸仁 １－６ ７－６ ０－６ 登山  （学習院大） 
藤田 勝大 ７－６ ２－６ ６－４ 荒木   （大体大） 
▽ ３回戦（Ｂ－３２） 
藤田 勝大 ６－３ ６－７ ２－６ 万木(基)  （日本大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 
▽ １回戦 
岡嶋・加藤 ３－６ ６－２ ２－６ 平出・宮重 （早 大） 
田中・藤田   ２－６ ２－６   関 ・入交 （関学大） 
苅谷・大矢   ６－２ ６－１   松谷・鈴木 （関学大） 
▽ ２回戦 
苅谷・大矢   ５－７ ３－６   平出・宮重 （早 大） 
 
１９８７（昭和６２）年 

【全日本学生室内テニス選手権】第２４回 

         予選（１１月２９日～１２月１日 湘南SP） 

予選 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 
S1R加藤 正二   6－1 6－2   宮重  （早 大） 
S1R藤田 勝大   6－4 7－5   岩本  （愛院大） 
S2R加藤 正二  6－3 5－7 7－6  佐藤  （日本大） 
S2R藤田 勝大   5－7 2－6   田中  （日本大） 
FIN加藤 正二  6－1 2－6 3－6  藤井  （甲南大） 
        本戦（１２月 ２日～６日 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 
 
１９８７（昭和６２）年 

【全日本室内テニス選手権】第２３回 フタバヤカップ 

 （ ３月２６日～２９日 神戸ワールド記念ホール） 
出場者なし 

 

１９８７（昭和６２）年 

【全日本テニス選手権】第６２回 ＩＢＭ 

       （ ９月１８日～２７日 有明テニスの森公園) 
予選Ａ（男子シングルス）（Ｂ－４７） 

S1R田中英次(OB三和TS) 7－6 6－3 岡本  (広島ﾃﾆｽﾒｲﾄ) 
S2R田中英次(OB三和TS) 6－3  6－4 宮崎 (埼玉ﾒｰﾌﾟﾙ TC) 
FIN田中英次(OB三和TS)  5－7 6－7  東原(岡山ｴﾒﾗﾙﾄﾞ TC) 
     本戦（ ９月１８日～２７日 有明テニスの森公園) 
 (男子シングルス) 

▽１回戦 
加藤 正二(同大)  １－６ ３－６  武鎚 (東海大大学院) 
 

１９８７（昭和６２）年 

【京都市テニス選手権】第６回 

           （  月  日～     ） 
壮年 (男子シングルス) 

▽決 勝  田中 良和(OB ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ)〈優 勝〉 

 
１９８７（昭和６２）年 

【京都府テニス選手権】第４１回 

          （１０月 ３日～    小畑川・向島） 
 

１９８７（昭和６２）年 

【毎日テニス選手権】第６２回（春） 

      （ ５月１８日～10日間 香枦園TC・甲子園TC） 
 (男子シングルス) 

▽ 回戦（B－３２） 加藤 正二(同大) 3－6 4－6 木下(ﾖﾈｯｸｽ) 
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 (男子ダブルス) 

▽ 回戦（B－１６） 加藤･藤田(同大) 4-6 6-4 4-6田中･田口(ABC TC) 
 

１９８７（昭和６２）年 

【毎日テニス選手権】 

         予選（ ８月 ３日～５日 小田急成城TG） 
予選 (男子シングルス) 

▽１Ｒ    加藤 正二(同大) 6－3 6－3 大町(星和高原TC) 
▽FIN    加藤 正二(同大) 6－3 7－5 寺村   (早 大) 
         本戦（ ８月３１日～９月６日 田園C） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦   加藤 正二(同大) ６－２ ６－３ 藤田  (ｺﾞｰｾﾝ) 
▽２回戦   加藤 正二(同大) １－６ １－６ 平塚  (JSS) 
 

１９８７（昭和６２）年 

【関西テニス選手権】 

         本戦（ ８月１６日～２３日 靭公園TC） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦   加藤 正二(同大) ６－３ ６－４ 川村   (ﾄﾖﾀ) 
▽２回戦   加藤 正二(同大) ４－６  ４－６ 米沢(山中湖TC) 
 

１９８７（昭和６２）年 

【全九州テニス選手権】 

      本戦（ ８月１０日～１５日 福岡県営春日公園C） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦   加藤 正二(同大) ６－２ ６－１ 池村 (福岡大) 
▽２回戦   加藤 正二(同大) ７－６ ６－２ 山田(黒木組ｸ) 
▽３回戦   加藤 正二(同大) ６－２ ６－１ 原口  (ﾖﾈｯｸｽ) 
▽４回戦   加藤 正二(同大) ６-４６-４岡本(ﾙﾈｯｻﾝｽ TC福岡) 
▽準決勝   加藤 正二(同大) 6-0 4-6 6-0 6-0 沢(三菱化成) 
▽決 勝   加藤 正二(同大) 2-6  5-7  6-7  秀島 (専修大) 
       〈準優勝〉 

 

１９８７（昭和６２）年 

【近畿ミニ国体】 

          （ ８月２２日～２３日 神戸ｶｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 
 (男子シングルス) 

加藤正二(同大) 6-2 中島邦男(奈良) 加藤正二(同大) 6-1  (滋賀) 
加藤正二(同大) 4-6 中島勤成(兵庫)  加藤正二(同大) 6-2 (和歌山) 
加藤正二(同大) 7-5関 (大阪) 
 

１９８８（昭和６３）年 

◆社会：青函ﾄﾝﾈﾙ開通(3/13)。ﾘｸﾙｰﾄ疑惑(7/5)。 
     潜水艦(なだしお)と釣り船衝突事故(7/23)。 

    伊豆半島沖群発地震(7/26)。 

        ｲﾗﾝ・ｲﾗｸ戦争８年ぶりに停戦(8/20)。 

★流行語：『５時から男』 

◇SPT：第15回 冬季五輪 ｶﾙｶﾞﾘｰ大会(2/13～2/28)。 

   第24回 ｿｳﾙ五輪(9/17～10/2)。 

【京都国体開催(9/ ･10/)】 

 

１９８８（昭和６３）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）宮崎市総合運動公園 
                        水光苑 
１９８８（昭和６３）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】 

    （ ４月 １日～１０日 尼崎市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 
＜男子１部リーグ＞ 

○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 大体大② 

 (ダブルス)                              （９日・１０日） 

Ｎo１○加藤・藤田 ６－２ ７－５ ６－２ 奥 ・藤原 
Ｎo２○苅谷・安藤 ６－４ ７－６ ６－３ 金 ・木嶋 
Ｎo３×大矢・梅津 ３－６ １－６ ２－６ 今村・城之内 
 (シングルス) 
Ｎo１○加藤 正二 ６－１ ６－４ ６－２ 奥  寛幸 
Ｎo２○安藤 正人 7－5 6－3 4－6 7－5 今村 仁美 
Ｎo３×大矢 健二  6－3 6－7 5－7 6－1 4－6 木嶋 直仁 
Ｎo４○藤田 勝大 ６－３ ６－３ ６－２ 金  清守 
Ｎo５×梅津 乾三 3－6 6－3 0－6 4－6 城之内繁哉 
Ｎo６×苅谷 達朗 
 

○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 関 学③ 

 (ダブルス)                （１日・２日） 
Ｎo１○加藤・梅津 6-1  4-6  3-6  7-6  7-5   関  ・入交 
Ｎo２×苅谷・大矢 7-5  7-5  2-6  1-6  3-6  久我・木下 
Ｎo３○藤田・安藤 ６－０ ７－５ ６－３ 鈴木・樽谷 
 (シングルス) 
Ｎo１×加藤 正二       def      関  康人 
Ｎo２×安藤 正人 ６－７ ６－７ ０－６ 木下 宏之 
Ｎo３○大矢 健二 4－6 6－4 6－3 6－4 入交 英太 
Ｎo４○藤田 勝大 7-5  6-4  3-6  6-7  8-6  久我 洋一 
Ｎo５○苅谷 達朗 6－2 6－1 4－6 6－3 鈴木総一郎 
Ｎo６○梅津 乾三 6－4 4－6 6－3 6－2 井上 隆太 
 

○ 同志社 ７（複３－０ 単４－２）２ 近 大④ 

 (ダブルス)                              （５日・６日） 

Ｎo１○加藤・梅津 ６－０ ６－０ ６－２ 稲飯・足立 
Ｎo２○苅谷・大矢 4-6  6-4  6-4  6-7  6-4  若林・中島 
Ｎo３○藤田・安藤 ６－２ ６－２ ６－２ 酒井・西田 
 (シングルス) 
Ｎo１○加藤 正二 ６－２ ６－１ ６－３ 稲飯 政信 
Ｎo２×安藤 正人 ６－７ ６－７ ３－６ 若林 和夫 
Ｎo３×大矢 健二 ３－４   def      中島  剛 
Ｎo４○藤田 勝大 ６－２ ６－３ ６－４ 安田 正和 
Ｎo５○苅谷 達朗 6－3 6－2 6－7 6－2 西田 雅文 
Ｎo６○梅津 乾三 ６－２ ６－１ ６－１ 酒井 敦史 
 

＜男子１部リーグ①位＞ 優 勝 同志社大学 ３勝０敗 

 
１９８８（昭和６３）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】     ＜女子の部＞ 

       （ ４月 ２日～    神崎川ＴＣ） 
＜女子３部リーグ＞ 

○ 同志社 ３（複０－２ 単３－０）２ 帝塚大② 

 (ダブルス) 

Ｎo１×城野・山口 ３－６ ６－２ ４－６ 小林・山内 
Ｎo２×荒川・豊山 ４－６ １－６     瀬戸・玉井 
 (シングルス) 
Ｎo１○城野  香 ２－６ ６－０ ６－１ 瀬戸久我子 
Ｎo２○荒川 和美 ６－０ ７－５     小林 徹子 
Ｎo３○豊山 正子 ７－６ ６－１     玉井 嘉代 
 

○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 天理大③ 

 (ダブルス) 

Ｎo１×城野・山口 ２－６ １－６     遠山・竹田 
Ｎo２○荒川・豊山 ６－４ ６－４     早瀬・古薮 
 (シングルス) 
Ｎo１×城野  香 １－６ ３－６     遠山 裕子 
Ｎo２○荒川 和美 ６－１ ６－３     竹田 昌代 
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Ｎo３○豊山 正子 ４－６ ６－２ ６－１ 古薮美紀子 
 

○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 成蹊女短④ 

 (ダブルス) 

Ｎo１×城野・山口 １－６ １－６     岡所・仲川 
Ｎo２○荒川・豊山 ６－４ ７－６     大高・赤井 
 (シングルス) 

 
Ｎo１×城野  香       def      岡所奈津子 
Ｎo２○荒川 和美 ６－２ ６－１     山上 由美 
Ｎo３○豊山 正子 ６－０ ６－０     仲川恵美子 
 

＜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 ３（複２－０ 単１－０）０ 大教大 

＜３部①位＞        ２打切 ＜２部④位＞ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○城野・山口 ６－３ ６－７ ６－３ 平塚・松本 
Ｎo２○荒川・豊山 ６－０ ６－１     上原・中島 
 (シングルス) 

Ｎo１ 城野  香      (打切) 
Ｎo２○荒川 和美 ６－０ ６－１     上原 雅美 
Ｎo３ 豊山 正子      (打切) 
 

＜女子２部リーグ（昇格）＞  同志社大学(女子) 

 

１９８８（昭和６３）年 

【全日本大学対抗テニス王座決定試合】 

       （ ６月 ９日～   有明の森公園） 
＜男子＞ 

▽1回戦 
○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 西南学院大 

▽準々決勝 
× 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 慶応大 

 

１９８８（昭和６３）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （１０月１６日     立教大） 

○ 同志社 ８（複２－１ 単６－０）１ 立教大 

 

１９８８（昭和６３）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （１０月１５日     青学大） 

× 同志社 ３（複０－３ 単３－２）５ 青学大 

 

１９８８（昭和６３）年 

【対抗戦】     対 慶応義塾大学戦 

           （ ３月 ８日     同大 田辺） 

× 同志社 １（複１－２ 単０－５）７ 慶応大 

 (ダブルス)            １中止 

Ｎo１×苅谷・大矢 ２－６ ４－６     重光・早川 
Ｎo２○塚尾・梅津 ７－６ ６－１     松岡・山岸 
Ｎo３×藤田・安藤 ２－６ ６－７     平野・田村 
 (シングルス) 
Ｎo１－安藤 正人 ５－７ (日没中止)    松岡 
Ｎo２×大矢 健二 １－６ ６－７     重光 
Ｎo３×藤田 勝大 ６－４ ３－６ １－６ 平野 
Ｎo４×苅谷 達朗 ７－５ ３－６ ４－６ 田村 
Ｎo５×梅津 乾三 ３－６ ２－６     早川 

Ｎo６×塚尾安左哲 ２－６ ６－４ ２－６ 佐藤 
 
１９８８（昭和６３）年 

【定期戦】     対 関西大学戦 

           （ ２月２４日     同大 田辺） 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 関西大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○苅谷・大矢 ６－４ ６－１     古池・篠木 
Ｎo２○加藤・安藤 ６－２ ６－４     黒田・服部 
Ｎo３○新田・梅津 ６－２ ６－２     和田・久世 
 (シングルス) 
Ｎo１○加藤 正二 ６－０ ６－１     古池  晃 
Ｎo２○安藤 正人 ６－３ ７－５     服部 恭幸 
Ｎo３○大矢 健二 ６－２ ６－２     黒田 哲也 
Ｎo４○苅谷 達朗 ６－２ ６－１     篠木 達也 
Ｎo５○梅津 乾三 ６－３ ６－３     久世 和範 
Ｎo６○塚尾安左哲 ６－４ ６－３     和田  剛 
 
１９８８（昭和６３）年 

【対抗戦】     対 甲南大学戦 

           （ ３月１６日   芦屋シーサイド） 

○ 同志社 ７（複３－０ 単４－２）２ 甲南大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○加藤・藤田 ６－２ ６－１     佐伯・坂本 
Ｎo２○苅谷・大矢 ６－２ ７－５     升 ・四宮 
Ｎo３○新田・梅津 ６－２ ６－１     藤本・直木 
 (シングルス) 
Ｎo１○加藤 正二 ６－２ ６－３     佐伯 孝平 
Ｎo２×大矢 健二 １－６ ４－６     四宮康次郎 
Ｎo３○藤田 勝大 ６－２ ６－４     升  祥史 
Ｎo４○苅谷 達朗 ７－６ ５－７ ６－１ 塩田 哲也 
Ｎo５○梅津 乾三 ６－３ ６－３     藤木 拓司 
Ｎo６×新田 泰清 ５－７ ３－６     戸田  孝 
 
１９８８（昭和６３）年 

【対抗戦】     対 京都産業大学戦 

           （ ３月２７日     京産大） 

○ 同志社 ５（複１－２ 単４－２）４ 京産大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×苅谷・大矢 ４－６ ６－１ ４－６ 木下・西村 
Ｎo２○藤田・安藤 ６－１ ５－７ ６－２ 中田・新田 
Ｎo３×塚尾・新田 ７－６ ５－７ １－６ 吉田・宇津川 
 (シングルス) 
Ｎo１○安藤 正人 ７－５ ７－５     木下  彰 
Ｎo２○大矢 健二 ６－２ ６－３     新田 裕二 
Ｎo３○藤田 勝大 ７－６ ７－５     中田誠一郎 
Ｎo４○苅谷 達朗 ６－２ ６－１     西村  勝 
Ｎo５×塚尾安左哲 ２－６ ０－６     斉藤  実 
Ｎo６×新田 泰清 ０－６ ０－６     吉田 雄平 
 
１９８８（昭和６３）年 

【対抗戦】     対 立命館大学戦    ＜女子の部＞ 

           （ ３月２９日     伏見 向島） 

○ 同志社 ４（複１－０ 単３－０）０ 立命大 

 (ダブルス)            １中止 

Ｎo１○城野・荒川 ６－４ ６－１     木村・坂本 
Ｎo２ 
 (シングルス) 
Ｎo１○荒川 和美 ７－５ ２－６ ６－３ 木村 紀子 



 17

Ｎo２○城野  香 ７－５ ６－２     坂本 圭子 
Ｎo３○豊山 正子 ６－３ ６－２     大場 裕子 
 
１９８８（昭和６３）年 

【全日本学生東西対抗テニス試合】第５３回 

       （ ６月１５・１６日 愛知県体育館） 

＜男子＞ 

× 西 軍 ３（複１－２ 単２－４）６ 東 軍 

（ダブルス） 

Ｎo１×加藤・藤田 ３－６ ５－７     岩原・佐藤 
    （同 大）             （日 大） 
（シングルス） 
Ｎo２○加藤 正二 ７－６ ６－３     大原 昌之 
       （同 大）             （法 大） 
 

１９８８（昭和６３）年 

【関西東海学生対抗テニス試合】第４回 

           （１１月１９・２０日  甲南大） 

＜男子＞ 

○ 関 西 ７（複１－２ 単６－０）２ 東 海 

（シングルス） 
Ｎo１○梅津 乾三 ６－２ ６－４     岡本 秀貴 
       （同 大）             （名市大） 
Ｎo５○安藤 正人 ６－１ ６－０     浜田 洋史 
       （同 大）             （中京大） 

Ｎo６○新田 泰清 ６－４ ６－２     中山  洋 
       （同 大）             （名 大） 
 

１９８８（昭和６３）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) 

 

１９８８（昭和６３）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 

     本戦（ ５月 ９日～１５日 薬業鳴尾浜・宝塚TG） 
(男子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
中野 利治 ７－６ １－６ ０－６ 斉藤    （京産大） 
▽２回戦 
大矢 健二   ６－１ ６－４   石田    （大市大） 
安藤 正人 ４－６ ６－４ ６－２ 長永    （阪 大） 
梅津 幹三 ６－１ ６－７ ６－２ 阪本    （甲南大） 
藤田 勝大   ６－２ ６－０   井上    （京産大） 
苅谷 達朗   ７－６ ６－２   平畑    （大体大） 
加藤 正二   ６－４ ６－４   奥野    （大体大） 
▽３回戦 
大矢 健二 ３－６ ６－０ ６－２ 矢部    （神商大） 
安藤 正人   １－６ ６－７   藤原    （大体大） 
梅津 幹三   ２－６ ４－６   錦戸   （西南学院） 
藤田 勝大 ６－２ ６－７ ３－６ 四宮    （甲南大） 
苅谷 達朗 ６－３ ４－６ ７－６ 青木    （神院大） 
加藤 正二   ６－１ ６－３   酒井    （近 大） 
▽４回戦 
大矢 健二 ６－７ ４－６ １－６ 藤井    （甲南大） 
苅谷 達朗   ５－７ １－６   木嶋    （大体大） 
加藤 正二   ７－５ ６－４   入交    （関学大） 
▽準々決勝 

加藤 正二   ６－１ ６－２   木嶋    （大体大） 
▽準決勝 
加藤 正二 ７－６ ６－３ ７－５ 四宮    （甲南大） 
▽決 勝 
加藤 正二 ４－６ ３－６ ０－６ 藤井    （甲南大） 
〈準優勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
塚尾・新田  ３－６ ６－２ ４－６ 宮本・高  （大体大） 
中野・高橋    ３－６ ６－７   酒井・西田 （近 大） 
▽２回戦 
安藤・大矢    １－６ ４－６   川崎・前田 （大体大） 
加藤・藤田    ６－３ ６－１   山下・佐藤 （近 大） 
苅谷・梅津    ７－５ ６－４   横山・竹中 （大市大） 
▽３回戦 
加藤・藤田    ６－４ ６－３   鈴木・樽谷 （関学大） 
苅谷・梅津    ３－６ ４－６   久我・木下 （関学大） 
▽準々決勝 
加藤・藤田    ６－３ ６－４   金 ・木嶋 （大体大） 
▽準決勝 
加藤・藤田 6-4 6-2 3-6 2-6 7-5  奥 ・藤原 （大体大） 
▽決 勝 
加藤・藤田 7－5 6－3 3－6 6－3  藤井・四宮 （甲南大） 
〈優 勝〉 

(女子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
荒川・豊山  ３－６ ７－６ １－６ 矢吹・佐々木（大体大） 
 
１９８８（昭和６３）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) 

 

１９８８（昭和６３）年 

【関西学生テニス選手権】（夏） 

         本戦（ ８月２２日～２８日 香里グリーン） 
(男子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
高橋  渉 ４－６ ６－１ １－６ 直木    （甲南大） 
新田 泰清   ６－２ ６－４   岡     （京産大） 
中野 利治 ７－６ ４－６ ５－７ 木下    （京産大） 
▽２回戦 
苅谷 達朗   ６－３ ６－２   宇津川   （京産大） 
安藤 正人 ６－１ ４－６ １－６ 吉田    （京産大） 
梅津 幹三 ６－３ ６－７ ０－６ 西村    （京産大） 
藤田 勝大   ６－２ ６－３   佐藤    （近 大） 
新田 泰清   ２－６ ３－６   久我    （関学大） 
大矢 健二   ６－３ ６－０   高     （大体大） 
加藤 正二   ６－１ ６－４   延原    （甲南大） 
▽３回戦 
苅谷 達朗   ６－３ ６－３   中島    （近 大） 
藤田 勝大   ６－２ ６－３   佐伯    （甲南大） 
大矢 健二 ７－５ ２－６ ６－０ 升     （甲南大） 
加藤 正二   ６－３ ６－２   山下    （近 大） 
▽４回戦 
苅谷 達朗   ３－６ ３－６   藤井    （甲南大） 
藤田 勝大   ７－５ ６－０   木嶋    （大体大） 
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大矢 健二 ４－６ ６－２ ２－６ 奥     （大体大） 
加藤 正二 ４－６ ６－３ ６－４ 塩田    （甲南大） 
▽準々決勝 
藤田 勝大 ６－７ ６－３ ６－１ 藤原    （大体大） 
加藤 正二   ６－２ ６－１   宇津原   （甲南大） 
▽準決勝 
藤田 勝大 ４－６ ４－６ ６－７ 藤井    （甲南大） 
加藤 正二 6－3 6－0 6－7 6－1 久我    （関学大） 
▽決 勝 
加藤 正二6－4 6－4 3－6 6－3 藤井    （甲南大） 
〈優 勝〉 
(男子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
中野・高橋   ６－２ ６－２   山下・池田 （近 大） 
佐藤・佐久間  ３－６ ２－６   中谷・萓島 （神 大） 
新田・安藤 ６－７ ６－０ ６－０ 大隈・猪崎 （京産大） 
▽２回戦 
苅谷・梅津   ６－４ ７－５   立道・早部 （近 大） 
中野・高橋   ２－６ ２－６   金 ・木嶋 （大体大） 
藤田・大矢   ６－４ ７－６   池田・粕谷 （大体大） 
新田・安藤   ６－２ ６－３   長尾・小田 （大経大） 
▽３回戦 
苅谷・梅津   ６－７ ５－７   関 ・入交 （関学大） 
藤田・大矢 ６－３ ３－６ ６－１ 青木(神院)・木下(京産) 
新田・安藤   ２－６ １－６   川崎・前田 （大体大） 
▽準々決勝 
藤田・大矢   ２－６ ５－７   奥 ・藤原 （大体大） 
(女子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
豊山 正子   ６－１ ６－１   浅野  （武庫川女大） 
荒川 和美   ３－６ ２－６   琴寄  （武庫川女大） 
▽２回戦 
豊山 正子   ０－６ １－６   広田   （松蔭女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
荒川・豊山   ３－６ ５－７   磯野・小谷 （大体大） 
 

１９８８（昭和６３）年 

【関西学生室内テニス選手権】第２３回 

         予選（１１月１４日～１７日 宝塚TG） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 

▽１Ｒ   大矢 健二 6－3 6－7 6－2 立道(近 大) 
▽２Ｒ      大矢 健二 6－4 6－7 6－0 藤本(甲南大) 
▽FIN      大矢 健二 4－6 6－3 7－6 西村(京産大) 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－１６） 

▽１Ｒ   大矢(同大)･宇津原(甲南) 6-7 6-4 3-6 久我･木下(関学) 
      苅谷・梅津  7－5 6－1  中谷・萓島(神大) 
            新田・安藤 6－3  3－6  6－4 赤坂・萩谷(神大) 
▽２Ｒ   苅谷・梅津   7－6 7－6   城之内･今村(大体) 
      新田・安藤   5－7 1－6   関 ・入交(関学) 
▽３Ｒ      苅谷・梅津 6－4  3－6  6－3 関 ・入交(関学) 
▽FIN   苅谷・梅津   6－3 6－1   中田・新田(京産) 
     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－1６） 

▽１回戦 
加藤 正二   ６－３ ６－２   奥  (寛)  （大体大） 
梅津 幹三   ７－５ ６－４   吉田 (雄)  （京産大） 
大矢 健二 ６－４ ６－７ ６－４ 井上 (圭)  （京産大） 

苅谷 達朗 ６－４ ３－６ ７－６ 升  (祥)  （甲南大） 
藤田 勝大   ３－６ ２－６   藤井 (淳)  （甲南大） 
▽２回戦 
加藤 正二   ６－３ ６－４   梅津 幹三 （同 大） 
大矢 健二   ６－０ ６－１   久我 (洋)  （大体大） 
苅谷 達朗   ２－６ １－６   藤井 (淳)  （甲南大） 
▽準決勝 
加藤 正二   ６－４ ６－１   大矢 健二 （同 大） 
▽決 勝 
加藤 正二 ６－４ １－６ ６－３ 森井 (大)  （早 大） 
〈優 勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽１回戦 
苅谷・梅津 ６－３ ４－６ ７－５ 奥 ・藤原 （大体大） 
加藤・藤田   ６－１ ６－４   川崎・前田 （大体大） 
▽準決勝 
苅谷・梅津   ４－６ ４－６   藤井・四宮 （甲南大） 
加藤・藤田 ３－６ ６－２ ６－３ 金 ・木嶋 （大体大） 
▽決 勝 
加藤・藤田   ０－６ ４－６   藤井・四宮 （甲南大） 
〈優 勝〉 

 
１９８８（昭和６３）年 

【関西学生地域 (京都地区)テニストーナメント】 

           （ ６月１７日～１０日間 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－２４３） 

▽１回戦 

中島 尚吾2-8原田（京府医）坂手 功一4-8柴田（滋 大） 

中西  敬def増田（京府医）唐木 政光8-6冨岡（滋 大） 

日野谷太志8-6辻 （龍谷大） 寺崎 温尚0-8長谷川(京薬大) 

田中 隆史def松本（明鍼大）佐々木賢二8-2中井（明鍼大） 

小島 宏夫8-0門川（京薬大）若菜 信彦2-8田淵（京府大） 

今岡研二郎8-2水野（滋 大）山下 雄二8-0古池（立命大） 

中尾 充宏def桝井（京園大）佐藤 大信8-2柏原（京工大） 

佐久間清次8-0加藤（滋 大）新田 泰清8-1馬場（滋 大） 

熊谷 光訓8-2渡辺（滋 大）山下 行敏4-8五百川(京外大) 

▽２回戦  高橋  渉－岡 （京工大）   

中西  敬－木本（京教大） 唐木 政光－浅香（龍谷大） 

日野谷太志8-6石丸（京教大）田中 隆史def明石（京薬大） 

佐々木賢二8-2木原（滋医大）小島 宏夫8-6菊川（京工大） 

中野 利冶8-0磯部（京教大）今岡研二郎2-8寒川（立命大） 

山下 雄二8-0小田（滋 大）中尾 充宏1-8篠原（明鍼大） 

佐藤 大信－森川（龍谷大） 佐久間清次－工藤（京教大） 

新田 泰清－池田（仏 大） 熊谷 光訓8-5石丸（立命大） 

▽３回戦  高橋  渉8-1菅野（立命大） 

中西  敬4-8木村（龍 大）唐木 政光8-3藤井（京産大） 

日野谷太志0-8木下（京産大）田中 隆史2-8宮崎（立命大） 

佐々木賢二3-8小島（立命大）小島 宏夫5-8高本（立命大） 

中野 利冶8-2石川（滋 大）山下 雄二9-8猪崎（京産大） 

佐藤 大信8-2清水（京産大）佐久間清次def村瀬（立命大） 

新田 泰清8-3土井（立命大）熊谷 光訓8-6山本（京産大） 

▽４回戦  高橋  渉9-7勢濃（京産大） 
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唐木 政光8-6藤林（龍谷大）中野 利冶8-0上田（京工大） 

山下 雄二8-1合原（滋 大）佐藤 大信2-8斉藤（京産大） 

佐久間清次1-8宇津川(京産大)新田 泰清8-1熊谷光訓(同大) 

▽５回戦  高橋  渉8-4小住（滋 大） 

唐木 政光0-8大隅（京産大）中野 利冶8-6寒川（立命大） 

山下 雄二1-8井上（京産大）新田 泰清4-8西村（京産大） 

▽準々決勝 高橋  渉8- 大隅（京産大） 

      中野 利冶7-9井上（京産大） 

▽準決勝  高橋  渉 ４－６ ６－７ 中田 （京産大） 

 (男子ダブルス)（Ｂ－１０４） 

１回戦  佐藤･佐久間8-2森本･小島(京府) 

中島･寺崎0-8田村･榎屋(京園)唐木･中西1-8山中･松井(京薬) 

中尾･坂手8-3藤井･石田(京産) 

▽２回戦  佐藤･佐久間8-4山本･磯部(京教) 

中野･高橋－合原･馬場(滋大) 唐木･中西2-8阪本･松岡(京工) 

今岡･熊谷8-2岸本･脇田(滋大)中尾･坂手3-8細井･高倉(立命) 

山下･小島4-8小池･小林(龍大)新田･安藤8-0小田･小笠原(滋大) 

田中･山下8-4石井･森川(龍大) 

▽３回戦  佐藤･佐久間8-5大隅･猪崎(京産) 

中野･高橋8-0糀谷･山口(立命)今岡･熊谷8-5石田･山本(京産) 

新田･安藤8-0辻 ･渡辺(龍大)田中･山下8-9高井･勢濃(京産) 

▽４回戦  佐藤･佐久間8-4村瀬･土井(立命) 

中野･高橋8-0石川･小住(滋大) 今岡･熊谷5-8寒川･宮崎(立命) 

新田･安藤8-3高本･石丸(立命) 

▽準々決勝 佐藤･佐久間8-5藤林･木村(龍大) 

中野･高橋8-1小島･杉本(立命) 新田･安藤8-5田中･斉藤(京産) 

▽準決勝  中野・高橋 ３－６ ５－７ 吉田・井上（京産大） 

      新田・安藤 ６－４ ６－３ 佐藤・佐久間（同大） 

▽決 勝  新田・安藤 ６－３ ６－２ 吉田・井上（京産大） 

      〈優 勝〉 
(女子シングルス)（Ｂ－１９２） 

▽１回戦  本郷 珠実6-8菅 （京教大） 

▽２回戦  西村 美穂8-1田淵（同女大） 

瀬戸佳奈子8-1土川（仏 大） 荒川 和美8-2藤田(京府医大) 

宮本佳代子0-8岡本（同女大） 豊山 正子8-0杉谷（文化短） 

▽３回戦  西村 美穂5-8奥村（京府大） 

瀬戸佳奈子5-8鳥塚（京女大） 荒川 和美8-5中上（同女大） 

豊山 正子8-0細見（光華大） 

▽４回戦 荒川和美8-0増田(橘女大) 豊山正子8-0山田(京府大) 

▽５回戦 荒川和美8-1為廣(京教大) 豊山正子8-0矢野(京府大) 

▽６回戦 荒川和美8-6坂本(立命大) 豊山正子8-0太田(仏 大) 

▽準決勝 荒川 和美  ６－１ ７－５  豊山 正子 (同大) 

▽決 勝  豊山 正子  ７－６ ６－０  木村    （立命大） 
          〈優 勝〉 
(女子ダブルス)（Ｂ－８２） 

▽２回戦  荒川･豊山8-0伊関･河野（橘女大） 

瀬戸･西村8-1紅谷･小池(滋大)   本郷･宮本5-8藤原･中村((京工) 

▽３回戦 

荒川･豊山8-0高野･前田(文化短)  瀬戸･西村8-3西山･山本(京府) 

▽４回戦 

荒川･豊山8-1竹内･井村(滋大)   瀬戸･西村6-8森本･森田(京外) 

▽準々決勝 荒川･豊山8-0森本･森田(京外大) 

▽準決勝  荒川・豊山 ６－０ ６－３ 太田・山村(仏 大) 

▽決 勝  荒川・豊山 ６－２ ６－４ 木村・坂本(立命大) 
      〈優 勝〉 
 

１９８８（昭和６３）年 

【関西学生新進テニストーナメント】 

         予選（  月  日～    各大学） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－   ） 
３回生 苅谷 達朗 田中 隆史 新田 泰清 若菜 信彦 

２回生 中野 利治 安藤 正人 高橋  渉 山下 行敏 

    山下 雄二 

１回生 梅津 乾三 中島 尚吾 中西  敬 今岡研二郎 

    唐木 政光 熊谷 光訓 小島 宏夫 坂手 功一 

    佐久間清次 佐々木賢二 佐藤 大信 寺崎 温尚 

    中尾 充宏 良元 克年 宮脇 信行 

予選 (男子ダブルス)（Ｂ－   ） 
佐藤・佐久間 中野・高橋 

予選 (女子シングルス)（Ｂ－   ） 

３回生 善野 直子 中西 乃仁 

１回生 荒川 和美 西村 美穂 瀬戸佳奈子 豊山 正子 

    松本 紀代 野川  桂 三宅由衣子 矢橋 美濃 

予選 (女子ダブルス)（Ｂ－   ） 

荒川・豊山 

         本戦（１１月 ７日～１３日 TG枚方） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
安藤 正人   ６－２ ６－３   林     （大体大） 
中野 利治 ２－６ ６－３ ４－６ 直本    （甲南大） 
高橋  渉 ６－４ ２－６ ４－６ 篠木    （関 大） 
唐木 政光   ６－３ ６－２   貞岡    （近 大） 
新田 泰清   ６－３ ６－０   宇野    （関学大） 
梅津 乾三   ６－２ ６－１   早部    （近 大） 
▽２回戦 
安藤 正人   ６－０ ６－３   西川    （近 大） 
唐木 政光   １－６ ５－７   赤坂    （神 大） 
新田 泰清   ６－４ ７－５   能木    （近 大） 
梅津 乾三   ６－２ ６－０   森川    （大教大） 
▽３回戦 
安藤 正人   ６－０ ６－０   中谷    （神 大） 
新田 泰清   ６－３ ６－３   栄田    （近 大） 
梅津 乾三   ６－３ ６－３   高     （大体大） 
▽準々決勝 
安藤 正人   ４－６ ６－７   宇津川   （京産大） 
梅津 乾三   ６－２ ６－１   新田 泰清 （同 大） 
▽準決勝 
梅津 乾三   ７－５ ６－２   西田    （近 大） 
▽決 勝 
梅津 乾三   ６－０ ６－２   宇津川   （京産大） 
〈優 勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 

佐藤・佐久間  １－６ ５－７   能木・吉田 （近 大） 

中野・高橋   １－６ ３－６   藤田・山崎 （京 大） 

(女子シングルス) （Ｂ－４８） 

▽１回戦 
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荒川 和美   ６－２ ６－０   朴    （滋賀医大） 

▽２回戦 

豊山 正子   ６－２ ６－０   斉藤   （神院女短） 

荒川 和美   ６－２ ６－３   田巻    （関外大） 

▽３回戦 

豊山 正子   ６－７ ４－６   中本   （園田女大） 

荒川 和美   １－６ ０－６   三好   （園田女大） 

(女子ダブルス)（Ｂ－２４） 

▽２回戦 

荒川・豊山 ６－３ ６－７ ６－０ 岡田・吉田(武庫川女大) 

▽準々決勝 

荒川・豊山   ４－６ １－６   久田・白木（松蔭女大) 

 

１９８８（昭和６３）年 

【関西学生新人テニストーナメント】 

（  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－   ） 

 
１９８８（昭和６３）年 

【京都学生テニストーナメント】 

    本戦（１２月 ６日～１１日 フレンドTC・サザンTC） 
(男子シングルス) 

▽１回戦 
藤田 勝大   ６－３ ６－１   木村  稔 （京 大） 
唐木 政光   ２－６ １－６   大隈 暢彦 （京産大） 
安藤 正人 ４－６ ７－５ ７－５ 斉藤  実 （京産大） 
山下 雄二   １－６ ２－６   井上 圭司 （京産大） 
新田 泰清 ２－６ ６－４ ２－６ 田中 洋一 （京産大） 
高橋  渉   ４－６ ２－６   新田 裕司 （京産大） 
苅谷 達朗   ６－２ ６－３   宮崎  広 （立命大） 
大矢 健二   ６－４ ６－１   榎屋 康弘 （京園大） 
梅津 乾三   ６－２ ６－２   勢濃 良太 （京産大） 
中野 利治 ４－６ ７－６ ６－４ 山崎  剛 （京 大） 
▽２回戦 
藤田 勝大   ６－１ ６－２   大隈 暢彦 （京産大） 
安藤 正人 ４－６ ６－１ ６－３ 宇津川哲也 （京産大） 
苅谷 達朗   ６－３ ６－２   新田 裕司 （京産大） 
大矢 健二 ６－１ ４－６ ２－６ 中田誠一郎 （京産大） 
梅津 乾三   ６－３ ６－１   中野 利治 （同 大） 
▽準々決勝 
安藤 正人 ７－６ ４－６ ６－２ 藤田 勝大 （同 大） 
苅谷 達朗 ６－４ ３－６ ６－０ 井上 圭司 （京産大） 
梅津 乾三 ６－４ ０－６ ３－６ 吉田 雄平 （京産大） 
▽準決勝 
苅谷 達朗 ７－６ １－６ ６－４ 安藤 正人 （同 大） 
▽決 勝 
苅谷 達朗   ６－３ ６－２   中田誠一郎 （京産大） 
〈優 勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦 

藤田・大矢   ６－２ ６－２   橋本・湯浅 （仏教大） 

佐藤・佐久間  ６－４ ６－２   田中・斉藤 （京産大） 

新田・安藤   ６－３ ６－１   岡 ・勢濃 （京産大） 

中野・高橋 ２－６ ７－５ ３－６ 吉田・井上 （京産大） 

苅谷・梅津   ６－３ ６－２   新田・木下 （京産大） 

▽２回戦 

藤田・大矢   ６－２ ７－６   佐藤・佐久間（同 大） 

新田・安藤   ６－１ ６－１   藤田・山崎 （京 大） 

苅谷・梅津   ６－４ ６－３    

▽準決勝 

藤田・大矢 ３－６ ７－５ ６－４ 新田・安藤 （同 大） 

苅谷・梅津 ６－１ ６－７ ７－６ 吉田・井上 （京産大） 

▽決 勝 

苅谷・梅津 ７－６ ３－６ ６－１ 藤田・大矢 （同 大） 

〈優 勝〉             〈準優勝〉 

(女子シングルス) 

▽１回戦 

瀬戸佳奈子   ７－５ ７－５   鳥塚 則子 （京女大） 

▽２回戦 

荒川 和美   ６－０ ６－０   山村 直美 （仏教大） 

瀬戸佳奈子   ３－６ ２－６   朴 真紗美（滋賀医大） 

豊山 正子   ６－０ ６－２   山田 玲子 （京府大） 

▽準々決勝 

荒川 和美   ６－４ ６－０   坂本 圭子 （立命大） 

豊山 正子   ６－２ ６－０   伴  知恵 （龍谷大） 

▽準決勝 

荒川 和美   ６－２ ６－０   太田 恵子 （仏教大） 

豊山 正子   ６－３ ６－１   木村 紀子 （立命大） 

▽決 勝 

荒川 和美 ６－３ ５－７ ７－５ 豊山 正子 （同 大） 

〈優 勝〉             〈準優勝〉 

(女子ダブルス) 

▽１回戦 

城野・山口   ６－０ ７－６   増田・松浦 （橘女大） 

▽２回戦 

荒川・豊山   ６－１ ６－０   大場・山澤 （立命大） 

城野・山口   １－６ ０－６   木村・坂本 （立命大） 

▽準決勝 

荒川・豊山   ６－１ ６－０   矢野・龍  （京府大） 

▽決 勝 

荒川・豊山   ３－６ ５－７   木村・坂本 （立命大） 

〈準優勝〉 

 

１９８８（昭和６３）年 

【全日本学生テニス選手権】第５６回 

         本戦（ ７月２５日～３１日 香枦園TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１２８） 
▽ １回戦 
安藤 正人   ２－６ ０－６   岩原  （日本大） 
苅谷 達朗   ６－３ ６－０   福家  （日本大） 
梅津 乾三 ６－２ １－６ ６－３ 三橋  （筑波大） 
加藤 正二   ６－１ ６－１   前田  （大体大） 
藤田 勝大   ５－７ ５－７   安藤  （中央大） 
大矢 健二   ６－１ ７－５   南  （金沢工大） 
▽ ２回戦 
苅谷 達朗 ６－１ ４－６ ５－７ 山下  （近 大） 
梅津 乾三   ３－６ ５－７   宇津原 （甲南大） 
加藤 正二   ６－０ ６－１   酒井  （近 大） 
大矢 健二   ０－６ ４－６   布施  （早 大） 
▽ ３回戦 
加藤 正二   ７－５ ６－２   広瀬  （専修大） 
▽ ４回戦 
加藤 正二   ６－３ ６－２   沼尻  （明治大） 
▽ 準々決勝 
加藤 正二 ６－３ ６－３ ６－３ 藤井  （甲南大） 
▽ 準決勝 
加藤 正二 4-6  6-7  6-4  6-2  2-6 丸山  （早 大） 
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 (男子ダブルス)（Ｂ－６４） 
▽ １回戦 
苅谷・梅津   ６－３ ６－４   竹田・登山（法政大） 
加藤・藤田   ６－１ ６－３   佐伯・阪本（甲南大） 
安藤・大矢 ６－３ １－６ ３－６ 岡田・山脇（明治大） 
▽ ２回戦 
苅谷・梅津   １－６ ４－６   土橋・布施（早 大） 
加藤・藤田 ６－１ ５－７ ２－６ 石松・福家（日本大） 
 
１９８８（昭和６３）年 

【全日本学生室内テニス選手権】第２５回 

         予選（１２月  日～  日 ） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 

S1R○藤田 勝大－ S2R○藤田 勝大－ FIN○藤田 勝大－ 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－１６） 

S1R○加藤・藤田－ S2R○加藤・藤田－ FIN×加藤・藤田－ 
       本戦（１２月１４日～１８日 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１６） 
▽ １回戦 
加藤 正二   ６－２ ６－１   立見  （早 大） 
藤田 勝大   ２－６ ４－６   李（韓国－建国大） 
▽ ２回戦 
加藤 正二   ７－５ ６－４   森   （亜細亜） 
▽ 準決勝 
加藤 正二 ７－６ ５－７ ６－７ 森井  （早 大） 
 

１９８８（昭和６３）年 

【ヌメア インターナショナルテニス選手権】 

      （ ９月 ３日～１０日 ﾆｭｰｶﾚﾄﾞﾆｱ 地中海ｸﾗﾌﾞ) 
一般 (男子シングルス) (日本代表選手) 加藤 正二(同大) 
  
１９８８（昭和６３）年 

【全韓国秋季大学テニス連盟戦】 

            （１１月１７日～２３日 ｿｳﾙ ﾁｬﾝﾁｭﾝ ﾃﾆｽｺｰﾄ) 
 (男子シングルス)  (派遣選手) 加藤 正二(同大) 
 

１９８８（昭和６３）年 

【全日本室内テニス選手権】第２４回 ブリジストンカップ 

 （ ３月 １日～ ６日 神戸ワールド記念ホール） 
出場者なし 

 
１９８８（昭和６３）年 

【全日本テニス選手権】第６３回 ＩＢＭ 

（ ９月１１日～１６日 有明テニスの森公園) 
(男子シングルス)（Ｂ－１２８） 
▽２回戦 
加藤 正二(同大) ６－４ ３－６ ６－３ 須原 (近鉄百貨店) 
▽３回戦 
加藤 正二(同大) ６－１ ２－６ ９－７ 白戸   (ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ) 
▽４回戦（Ｂ－１６） 
加藤 正二(同大) ３－６ １－６     中野     (ﾌﾘ )ー 
(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
加藤(同大)･藤井(甲南)  ６－１  ６－３  木下・久我  (関学大) 
▽２回戦 
加藤(同大)･藤井(甲南)  6-7  6-7 立野(ﾖﾈｯｸｽ)･米沢(山中湖庭球倶) 
 

１９８８（昭和６３）年 

【京都市テニス選手権】第７回 

           （  月  日～     ） 
壮年 (男子シングルス) 

▽決 勝  石井 知信(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)〈優 勝〉 

 
１９８８（昭和６３）年 

【京都府テニス選手権】第４２回 

           （ ８月 ６日～１４日 西院公園） 
予選 一般 (男子シングルス)（Ｂ－１１４） 
S1R中西 敬(同大)－ S1R熊谷光訓(同大)－ S1R山下雄二(同大)－ 

S1R田中 功(OB京中信)－    S1R角田潤哉(OB京中信)－ 
S1R植村二郎(OB ﾃﾆｽﾊｳｽ)－    S1R佐久間清次(同大)－   
S1R日野谷太志(同大)－      S1R唐木政光(同大)－ 

予選 一般 (男子ダブルス)（Ｂ－５０） 
D1R角田･田中(OB京中信)－         D1R唐木･中西(同大)－  
D1R植村(OB ﾃﾆｽﾊｳｽ)･日野谷(同大)－  D1R熊谷･山下(同大)－ 
予選 一般 (女子シングルス)（Ｂ－２６） 
S1R大塚由子(OB MIDTC)－    S1R吉田順子(OB ﾑｰﾝｸﾗﾌ )゙－ 
S1R松浦佳月(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝池)－   
予選 一般 (女子ダブルス)（Ｂ－１７） 
D1R吉田･米沢(OB ﾑｰﾝｸﾗﾌ )゙－      D1R松浦･神谷(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝池)－  
D1R遠藤(湯山ﾃﾆｽｽｸｰﾙ)･遠藤(湯山ﾃﾆｽｽｸｰﾙ)－  
一般 (男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽1回戦  梅津乾三(同大)－富田(ｳｯﾃﾞｨ) 
      亀山久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)－木村(三菱電機) 
▽準々決勝 
梅津 乾三(同大)      ５－７ ２－６     新谷   (四宮ｸ) 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－２ ２－６ ６－２ 西田    (近 大) 
▽準決勝 
亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ２－６ ４－６    尾中 (ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾄ) 
壮年 (男子シングルス)（Ｂ－２４） 

▽２回戦  川辺義次郎’(OB TC大原野)－ 
一般 (女子シングルス)（Ｂ－３２） 

▽1回戦  遠藤真由美(湯山TC)－青木(綾部ﾛｰﾝ) 
 

１９８８（昭和６３）年 

【大阪毎日テニス選手権】第６３回（春） 

            （ ５月１６日～２４日 香枦園TC） 
一般 (男子シングルス) ▽決 勝 加藤 正二(同大)〈準優勝〉 
 
１９８８（昭和６３）年 

【関西テニス選手権】ヨネックス杯 

           （ ８月１５日～２１日 靭公園TC） 
一般 (男子シングルス) 

▽１回戦  加藤 正二(同大) 5－7  4－6 西尾茂之 (西武ｽﾎﾟｰﾂ) 
一般 (男子ダブルス) 

▽１回戦  加藤･藤田(同大) 2－6 2－6  植田･佐藤(朝日生命) 
 

１９８８（昭和６３）年 

【四国テニス選手権】 

          （ ８月 ６日～８日 徳島 蔵本公園） 
一般 (男子シングルス) 

▽準決勝  大矢 健二(同大) 6-0 5-7 6-2 早川(天王寺ｸﾗﾌ )゙ 
▽決 勝  大矢 健二(同大) 2－6 3－6  田村  (鎌ｹ谷ﾋｶﾘ) 
      〈準優勝〉 

一般 (男子ダブルス) 

▽準々決勝 
大矢(同大)･大矢(徳島) 7-6 1-6 6-2 安部(徳島GD)･宮本(徳島ｵﾝﾜｰﾄ )゙ 
▽準決勝 
大矢(同大)･大矢(徳島) ３－６ ４－６ 尾崎･杉浦(日新火災海上) 
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１９８８（昭和６３）年 

【全日本ローンコートテニス選手権】第１２回 

   （１０月３１日～１１月６日 佐賀市 ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ九州TC） 
一般 (男子シングルス) 

▽1回戦  加藤 正二(同大) ４-６ ３-６  平井 (ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ) 
一般 (男子ダブルス) 

▽1回戦 
加藤(同大)･藤井(ﾌﾘ )ー 6-4  7-6  立野(ﾖﾈｯｸｽ)･右近(ﾅｲｷｼﾞｬﾊﾟﾝ) 
▽２回戦 
加藤(同大)･藤井(ﾌﾘ )ー 6-3  6-1  水主(SSC)･藤田(自由が丘TC) 
▽準決勝 
加藤(同大)･藤井(ﾌﾘ )ー 3-6  5-7   平井(ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ)･橘(ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ) 
 

１９８９（昭和６４・平成１）年 －昭和天皇崩御(1/7)－ 

◆ 社会：消費税(3％)実施(4/1)。 

天安門事件(6/3)。ﾍﾞﾙﾘﾝの壁崩壊(11/9)。 
【京阪鴨東線 三条－出町柳 開通(10/)】 

★流行語：『２４時間タタカエマスカ』 

◇本学ﾃﾆｽ：監督－田村 嘉朗(S37)OB就任(4/1～)。 

 
１９８９（平成 １）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）宮崎市総合運動公園 
                        水光苑 
１９８９（平成 １）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】 

       （ ４月 １日～   神戸運動公園） 
＜男子１部リーグ＞ 

○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 甲南大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○大矢・藤田 6－4 4－6 6－4 6－2 佐伯・坂本 
Ｎo２×苅谷・安藤 6－7 3－6 6－4 7－6  11－13 升・四宮 
Ｎo３○梅津・瞿曇 2－6 6－4 6－2 6－3 藤井・塩田 
 (シングルス) 
Ｎo１×藤田 勝大 6－0 4－6 2－6 1－6 藤井  淳 
Ｎo２○大矢 健二 ６－１ ６－１ ６－２  四宮康次郎 
Ｎo３○苅谷 達朗 6－0 3－6 6－4 2－6 6－0  塩田 哲也 
Ｎo４×安藤 正人 5－7  6－4  2－6  1－6 升  祥史 
Ｎo５×梅津 乾三 6－2 5－7 6－4 6－7 5－7 佐伯 孝平 
Ｎo６○瞿曇英三郎 ７－６ ６－０ ６－０  直木 俊樹 
 

○ 同志社 ８（複２－１ 単６－０）１ 関 学 

Ｎo１×苅谷・大矢 6－3 7－6 6－7 5－7 3－6久我・木下 
Ｎo２○藤田・安藤 3－6 6－2 6－2 6－4 竹川・楠山 
Ｎo３○梅津・瞿曇 ７－５ ６－３ ６－１ 村上・田附 
（シングルス） 
Ｎo１○藤田 勝大 ７－６ ６－３ ６－１ 久我 洋一 
Ｎo２○大矢 健二 5－7 7－6 5－7 6－2 6－3  木下 宏之 
Ｎo３○安藤 正人 ６－１ ６－２ ６－１ 宇野 正俊 
Ｎo４○梅津 乾三 ６－１ ６－４ ６－２ 梶原  章 
Ｎo５○瞿曇英三郎 ６－１ ６－３ ６－０ 村上 高明 
Ｎo６○新田 泰清 ７－６ ６－１ ６－３ 松本 健太 
 

○ 同志社 ６（複２－１ 単４－０）１ 大体大 

 (ダブルス)            ２打切 

Ｎo１○苅谷・大矢 ６－４ ６－４ ６－３ 前田・平畑 
Ｎo２○藤田・梅津 4－6 6－3 6－3 6－3 藤原・高 
Ｎo３×安藤・瞿曇 6－3 5－7 6－7 4－6 奥 ・山城 
 (シングルス) 

Ｎo１ 藤田 勝大     (打切) 
Ｎo２ 大矢 健二     (打切) 
Ｎo３○苅谷 達朗 ７－６ ６－０ ６－２ 前田 昭治 
Ｎo４○梅津 乾三 ６－０ ６－３ ６－３ 平畑 浩伸 
Ｎo５○安藤 正人 4－6 6－4 6－2 7－5 高  正秀 
Ｎo６○瞿曇英三郎 1－6 6－3 3－6 6－1 6－1 崔  善孝 
 

＜男子１部リーグ①位＞ ２連覇 同志社大学 ３勝０敗  

 

１９８９（平成 １）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】     ＜女子の部＞ 

       （ ４月 １日～   神戸運動公園） 
＜女子２部リーグ＞ 

× 同志社 ２（複１－１ 単１－２）３ 甲南女大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×荒川・豊山 ０－６ ５－７     増田・庄 
Ｎo２○内本・遠藤 ６－３ ６－０     渡辺・寺 
 (シングルス) 
Ｎo１×荒川 和美 ５－７ １－６     増田 恭子 
Ｎo２×遠藤真由美 ５－７ ４－６     庄 由美子 
Ｎo３○内本 智子 ６－０ ０－６ ６－１ 渡辺 美樹 
 

○ 同志社 ４（複２－０ 単２－１）１ 甲南大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○荒川・豊山 ３－６ ６－４ ６－４ 坂田・中川 
Ｎo２○内本・遠藤 ６－２ ６－０     白木・安井 
 (シングルス) 
Ｎo１×荒川 和美 ０－６ １－６     坂田 昭子 
Ｎo２○内本 智子 ７－５ ６－４     白木 雅子 
Ｎo３○遠藤真由美 ６－０ ６－２     安井 真紀 
 

○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 神女院大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×荒川・豊山 ２－６ ７－６ １－６ 大塚・片山 
Ｎo２○内本・遠藤 ６－１ ６－１     加藤・水谷 
 (シングルス) 
Ｎo１×荒川 和美 ４－６ ４－６     大塚 綾子 
Ｎo２○遠藤真由美 ６－２ ７－５     片山 恵里 
Ｎo３○内本 智子 ７－５ ６－０     太田 晴子 
 
＜女子２部リーグ②位＞    同志社大学(女子) ２勝１敗 

 

１９８９（平成 １）年 

【全日本大学対抗テニス王座決定試合】 

       （ ６月 ７日～   神戸運動公園） 
＜男子＞ 

▽２回戦 
○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 広島大 

▽準決勝 
× 同志社 ２（複１－２ 単１－５）７ 日本大 

▽３位戦 
○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 西南学院大 

 

＜全日本大学王座 第③位＞  同志社大学 

 

１９８９（平成 １）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （ ９月２３日     同大 田辺） 

○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 立教大 
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 (ダブルス) 

Ｎo１○梅津・瞿曇     ２－０     小田・増田 
Ｎo２○安藤・佐藤     ２－０     柳内・片岡 
Ｎo３○大矢・吉川     ２－０     丹司・金子 
 (シングルス) 
Ｎo１○藤田 勝大     ２－１     柳内  崇 
Ｎo２○梅津 乾三     ２－０     増田 哲也 
Ｎo３×瞿曇英三郎     ０－２     小田 真義 
Ｎo４○安藤 正人     ２－０     足立 充生 
Ｎo５○佐藤 大信     ２－０     金子  誠 
Ｎo６○井坂 成隆     ２－０     片岡  聡 
 
１９８９（平成 １）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （１１月１９日     同大 田辺） 

× 同志社 ４（複０－３ 単４－２）５ 青学大 

 (ダブルス) 

Ｎｏ１×梅津・瞿曇     ０－２     磯金・中村 
Ｎｏ２×安藤・佐藤     １－２     嶋田・石川 
Ｎｏ３×大矢・吉川     １－２     大矢・土屋 
 (シングルス) 
Ｎo１○大矢 健二     ２－０     磯金  徹 
Ｎo２×梅津 乾三     ０－２     大矢 秀史 
Ｎo３○瞿曇英三郎     ２－１     中村聡一郎 
Ｎo４×安藤 正人     ０－２     嶋田 康雄 
Ｎo５○佐藤 大信     ２－１     石川 直也 
Ｎo６○中西  敬     ２－０     木村 安孝 
 
１９８９（平成 １）年 

【同立戦】     対 立命館大学戦 

           （ ９月１５日     同大 田辺） 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 立命大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○安藤・佐藤     ２－０     宮崎・門田 
Ｎo２○中野・佐久間    ２－０     村瀬・石丸 
Ｎo３○山下・馬場     ２－０     寒川・玉水 
 (シングルス) 
Ｎo１○佐藤 大信     ２－１     宮崎  広 
Ｎo２○高橋  渉     ２－１     村瀬 研次 
Ｎo３○吉川 晃二     ２－０     寒川  潔 
Ｎo４○山下 雄二     ２－０     石丸 晃二 
Ｎo５○中西  敬     ２－１     玉水 信彦 
Ｎo６○黄田 克彦     ２－０     三科 広孝 
 
１９８９（平成 １）年 

【同立戦】     対 立命館大学戦    ＜女子の部＞ 

           （ ９月１５日     同大 田辺） 

○ 同志社 ４（複２－０ 単２－１）１ 立命大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○内本・遠藤     ２－１     坂本・西条 
Ｎo２○豊山・荒川     ２－０     大場・立松 
 (シングルス) 
Ｎo１×遠藤真由美     １－２     坂本 圭子 
Ｎo２○豊山 正子     ２－１     西条 雅子 
Ｎo３○内本 智子     ２－０     武田亜矢子 
 
１９８９（平成 １）年 

【定期戦】第  回 対 関西大学戦     ＜ＯＢの部＞ 

           （１０月２７日     同大 田辺） 

○ 同大ＯＢ５（１８ 参加者 １１）４ 関大ＯＢ 

 

１９８９（平成 １）年 

【全日本学生東西対抗テニス試合】第５４回 

       （ ６月１６・１７日 愛知県体育館） 
＜男子＞ 

× 西 軍 ２（複１－２ 単１－５）７ 東 軍 

 (ダブルス) 

Ｎo２○藤田・大矢 ７－６ ６－４     岡田・山脇 
       （同 大）             （明治大） 
 (シングルス) 
Ｎo１×大矢 健二 ２－６ ２－６     森  稔詞 
       （同 大）             （亜細亜） 
Ｎo２×苅谷 達朗 ４－６ ２－６     坂口 雄二 
       （同 大）             （亜細亜） 
Ｎo５×藤田 勝大 ４－６ ２－６     立見 弘一 
       （同 大）             （早 大） 
 

１９８９（平成 １）年 

【関西東海学生対抗テニス試合】第５回    ＜女子の部＞ 

       （１１月１８・１９日  名城大） 
＜女子＞ 

○ 関 西 ７（複２－０ 単５－０）０ 東 海 

 (ダブルス) 

Ｎo２○内本・重政 ６－２ ６－１     岡田・三島 
     （同大・大市大）           （東女大） 
 (シングルス) 
Ｎo２○内本 智子 ６－１ ６－２     境田 里美 
       （同 大）             （東女大） 
 

１９８９（平成 １）年 

【片岡杯社会人・学生選抜対抗テニス大会】第４１回 

       （１０月 ７・ ８日 大阪 靭公園） 
＜男子＞ 

○ 社会人 ６（複２－１ 単４－２）３ 大学選抜 

 (ダブルス) 

Ｎo３○加藤・丸山 ６－２ ６－３     寺村・上原 
   （OB同大・ＮＥＣ）          （早大・明大） 
 (シングルス) 
Ｎo４○加藤 正二 ６－４ ７－６     寺村 和章 
     （OB同大ＮＥＣ）           （早 大） 
 

１９８９（平成 １）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) 

 

１９８９（平成 １）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 

     本戦（ ５月 ８日～１５日 薬業鳴尾浜・宝塚TG） 
(男子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
安藤 正人   ６－１ ６－４   坂上    （京 大） 
佐藤 大信 ４－６ ７－５ ６－７ 赤坂    （神 大） 
高橋  渉 ６－４ ４－６ ２－６ 能木    （近 大） 
▽２回戦 
安藤 正人   ７－５ ６－３   菊水    （近 大） 
瞿雲英三郎   ６－４ ６－２   大和田   （神商大） 
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梅津 幹三   ６－１ ６－０   前川    （甲南大） 
大矢 健二   ７－５ ６－４   川部    （近 大） 
藤田 勝大   ６－２ ６－１   宇野    （関学大） 
苅谷 達朗   ６－２ ６－１   田中    （京産大） 
▽３回戦 
安藤 正人   １－６ １－６   藤井    （甲南大） 
瞿雲英三郎 ６－７ ６－４ ６－３ 四宮    （甲南大） 
梅津 幹三   ２－６ ２－６   藤原    （大体大） 
大矢 健二 ５－７ ６－３ ６－３ 高     （大体大） 
藤田 勝大 ５－７ ６－０ ６－４ 栄田    （近 大） 
苅谷 達朗 ６－３ ３－６ ６－３ 此下    （阪 大） 
▽４回戦 
瞿雲英三郎   ７－５ ６－０   酒井    （近 大） 
大矢 健二   ６－１ ６－２   井上    （京産大） 
藤田 勝大   ６－３ ６－４   谷     （近 大） 
苅谷 達朗 ２－６ ７－６ ６－２ 崔     （大体大） 
▽準々決勝 
瞿雲英三郎   ０－６ １－６   藤井    （甲南大） 
大矢 健二 １－６ ６－３ ６－２ 藤原    （大体大） 
藤田 勝大   ４－６ １－６   木下    （関学大） 
苅谷 達朗 ３－６ ６－４ ６－４ 久我    （関学大） 
▽準決勝 
大矢 健二   ５－３   Ret    藤井    （甲南大） 
苅谷 達朗 ６－４ ３－６ ６－３ 木下    （関学大） 
▽決 勝 
大矢 健二 6－7 7－5 6－2 7－6 苅谷 達朗 （同 大） 
〈優 勝〉              〈優 勝〉 
(男子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
中野・瞿雲    ６－３ ７－６   菊水・伊藤 （近 大） 
佐久間・佐藤 ６－７ ６－４ ６－４ 船場・松島（広島修道） 
▽２回戦 
苅谷・梅津   ７－６ ７－５   山城・高  （大体大） 
新田・安藤   ７－５ ６－２   吉田・能木 （近 大） 
中野・瞿雲   ２－６ ２－６   徳永・錦戸（西南学院） 
佐久間・佐藤  １－６ ３－６   佐伯・阪本 （甲南大） 
藤田・大矢   ６－３ ６－３   戸田・大西 （甲南大） 
▽３回戦 
苅谷・梅津 ６－３ ６－７ ７－６ 吉田・井上 （京産大） 
新田・安藤   ４－６ ３－６   升 ・塩田 （甲南大） 
藤田・大矢   ６－２ ６－３   下坂・林  （大体大） 
▽準々決勝 
苅谷・梅津   １－６ ２－６   藤井・四宮 （甲南大） 
藤田・大矢   ６－２ ６－４   奥 ・藤原 （大体大） 
▽準決勝 
藤田・大矢 ７－５ ３－６ ６－２ 徳永・錦戸（西南学院） 
▽決 勝 
藤田・大矢 ４－６ ３－６ ２－６ 久我・木下 （関学大） 
〈優 勝〉 

(女子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
内本 智子   ０－６ ３－６   水岡   （松蔭女大） 
荒川 和美 ６－１ ２－６ ０－６ 遠山    （天理大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
遠藤・内本 ６－４ ３－６ ６－７ 庄 ・増田（甲南女大） 
荒川・豊山   ６－４ ６－４  寺野(神院)･斉藤(神院女短) 
▽２回戦 

荒川・豊山   １－６ ２－６   五条・中本（園田女大） 
 
１９８９（平成 １）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) 

 

１９８９（平成 １）年 

【関西学生テニス選手権】（夏） 

        本戦（ ８月２１日～２７日 香里グリーン） 
(男子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
高橋  渉   ３－６ ６－７   村上    （関学大） 
山下 雄二   ３－６ ５－７   西田    （近 大） 
吉川 晃二   １－６ １－６   萩谷    （神 大） 
佐藤 大信   ６－４ ６－２   田中    （京産大） 
▽２回戦 
大矢 健二   ７－５ ６－２   竹川    （関学大） 
安藤 正人   ６－１ ６－０   藤井    （甲南大） 
梅津 幹三   ６－２ ６－３   立道    （近 大） 
藤田 勝大   ６－１ ６－０   竹中    （神 大） 
瞿雲英三郎   ６－１ ６－４   小林    （甲南大） 
佐藤 大信 １－６ ７－５ ２－６ 崔     （大体大） 
▽３回戦 
大矢 健二 ４－６ ６－３ ６－０ 山崎    （京 大） 
安藤 正人   ６－２ ６－２   酒井    （近 大） 
梅津 幹三   ７－６ ６－４   井上    （京産大） 
藤田 勝大   ６－３ ６－２   前川    （甲南大） 
瞿雲英三郎   ６－４ ６－３   内田    （立命大） 
▽４回戦 
大矢 健二   ６－２ ６－１   此下    （阪 大） 
梅津 幹三   ７－５ ６－３   安藤 正人 （同 大） 
藤田 勝大   ６－１ ６－０   奥     （大体大） 
瞿雲英三郎 ３－６ ６－３ ４－６ 佐伯    （甲南大） 
▽準々決勝 
大矢 健二 3－6 6－3 6－3 6－3 藤原   （大体大） 
梅津 幹三 7－6 2－6 3－6 3－6 久我   （関学大） 
藤田 勝大 6－1 1－6 6－3 6－3 伊藤   （近 大） 
▽準決勝 
大矢 健二 6－3 4－6 6－7 3－6 久我   （関学大） 
藤田 勝大 3－6 7－6 6－1 6－2 佐伯   （甲南大） 
▽決 勝 
藤田 勝大 6－4 0－6 6－3 7－5 久我   （関学大） 
〈優 勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
山下(雄)・馬場 ４－６ ６－３ １－６  大井・神田  （大体大） 
安藤・佐藤   ７－６ ６－３   栄田・平木 （近 大） 
中野・佐久間  ３－６ ４－６   橋本・辻  （大体大） 
▽２回戦 
安藤・佐藤   ６－３ ６－４   下坂・林  （大体大） 
梅津・瞿雲   ６－１ ６－１   谷内・岸  （甲南大） 
藤田・大矢   ６－３ ６－４   大地・張  （甲南大） 
▽３回戦 
安藤・佐藤   ６－０ ６－４   中谷・萓島 （神 大） 
梅津・瞿雲   ６－１ ６－１   酒井・奥谷 （近 大） 
藤田・大矢   ６－２ ６－３   伊藤・菊水 （近 大） 
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▽準々決勝 
梅津・瞿雲   ６－３ ６－２   安藤・佐藤 （同 大） 
藤田・大矢   ７－６ ７－６   吉田・井上 （京産大） 
▽準決勝 
梅津・瞿雲 7－6 7－5 4－6 6－4 塩田・阪本 （甲南大） 
藤田・大矢 ７－６ ６－４ ６－４ 佐伯・四宮 （甲南大） 
▽決 勝 
藤田・大矢 ６－３ ７－５ ６－４ 梅津・瞿雲 （同 大） 
〈優 勝〉             〈準優勝〉 

(女子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
遠藤真由美   ６－７ ４－６   上野  （武庫川女大） 
西村 美穂   ０－６ １－６   畠山   （園田女大） 
内本 智子   ２－６ ０－６   水岡   （松蔭女大） 
豊山 正子 ６－４ ６－７ ６－２ 尾中   （松蔭女大） 
荒川 和美   ６－２ ６－２   白木   （松蔭女大） 
▽２回戦 
豊山 正子   １－６ ３－６   柴山   （園田女大） 
荒川 和美   １－６ ２－６   内田   （園田女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
荒川・豊山   ６－３ ７－６   中山・内野井（関外大） 
遠藤・内本   ６－０ ６－０   保田・大川（園田女大） 
▽２回戦 
荒川・豊山   ３－６ １－６   島 ・中塚 （大体大） 
遠藤・内本 １－６ ６－４ ２－６ 上野・堀口(武庫川女大) 
 
１９８９（平成 １）年 

【関西学生室内テニス選手権】第２４回 

         予選（１１月１３日～１６日 宝塚TG） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３３） 

▽２Ｒ   瞿雲英三郎 7－5 4－6 7－6 萓島(神 大) 
      苅谷 達朗   6－1 7－5   山下(近 大) 
▽３Ｒ   瞿雲英三郎   6－0 6－4   山崎(京 大) 
      苅谷 達朗   6－3 6－4   大西(甲南大) 
▽FIN   瞿雲英三郎   6－3 7－6   井上(京産大) 
      苅谷 達朗   6－3 6－4   中島(近 大) 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－１６） 

▽１Ｒ   安藤・佐藤 2－6 1－6 伊藤・菊木(近 大) 
      苅谷・新田 6－7 4－6 吉田・井上(京産大) 
予選 (女子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１Ｒ   内本 智子  6－3 6－4  中本(園田女大) 
▽２Ｒ   内本 智子  3－6 3－6   堀口(武庫川女大) 
    本戦（１２月１４日～１７日 神戸市立中央体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦 
苅谷 達朗   ２－６ ２－６   阪口    （亜細亜） 
安藤 正人   ６－４ ７－５   佐伯    （甲南大） 
佐藤 大信   ４－６ ４－６   崔     （大体大） 
藤田 勝大 ７－５ １－６ ６－３ 藤原    （大体大） 
梅津 幹三   ６－３ ６－２   久我    （関学大） 
大矢 健二 ３－６ ７－６ ６－３ 奥谷    （近 大） 
瞿雲英三郎   ６－２ ７－６   上原    （明治大） 
▽３回戦 
安藤 正人   ３－６ ３－６   阪口    （亜細亜） 
藤田 勝大   ７－５ ６－３   崔     （大体大） 
大矢 健二   ６－３ ７－６   梅津 幹三 （同 大） 
瞿雲英三郎 ６－３ ４－６ ６－３ 伊藤    （近 大） 

▽準決勝 
藤田 勝大   ３－６ ２－６   阪口    （亜細亜） 
瞿雲英三郎   ３－６ ４－６   大矢 健二 （同 大） 
▽決 勝 
瞿雲英三郎 ６－４ ３－６ １－６ 阪口    （亜細亜） 
〈準優勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽１回戦 
大矢・藤田   ６－２ ７－６   立道・浜出 （近 大） 
梅津・瞿雲   ６－３ ７－５   久我・木下 （関学大） 
▽準決勝 
大矢・藤田   １－６ ２－６   上原・石橋 （明治大） 
梅津・瞿雲 ６－７ ７－５ ７－６ 四宮・佐伯 （甲南大） 
▽決 勝 
梅津・瞿雲 ３－６ ６－３ ４－６ 上原・石橋 （明治大） 
〈準優勝〉 

 
１９８９（平成 １）年 

【関西学生地域 (京都地区) テニストーナメント】 

           （ ６月１６日～２５日 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－２３７） 

▽１回戦  黒河 鋭輔8-2島田（京外大） 

萩原  基8-0辻井（滋 大） 中尾 充宏8-3池田（仏教大） 

井坂 成隆8-0杉田（滋 大） 柳川 和也def橋本（仏教大） 

中島 尚吾－広政（京府大）  寺崎 温尚－辻村（京産大） 

坂手 功一8-5山田（京外大） 山下 行敏8-0永田（滋 大） 

馬場 貴幸def山本（京薬大） 中西  敬－小川（滋医大） 

藤岡 直哉8-4三科（立命大） 木村 圭祐8-2藤原（立命大） 

小島 宏夫8-0鈴木（京外大） 今岡研二郎8-3重根（滋 大） 

熊谷 光訓8-1大森（立命大） 吉川 晃二8-0山口（立命大） 

黄田 克彦8-1坂本（立命大） 

▽２回戦  黒河 鋭輔8-1丸山（龍谷大） 

萩原  基8-6高倉（立命大） 佐々木賢二3-8糀谷（立命大） 

中尾 充宏9-8(京教)-(滋賀医) 井坂 成隆8-5湯浅（仏教大） 

中島 尚吾－間宮（龍谷大）  唐木 政光8-3宮原（京工大） 

坂手 功一8-4土居（滋 大） 山下 行敏8-3(府医)-(京教) 

新田 泰清def脇田（滋 大） 中垣 和孝－井上（滋 大） 

馬場 貴幸8-1小沢（京府大） 中西  敬－(滋大)-(仏大) 

藤岡 直哉8-0(京工)-(龍大)  高橋  渉8-3矢達（京産大） 

木村 圭祐9-8山本（京産大） 佐久間清次8-1橋爪（立命大） 

小島 宏夫8-3菅野（立命大） 佐藤 大信8-1土井（立命大） 

今岡研二郎8-1栗山（仏 大） 熊谷 光訓8-1村上（龍 大） 

中野 利治8-0濱 （京教大） 山下 雄二8-2叡南（龍 大） 

吉川 晃二8-0岡本（京園大） 黄田 克彦8-2合原（滋 大） 

▽３回戦  萩原  基8-3黒河 鋭輔（同 大） 

井坂 成隆8-5中尾 充宏(同大) 唐木 政光8-5樋口（京府大） 

山下 行敏9-7坂手 功一(同大) 中垣 和孝－ 

馬場 貴幸8-4勢濃（京産大）   中西  敬－村瀬（立命大） 

藤岡 直哉2-8田中（京産大）   高橋  渉9-7山本（京教大） 

木村 圭祐1-8藤林（龍 大）   佐久間清次8-2澤井（京工大） 

小島 宏夫8-1花村（京産大） 佐藤 大信8-0平盛（仏 大） 

今岡研二郎5-8小島（立命大） 熊谷 光訓8-2藤井（京産大） 
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中野 利治8-0馬場（滋 大） 山下 雄二8-2古川（立命大） 

吉川 晃二8-0嶋谷（京産大） 黄田 克彦8-6岡 （京産大） 

▽４回戦  萩原  基4-8門田（立命大） 

井坂 成隆8--0糀谷（立命大） 唐木 政光8-6辻村（京産大） 

山下 行敏8-6脇田（滋 大） 中垣 和孝9-8馬場 貴幸(同大) 

高橋  渉4-8藤林（龍 大）  佐久間賢二8-2森川（龍 大） 

小島 宏夫1-8左田（京産大）  佐藤 大信8-0生駒（龍 大） 

中野 利治8-2熊谷 光訓(同大) 山下 雄二8-6高井（京産大） 

吉川 晃二8-4黄田 克彦(同大) 

▽５回戦  井坂 成隆4-8門田（立命大） 

唐木 政光8-4間宮（龍谷大） 山下 行敏4-8宮崎（立命大） 

中垣 和孝－田中（京産大）  佐久間清次5-8藤林（龍谷大） 

佐藤 大信8-4左田（京産大） 中野 利治8-4小島（立命大） 

吉川 晃二9-8山下 雄二(同大) 

▽準々決勝 唐木 政光－門田（立命大） 

佐藤 大信8-4藤林（龍谷大）  吉川 晃二8-5中野 利治(同大) 

▽準決勝  佐藤 大信        －        吉川 晃二(同大) 

▽決 勝  佐藤 大信 ７－５ ６－１ 門田（立命大） 

           〈優 勝〉 

 (男子ダブルス)（Ｂ－１０８） 

▽１回戦  木村･黄田－木崎･小沢(京府) 

中西･藤岡8-1田村･長谷川(京薬) 山下･今岡8-0時枝･山下(京薬) 

唐木･中垣8-4重根･山元(滋大) 熊谷･萩谷6-8樋口･大原(京府) 

中尾･坂手8-0伊藤･舘 (京府)  馬場･黒河8-0角田･京極(京教) 

▽２回戦  佐々木(同大)･石丸(立命)8-6湯浅･中西(仏教) 

木村･黄田－米田･田中(立命)  中島･寺崎－間宮･藤林(龍谷) 

中西･藤岡6-8日下･江坂(立命) 山下･今岡8-0布施･出口(立命) 

唐木･中垣8-6山本･左田(京産) 中野･佐久間8-3大山･橋爪(立命) 

中尾･坂手8-1草木･伊藤(立命) 高橋･佐藤8-2塩谷･平尾(京工) 

馬場･黒河8-2古池･糀谷(立命) 山下･吉川8-0濱 ･植野(京教) 

▽３回戦  佐々木(同大)･石丸(立命)8-0西山･池上(京園) 

木村･黄田1-8西村･宇津川(京産) 山下･今岡4-8斉藤･猪崎(京産) 

唐木･中垣def木村･坂上(京大) 中野･佐久間－生駒･藤田(龍大) 

中尾･坂手3-8小島･杉本(立命) 高橋･佐藤8-3菅野･玉水(立命) 

馬場･黒河3-8岡 ･田中(京産) 山下･吉川8-5細井･濱頭(立命) 

▽４回戦  佐々木(同大)･石丸(立命)9-７斉藤･猪崎(京産) 

唐木･中垣8-6中野･佐久間(同大) 高橋･佐藤8-4小島･杉本(立命) 

山下･吉川6-8宮崎･門田(立命) 

▽準々決勝  唐木･中垣8-5佐々木(同大)･石丸(立命) 

高橋･佐藤def藤田･山崎(京大) 

▽準決勝    唐木･中垣 ２－６ １－６ 西村･宇津川(京産大) 

            高橋･佐藤    －     宮崎･門田  (立命大) 

(女子シングルス)（Ｂ－１８４） 

▽１回戦  西村 美穂－山下（京薬大） 

▽２回戦  安藤 幹子－(同女)-(京教) 

大林 真紀－(京薬)-(滋大)  内本 智子－(京府)-(龍大) 

豊山 正子－(滋大)-(京教)  遠藤真由美－(文化)-(京薬) 

瀬戸佳奈子－(橘女)-(滋医)  荒川 和美－(仏大)-(同女) 

▽決 勝  豊山 正子 ６-４ ６-７ ０-６ 坂本 （立命大） 

           〈準優勝〉 

(女子ダブルス)（Ｂ－７３） 

▽２回戦  荒川・豊山－(京女)-(京府) 

安藤･大林－(文化)-(仏大)   西村･瀬戸－瓶田･西村(京府) 

遠藤･内本－(仏大)-(同女) 

▽決 勝  遠藤・内本 ６－０ ６－３ 荒川・豊山(同 大) 

      〈優  勝〉          〈準優勝〉 

 

１９８９（平成 １）年 

【関西学生新進テニストーナメント】 

         予選（  月  日～    各大学） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－   ） 
３回生 中野 利治 高橋  渉 山下 行敏 山下 雄二 

２回生 中島 尚吾 中西  敬 今岡研二郎 唐木 政光 

    熊谷 光訓 小島 宏夫 坂手 功一 佐久間清次 

    佐々木賢二 佐藤 大信 寺崎 温尚 中尾 充宏 

    良元 克年 宮脇 信行 

１回生 瞿曇英三郎 黄田 克彦 藤岡 直哉 井坂 成隆 

    萩原  基 木村 圭祐 黒河 鋭輔 中垣 和孝 

    馬場 貴幸 吉川 晃二 

予選 (男子ダブルス)（Ｂ－   ） 
中野・高橋 山下・馬場 佐久間・吉川 

予選 (女子シングルス)（Ｂ－   ） 

２回生 荒川 和美 西村 美穂 瀬戸佳奈子 豊山 正子 

    松本 紀代 野川  桂 三宅由衣子 矢橋 美濃 

１回生 内本 智子 安藤 幹子 遠藤真由美 吉岡 美和 

    渡辺 麻子 

予選 (女子ダブルス)（Ｂ－   ） 

荒川・豊山 遠藤・内本 

         本戦（１１月 ６日～１１日 万博公園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
佐藤 大信   ６－３ ６－０   井上    （近 大） 
高橋  渉   ５－７ ４－６   山城    （大体大） 
今岡研二郎 １－６ ６－４ １－６ 松本    （関学大） 
中西  敬   ４－６ ６－７   北坂    （大体大） 
山下 雄二   １－６ ２－６   藤井    （神 大） 
▽２回戦 
佐藤 大信   ６－１ ６－０   左田    （京産大） 
▽３回戦 
佐藤 大信   ７－５ ６－２   立道    （近 大） 
▽準々決勝 
佐藤 大信   ６－４ ６－３   田中    （甲南大） 
▽準決勝 
佐藤 大信   ６－４ ６－３   菊水    （近 大） 
▽決 勝 
佐藤 大信 ６－４ ２－６ ６－１ 大西    （甲南大） 
〈優 勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 

中野・高橋   ４－６ ３－６   立道・浜出 （近 大） 

山下・馬場   １－６ ２－６   宮崎・門田 （立命大） 

佐久間・吉川  ７－５ ７－６   大井・神田 （大体大） 

▽２回戦 

佐久間・吉川  ７－６ ７－５   山下・早部 （近 大） 

▽準々決勝 
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佐久間・吉川  ７－５ ７－６   池田・西川 （近 大） 

▽準決勝 

佐久間・吉川 ７－５ ０－６ １－６ 高 ・山城 （大体大） 

(女子シングルス) （Ｂ－４８） 

▽１回戦 

遠藤真由美   ６－２ ６－３   岡田  （武庫川女大） 

▽２回戦 

豊山 正子 ２－６ ６－３ ４－６ 西村   （成蹊女短） 

内本 智子   ６－１ ６－３   宇津原  （松蔭女大） 

遠藤真由美 ５－７ ６－１ ６－４ 大川   （園田女大） 

荒川 和美   ７－５ ６－３   斉藤  （武庫川女大） 

▽３回戦 

内本 智子   ７－６ ６－２   庄    （甲南女大） 

遠藤真由美 ６－４ ５－７ ４－６ 石村   （松蔭女大） 

荒川 和美   ２－６ １－６   山田   （松蔭女大） 

▽準々決勝 

内本 智子   ６－２ ６－１   遠山    （天理大） 

▽準決勝 

内本 智子 ６－３ ２－６ ６－１ 重政    （大市大） 

▽決 勝 

内本 智子 ４－６ ７－６ １－６ 山田   （松蔭女大） 

〈準優勝〉 

(女子ダブルス)（Ｂ－２４） 

▽２回戦 

荒川・豊山   ６－３ ６－４   尾近・鹿田 (園田女大) 

遠藤・内本 ６－２ ４－６ ６－１ 坂本・西条  (立命大) 

▽準々決勝 

荒川・豊山 ６－１ １－６ ５－７ 中山・内野井（関外大) 

遠藤・内本   ５－７ ４－６   日高・寛澄 (松蔭女大) 

 

１９８９（平成 １）年 

【関西学生新人テニストーナメント】 

（  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－   ） 

 
１９８９（平成 １）年 

【京都学生テニストーナメント】 

        予選（１１月２１日～10日間 京都 各大学） 
予選 (男子シングルス) 

S2R 熊谷 光訓  今岡研二郎  高橋  渉  佐久間清次 
   中垣  和孝  唐木 政光  黒河 鋭輔  小島 宏夫 
   吉川 晃司  馬場 貴幸  良元 克年  田中 隆史 
     藤岡 直哉  中島 尚吾  宮脇 信行  木村 圭祐 
     黄田 克彦  井坂 成隆  中尾 充宏  山下 雄二 
     中西  敬  柳川 和也  寺崎 温尚  坂手 功一 
     佐々木賢二  中野 利治  萩原  基 
S3R  熊谷 光訓  今岡研二郎  高橋  渉  佐久間清次 
     中垣 和孝  唐木 政光  黒河 鋭輔  小島 宏夫 
     吉川 晃司  馬場 貴幸  良元 克年  藤岡 直哉 
     中島 尚吾  木村 圭祐  井坂 成隆  中尾 充宏 
     山下 雄二  中西  敬  柳川 和也  寺崎 温尚 
     坂手 功一  中野 利治  萩原  基 
FIN  熊谷 光訓  今岡研二郎  高橋  渉  中垣 和孝 
     唐木 政光  黒河 鋭輔  小島 宏夫  吉川 晃司 
     馬場 貴幸  藤岡 直哉  山下 雄二  中西  敬 
     柳川 和也  中野 利治 
予選 (男子ダブルス) 

D2R  熊谷･中西  唐木･萩原  高橋･山下  馬場･中垣 

     小島･井坂  田中･若菜  木村･黒河  中尾･坂手 

   中野･山下  中島･宮脇  藤岡･黄田  今岡･良元 

     佐久間･吉川  佐々木･寺崎 

D3R  熊谷･中西  高橋･山下  馬場･中垣  小島･井坂 

     木村･黒河  中尾･坂手  藤岡･黄田   今岡･良元 

     佐久間･吉川 

FIN 熊谷･中西  高橋･山下  馬場･中垣  小島･井坂 

     木村･黒河  中尾･坂手   佐久間･吉川 

予選 (女子シングルス) 

S2R 西村 美穂  安藤 幹子  瀬戸佳奈子  大林 真紀 

S3R 西村 美穂  安藤 幹子  瀬戸佳奈子  大林 真紀 

FIN  西村 美穂  安藤 幹子  瀬戸佳奈子  大林 真紀 

予選 (女子ダブルス) 

S2R 西村・瀬戸  安藤・大林  善野・中西  松本・三宅 

S3R  西村・瀬戸  安藤・大林 

FIN  西村・瀬戸  安藤・大林 

 

１９８９（平成 １）年 

【京都学生テニストーナメント】 

        本戦（１２月 ６日～  日 フレンドＴＣ） 
(男子シングルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
山下 雄二   ６－２ ６－１   宮崎    （立命大） 
吉川 晃二   ６－２ ６－４   猪崎    （京産大） 
中垣 和孝   ２－６ ６－７   田中    （京産大） 
高橋  渉   ６－３ ６－１   寒川    （立命大） 
小島 宏夫   １－６ ４－６   田中    （京産大） 
中西  敬 ６－３ ３－６ ６－４ 岡     （京産大） 
▽２回戦 
山下 雄二   ７－５ ６－２   井上    （京産大） 
吉川 晃二 ６－３ ３－６ ５－７ 間宮    （龍谷大） 
高橋  渉   ６－７ ６－７   宇津川   （京産大） 
中西  敬 ６－４ ３－６ ６－２ 吉田    （京 大） 
▽準々決勝 
山下 雄二   ６－２ ７－６   玉水    （立命大） 
中西  敬 ６－４ ６－７ ４－６ 吉田    （京産大） 
▽準決勝 
山下 雄二   ５－７ ４－６   間宮    （龍谷大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦 

高橋・山下   ７－６ ６－２   山本・玉串 （京産大） 

馬場・中垣   ４－６ ３－６   田中・左田 （京産大） 

中尾・坂手 ６－２ ２－６ ２－６ 山崎・坂上 （京 大） 

▽準々決勝 

高橋・山下   ６－４ ６－２   田中・左田 （京産大） 

佐久間・吉川  ６－０ ６－２   橋本・中島 （仏教大） 

▽準決勝 

高橋・山下   １－６ ３－６   井上・吉田 （京産大） 

佐久間・吉川  ６－３ ６－２   中島・吉田 （京 大） 

▽決 勝 

佐久間・吉川  ５－７ ２－６   井上・吉田 （京産大） 

〈準優勝〉 

(女子シングルス)（Ｂ－２４） 

▽１回戦 

西村 美穂   ７－５ ６－３   川又    （仏教大） 

瀬戸佳奈子   ６－１ ６－４   竹内    （仏教大） 

安藤 幹子   １－６ ２－６   朴    （滋賀医大） 

▽２回戦 

内本 智子   ６－２ ６－２   木村    （立命大） 
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西村 美穂   ５－７ ６－７   鳥塚    （京女大） 

豊山 正子   ６－１ ６－２   奥村    （京府大） 

遠藤真由美   ６－１ ６－０   小林    （京教大） 

荒川 和美   ６－４ ６－０   山村    （仏教大） 

瀬戸佳奈子   ３－６ ６－７   西条    （立命大） 

▽準々決勝 

内本 智子   ６－２ ６－０   鳥塚    （京女大） 

豊山 正子   ６－１ ６－３   遠藤真由美 （同 大） 

荒川 和美   ６－１ ６－１   西条    （立命大） 

▽準決勝 

内本 智子   ６－４ ６－４   豊山 正子 （同 大） 

荒川 和美 ６－２ ３－６ ２－６ 坂本    （立命大） 

▽決 勝 

内本 智子 ６－４ ３－６ ６－７ 坂本    （立命大） 

〈準優勝〉 

(女子ダブルス) 

▽１回戦（Ｂ－１３） 

安藤・大林   ６－０ ７－５   山下・手銭 （京女大） 

西村・瀬戸   ３－６ ２－６   山村・池永 （仏教大） 

▽準々決勝 

遠藤・内本   ６－１ ６－１   安藤・大林 （同 大） 

荒川・豊山   ６－１ ６－２   武田・立松 （立命大） 

▽準決勝 

遠藤・内本   ６－１ ６－３   山村・池永 （龍谷大） 

荒川・豊山   ４－６ ２－６   坂本・西条 （立命大） 

▽決 勝 

遠藤・内本 ２－６ ６－３ ６－４ 坂本・西条 （立命大) 

〈優 勝〉 

 

１９８９（平成 １）年 

【全日本学生テニス選手権】第５７回 

   本戦（ ７月２３日～２９日 有明の森公園・有明ｺﾛｼｱﾑ） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１２８） 
▽ １回戦 
梅津 乾三   ６－２ ６－２   熊谷  （愛院大） 
苅谷 達朗   ７－５ ６－２   藤本  （甲南大） 
瞿曇英三郎   ３－６ ４－６   金田  （中央大） 
藤田 勝大   ６－１ ６－１   藤島  （岩手大） 
安藤 正人 ６－２ ５－７ ６－２ 山根  （日本大） 
大矢 健二 ６－３ ５－７ ３－６ 岡田  （明治大） 
▽ ２回戦 
梅津 乾三   ２－６ ４－６   寺村  （早 大） 
苅谷 達朗 ６－３ ６－７ ４－６ 西岡 （西南院大） 
藤田 勝大 ６－３ ２－６ ５－７ 磯金  （青学大） 
安藤 正人   ２－６ ３－６   岡田  （亜細亜） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－６４） 
▽ １回戦 
新田・安藤   ２－６ ３－６   磯金・中村（青学大） 
大矢・藤田   ４－６ ４－６   坂口・桜井（亜細亜） 
苅谷・梅津   ４－６ ３－６   森下・平井（専修大） 
 
１９８９（平成 １）年 

【全日本学生室内テニス選手権】第２６回 

  予選（１２月 ６日～１０日 東武有明ｲﾝﾄﾞｱｰ） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 
S1R 藤田 勝大－  S1R 大矢 健二－ 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－１６） 
D1R 大矢・藤田－ 
     本戦（１２月 ６日～１０日 東武有明ｲﾝﾄﾞｱｰｽﾊﾟｼｵ） 

 
１９８９（平成 １）年 

【全日本室内テニス選手権】第２５回 ブリジストンカップ 

（ ３月１３日～１９日 神戸ワールド記念ホール） 
(男子シングルス)（B－３２） 

▽１回戦 
加藤 正二(同大)   １－６ ６－７   渋谷    (ﾃﾞｻﾝﾄ) 
 
１９８９（平成 １）年 

【全日本テニス選手権】第６４回 ＩＢＭ 

       （ ９月１１日～１６日 有明テニスの森公園) 
予選Ｃ (男子シングルス)（B－４８） 

S1R田中英次(OB三和TS)   6－3 6－0   滝沢(ﾙﾈｯｻﾝｽ TC) 
FIN田中英次(OB三和TS)   4－6 2－6   森下  (専修大) 
     本戦（ ９月１１日～１６日 有明テニスの森公園) 
(男子シングルス)（B－１２８） 

▽１回戦 
大矢 健二(同大)   ６－３ ６－３    三橋   (筑波大) 
藤田 勝大(同大) ５－７ ６－３ ５－７ 横山(ﾌｧﾐﾘｰｲﾝﾄﾞｱｰ TC) 
加藤 正二(OB NEC)  １－６ ７－６ ６－０ 増田      (SSC) 
▽２回戦 
大矢 健二(同大)   ３－６ ２－６    谷澤     (SSC) 
加藤 正二(OB NEC)  ６－７ ４－６    中野       (ﾌﾘ )ー 
(男子ダブルス)（B－６４） 

▽１回戦 
藤田･大矢(同大)  ６－２ ６－４  錦戸･徳永(西南学院大) 
▽２回戦 
藤田･大矢(同大)  7-5  5-7  1-6  植田(朝生)･中西(日本ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ) 
加藤(OB NEC)･辻 (NEC)  5-7  7-6  3-6 清宮(柏山TC )･岡田(ｺﾞｰｾﾝ) 
 
１９８９（平成 １）年 

【京都市テニス選手権】第８回 

           （  月  日～    ） 
４５歳以上 (男子ダブルス) 

▽決 勝  村瀬(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･川辺(OB大原野TC)〈優 勝〉 

 
１９８９（平成 １）年 

【京都府テニス選手権】第４３回 

           （１０月 ８日～２１日 西院公園） 
一般 (男子シングルス) 

▽1回戦（Ｂ－６４） 
瞿曇英三郎(同大)   ６－１ ６－３   仲山  (ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝池) 
安藤 正人(同大)   ６－１ ６－２   市村     (島津TC) 
梅津 乾三(同大)   ６－２ ６－０    三浦      (島津TC) 
▽２回戦 
瞿曇英三郎(同大)   ６－３ ６－４   平野  (舞鶴ｸﾞﾘｰﾝ) 
安藤 正人(同大)   ６－０ ６－１   荒木  (舞鶴ｸﾞﾘｰﾝ) 
梅津 乾三(同大)   ６－４ ６－０    近松 (京都市役所) 
▽３回戦 
瞿曇英三郎(同大)   ６－２ ６－３   飯沼   (四宮TC) 
安藤 正人(同大)   ６－１ ７－６   西田  (近 大) 
梅津 乾三(同大) ６－７ ６－３  ７－６ 村田   (四宮TC) 
▽準々決勝 
瞿曇英三郎(同大) ３－６ ６－３ ６－２ 尾中 (ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾄ) 
安藤 正人(同大) ３－６ ６－０ ４－６ 竹内 (日本新薬) 
梅津 乾三(同大)   ６－３ ６－４    浦田     (ﾎﾜｲﾃｨ) 
▽準決勝 
梅津 乾三(同大)   ２－６ ６－７   新谷    (四宮ｸ) 
一般 (男子ダブルス) 
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▽１回戦（Ｂ－３２） 
梅津・瞿曇(同大)  ６－２ ６－０  馬渕･中村(にのうみﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ) 
▽２回戦 
梅津・瞿曇(同大)   ６－１ ６－４     大前･吉村(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝池) 
▽準々決勝 
梅津・瞿曇(同大)  ６－２ ６－２  若林･中嶋(京都市消防局) 
▽準決勝 
梅津・瞿曇(同大)  ６－３ ６－１  浦田(ﾎﾜｲﾃｨ)･竹内(日本新薬) 
▽決 勝 
梅津・瞿曇(同大) ６－４ ６－４     境 ･今村    (島津TC) 
〈優 勝〉 

壮年 (男子シングルス)（Ｂ－３０） 

▽１回戦 
川辺義次郎(OB)def藤田(北白川TC)  谷口宇平(OB)8-4横井(島津TC) 
▽２回戦 
川辺義次郎(OB)8-1中川(ｻｻﾞﾝ TC)  谷口宇平(OB)2-8鬼木(武田薬品) 
▽準々決勝 
川辺義次郎(OB大原野)   ７－５ ６－２   西田  (亀岡ｸﾗﾌ )゙ 
▽準決勝 
川辺義次郎(OB大原野) ６－４ １－６ ３－６ 林 (日本板硝子) 
壮年 (男子ダブルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦 
石井(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･曾根田(ｻﾝ城陽) 8－2進藤･中栄(大宅HTC) 
村瀬･川辺(OB大原野) 8－0 谷口(OB同志社ｶﾞｯﾂ)･森山(同志社ｶﾞｯﾂ) 
谷口(OB同志社ｶﾞｯﾂ)･森山(同志社ｶﾞｯﾂ) 8－3井上･藤田 (北白川TC) 
▽準々決勝 
石井(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･曾根田(ｻﾝ城陽)  6-0  6-1  影山･玉串(八幡TC) 
村瀬･川辺(OB大原野)  6-4  7-5  6-1  谷口(OB)･森山(同志社ｶﾞｯﾂ) 
▽準決勝  
石井(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･曾根田(ｻﾝ城陽) 6-2 6-7 6-2 村瀬･川辺(OB大原野) 
▽決 勝 
石井(OBﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･曾根田(ｻﾝ城陽)6-3 6-0木村(北白川TC)･横山(宝池) 
〈優 勝〉 

５０歳以上 (男子ダブルス)（Ｂ－５） 

▽準決勝 
田中(OB ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ)･脇田(ｻﾝ城陽) 6－0  6－0 大谷･中根  (八幡TC) 
▽決 勝 
田中(OB ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ)･脇田(ｻﾝ城陽) 6－3  6－3 中島･山本(OG TC宇治) 
〈優 勝〉 
一般 (女子シングルス) 
▽１回戦（Ｂ－３２） 
瀬戸佳奈子(同大)   ６－２ ６－２    中村  (ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ) 
内本 智子(同大)   ６－１ ６－２    佐伯     (四宮TC) 
遠藤真由美(同大)   ６－２ ６－２     青木 (明石ﾃﾆｽ企画) 
▽２回戦 
瀬戸佳奈子(同大)   ６－４ ６－４    西岡   (大原野TC) 
内本 智子(同大)   ６－１ ６－２    佐伯     (四宮TC) 
遠藤真由美(同大)   ６－２ ６－２     青木 (明石ﾃﾆｽ企画) 
▽準々決勝 
瀬戸佳奈子(同大)   １－６ ０－６    土屋 (ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ) 
内本 智子(同大)   ６－１ ６－２    今井  (京府大OB) 

遠藤真由美(同大)   ７－６ ６－２     大崎    (ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 
▽準決勝 
内本 智子(同大) ３－６ ６－２ １－６  土屋 (ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ) 
遠藤真由美(同大)   ７－６ ６－３     北岡    (四宮ｸ) 
▽決 勝 
遠藤真由美(同大) ６－４ ３－６ ４－６ 北岡    (四宮ｸ) 
〈準優勝〉 

一般 (女子ダブルス) 

▽１回戦（Ｂ－１６） 
内本・遠藤(同大)   ６－３ ７－６  南 ・山本 (八幡TC) 

▽準々決勝  
内本・遠藤(同大)   ６－２ ６－３  浦田・泉     (ﾎﾜｲﾃｨ) 
▽準決勝  
内本・遠藤(同大)   ６－３ ６－３  日向・稲井    (KMTC) 
▽決 勝 
内本・遠藤(同大)   ７－５ ６－３  今井・石田  (京RTC) 

〈優 勝〉 

 

 


