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１９９０（平成 ２）年 

◆社会：ｲﾗｸ軍､ｸｳｪｰﾄに侵攻。日本人初の宇宙飛行士(秋山 豊寛)､ 

    ｿ連のﾊﾞｲｺﾌｰﾙ宇宙基地から打上(12/2)～(12/10)帰還。 

【琵琶湖疎水100周年記念式典開催(4/)】 

★流行語：『オヤジギャル』 

◇SPT：IOC－ﾌﾟﾛ選手の五輪参加認める(9/19)。 

 

１９９０（平成 ２）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）宮崎市総合運動公園 
                        水光苑 
１９９０（平成 ２）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１－２ 単４－２）４ 近 大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×大矢・藤田 3－6 0－6 7－5 4－6 奥谷・重家 
Ｎo２○梅津・瞿曇 6－7 3－6 6－1 6－2 6－2伊藤・笠井 
Ｎo３×安藤・佐藤 ３－６ ４－６ ２－６ 菊水・柴田 
 (シングルス) 
Ｎo１○藤田 勝大 ６－０ ６－３ ６－２ 奥谷 隆章 
Ｎo２○大矢 健二 ６－１ ６－４ ６－２ 酒井 敦史 
Ｎo３○瞿曇英三郎 ６－２ ６－０ ６－２ 山下 和裕 
Ｎo４×梅津 乾三 ２－６ ４－６ ５－７ 重家  孝 
Ｎo５×安藤 正人 ６－７ ４－６ ２－６ 笠井 威洋 
Ｎo６○佐藤 大信 1－6 6－2 2－6 6－3 6－2 柴田 和彦 
 

○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 大体大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○大矢・藤田 ６－３ ７－６ ６－３ 山城・崔 
Ｎo２○梅津・瞿曇 6－2 5－7 6－4 6－3 高 ・北坂 
Ｎo３×佐久間・吉川 ３－６ ３－６ ４－６ 宮本・辻 
 (シングルス) 
Ｎo１×藤田 勝大 0－6 7－6 3－6 4－6 崔  善孝 
Ｎo２○大矢 健二 6－2 5－7 6－1 6－3 高  正秀 
Ｎo３○瞿曇英三郎 ６－４ ６－４ ７－５ 辻  賢一 
Ｎo４○安藤 正人 ６－２ ６－２ ６－３ 山城 洋英 
Ｎo５○佐藤 大信 6－4 4－6 0－6 6－3 6－0 北坂  亨 
Ｎo６×吉川 晃二 6－4 4－6 0－6 3－6 川上 好英 
 

○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 甲南大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×大矢・藤田 7－6 2－6 6－3 4－6 3－6 佐伯・四宮 
Ｎo２○梅津・瞿曇 ６－２ ６－４ ６－３ 塩田・坂本 
Ｎo３○安藤・佐藤 7－6 6－7 2－6 7－5 6－3 前川・平野 
 (シングルス) 
Ｎo１×藤田 勝大       def 
Ｎo２×大矢 健二       def 
Ｎo３○瞿曇英三郎 5－7 5－7 6－4 6－3 6－4 塩田 哲也 
Ｎo４○梅津 乾三 ７－５ ６－２ ６－２ 前川万太郎 
Ｎo５○安藤 正人 6－1 6－4 5－7 6－3 大西 太郎 
Ｎo６○佐藤 大信 ６－２ ６－３ ６－２ 平野 卓雄 
 

＜男子１部リーグ①位＞ ３連覇 同志社大学 ３勝０敗 

 
１９９０（平成 ２）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 ５（複２－０ 単３－０）０ 神女院大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○内本・遠藤 ６－２ ６－０     大塚・太田 
Ｎo２○豊山・荒川 ６－２ ６－３     京極・片山 
 (シングルス) 
Ｎo１○内本 智子 ６－１ ６－３     大塚 綾子 
Ｎo２○豊山 正子 ６－２ ６－３     片山 恵理 
Ｎo３○遠藤真由美 ６－０ ６－２     太田 晴子 
 

○ 同志社 ４（複２－０ 単２－１）１ 関外大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○内本・遠藤 ６－３ ６－４     中山・中山 
Ｎo２○豊山・荒川 ７－５ ６－２     河野・古川 
 (シングルス) 
Ｎo１○内本 智子 ６－１ ６－２     中山 文子 
Ｎo２○遠藤真由美 ６－３ ６－１     河野 麻里 
Ｎo３×豊山 正子 ７－５ ３－６ ２－６ 中山 光子 
 

○ 同志社 ３（複２－０ 単１－２）２ 甲南女大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○内本・遠藤 ６－４ ６－４     庄 ・増田 
Ｎo２○豊山・荒川 ６－１ ６－２     寺田・川西 
 (シングルス) 
Ｎo１×内本 智子 ６－７ ６－２ ３－６ 庄 由美子 
Ｎo２×豊山 正子       def 
Ｎo３○遠藤真由美 ６－４ ６－１     川西由里子 
 

＜女子２部リーグ①位＞    同志社大学(女子) ３勝０敗 

 

【入替戦】 

○ 同志社 ４（複２－０ 単２－１）１ 大体大 

＜２部①位＞            ＜１部④位＞ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○豊山・荒川 ６－０ ６－２     樹下・別所 
Ｎo２○内本・遠藤 ６－３ ７－５     大塚・杉内 
 (シングルス) 
Ｎo１○内本 智子 ６－４ ６－２     樹下 佳実 
Ｎo２○豊山 正子 ６－１ ６－０     大塚 正枝 
Ｎo３×遠藤真由美 ３－６ ２－６     杉内 育美 
 
＜女子１部リーグ（昇格）＞  同志社大学(女子) 

 

１９９０（平成 ２）年 

【関西大学対抗テニストーナメント】     ＜女子の部＞ 

       （１１月２３日～    同大－田辺） 
＜女子＞ 優 勝 

○ 同大Ａチーム 

（荒川・豊山・内本・遠藤・山岸） 
 
１９９０（平成 ２）年 

【全日本大学対抗テニス王座決定試合】 

       （ ６月 ５日～   有明の森公園） 
＜男子＞ 

▽１回戦 
○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 東北学院大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○大矢・安藤 ６－２ ７－６     鎌田・渡辺 
Ｎo２○梅津・瞿曇 ６－４ ６－２     玉置・嶺岸 
Ｎo３○藤田・佐藤 ６－０ ６－１     佐々木・太田 
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 (シングルス) 
Ｎo１○大矢 健二 ６－１ ６－２     鎌田 純行 
Ｎo２○藤田 勝大 ６－３ ６－１     嶺岸  康 
Ｎo３○瞿曇英三郎 ６－０ ６－３     石井 宏明 
Ｎo４○梅津 乾三 ６－２ ６－０     渡辺 信哉 
Ｎo５○安藤 正人 ６－１ ６－２     玉置 裕康 
Ｎo６○高橋  渉 ６－４ ６－３     佐々木 潤 
▽準決勝 

× 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 早稲田大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×大矢・藤田 １－６ ６－２ ２－６ 立見・松下 
Ｎo２×梅津・瞿曇 ７－６ ４－６ ３－６ 寺村・近藤 
Ｎo３○安藤・佐藤 ７－５ ４－６  ６－０ 佐々木・佐々野 
 (シングルス) 
Ｎo１×大矢 健二 ４－６ ２－６     立見 弘一 
Ｎo２×藤田 勝大 ４－６ ６－２ ６－７ 寺村 和章 
Ｎo３○瞿曇英三郎 ３－０ ｄｅｆ     松下  晃 
Ｎo４○梅津 乾三 ６－２ ７－６     近藤 崇雄 
Ｎo５×安藤 正人 ３－６ ０－６     佐々木直網 
Ｎo６○佐藤 大信 ６－３ ３－６ ６－２ 佐々野健一 
▽３位戦 

× 同志社 ４（複３－０ 単１－５）５ 近 大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○大矢・藤田 ６－４ ２－６ ７－６ 奥谷・重家 
Ｎo２○梅津・瞿曇 ７－６ ６－２     伊藤・笠井 
Ｎo３○安藤・佐藤 ０－６ ６－２ ６－２ 菊水・宮嶋 
 (シングルス) 
Ｎo１○大矢 健二 １－６ ６－０ ６－２ 奥谷 隆章 
Ｎo２×藤田 勝大 ２－６ ６－４ ４－６ 伊藤 幸士 
Ｎo３×瞿曇英三郎 ４－６ ４－６     重家  孝 
Ｎo４×梅津 乾三 ６－３ ５－７ ４－６ 笠井 威洋 
Ｎo５×安藤 正人 ６－７ ５－７     菊水 健人 
Ｎo６×佐藤 大信 ３－６ ６－７     宮嶋 慎治  
 

＜全日本大学王座 第④位＞  同志社大学 

 

１９９０（平成 ２）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （ ９月２４日   立教大 富士見） 

○ 同志社 ５（複１－２ 単４－２）４ 立教大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○佐藤・吉川 ６－０ ６－３     金子・相見 
Ｎo２×藤岡・中垣 １－６ ６－２ ６－７ 増田・片岡 
Ｎo３×小島・馬場 ３－６ ６－４ ２－６ 足立・斉藤 
 (シングルス) 
Ｎo１○瞿曇英三郎 ６－２ ５－７ ６－４ 増田 哲也 
Ｎo２○梅津 乾三 ６－０ ６－０     保泉  敦 
Ｎo３○吉川 幸二 ６－０ ６－０     深沢 伯亮 
Ｎo４×黄田 克彦 １－６ ４－６     片岡  聡 
Ｎo５○井坂 成隆 ６－１ ６－４     足立 充生 
Ｎo６×萩原  基 ６－３ １－６ １－６ 金子  誠 
 

１９９０（平成 ２）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （ ９月２２日    青学大 綱島） 

× 同志社 ３（複２－１ 単１－４）５ 青学大 

 (ダブルス)           １中止 

Ｎo１○梅津・瞿曇 ６－３ ６－２     藤田・永井 
Ｎo２×佐藤・吉川 ２－６ ４－６     石川・嶋田 

Ｎo３○中西・金丸 ６－７ ６－４ ６－３ 高松・栗原 
 (シングルス) 
Ｎo１－瞿曇英三郎 ３－６ ６－２ 日没中止 石川 直也 
Ｎo２×佐藤 大信 ２－６ ２－６     土屋 晃成 
Ｎo３○梅津 乾三 ７－６ ６－２     藤田 裕二 
Ｎo４×吉川 晃二 ５－７ ７－６ ５－７ 上田 義光 
Ｎo５×小川  淳 ４－６ ６－３ ３－６ 金子 雄二 
Ｎo６×藤岡 直哉 ２－６ ０－６     永井 貴士 
 

１９９０（平成 ２）年 

【対抗戦】春季   対 早稲田大学戦 

           （ ３月 ９日     ） 

○ 同志社 ５（複１－２ 単４－２）４ 早 大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×大矢・藤田     ０－２     立見・近藤 
Ｎo２○梅津・瞿曇     ２－０     佐々木・横浜 
Ｎo３×佐久間・吉川    ０－２     寺村・渡辺 
 (シングルス) 
Ｎo１○藤田 勝大     ２－１     立見 弘一 
Ｎo２○大矢 健二     ２－０     寺村 和章 
Ｎo３×瞿曇英三郎     １－２     近藤 崇雄 
Ｎo４×梅津 乾三     ０－２     佐々木直網 
Ｎo５○佐藤 大信     ２－０     横浜 大雄 
Ｎo６○高橋  渉     ２－１     渡辺  啓 
 

１９９０（平成 ２）年 

【対抗戦】春季   対 慶応義塾大学戦 

    （ ３月 ５日     ） 

○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 慶応大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○大矢・藤田     ２－０     寺田・山岸 
Ｎo２×梅津・瞿曇     ０－２     桜井・山岸 
Ｎo３○佐久間・吉川    ２－１     南 ・大辻 
 (シングルス) 
Ｎo１○藤田 勝大     ２－０     寺田憲太郎 
Ｎo２○大矢 健二     ２－１     藤井 慶三 
Ｎo３×瞿曇英三郎     １－２     桜井 賢司 
Ｎo４○梅津 乾三     ２－０     山岸 慶太 
Ｎo５○佐藤 大信     ２－１     南  史郎 
Ｎo６○高橋  渉     ２－１     大辻 賢典 
 

１９９０（平成 ２）年 

【対抗戦】     対 明知大学戦（韓国） 

           （ ３月 ４日     ） 

○ 同志社 ０（複０－３ 単０－５）９ 明知大 

 

１９９０（平成 ２）年 

【全日本学生東西対抗テニス試合】第５４回 

       （ ６月１５・１６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×大矢・藤田 ４－６ ６－７     万木・佐藤 
       （同 大）             （日本大） 
 (シングルス) 
Ｎo１×大矢 健二 １－６ ２－６     佐藤 哲哉 
       （同 大）             （日本大） 
Ｎo５○瞿曇英三郎 ７－６ ６－４     金田 浩一 
       （同 大）             （中央大） 
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Ｎo６×藤田 勝大 ７－６ ２－６ ５－７ 立見 弘一 
       （同 大）             （早 大） 
 

１９９０（平成 ２）年 

予選【関西学生春季テニストーナメント】 

         予選（ ４月１９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) 

 

１９９０（平成 ２）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 

          本戦（ ５月 ７日～    香里グリーン） 
(男子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
山下 雄二 ４－６ ６－４ ６－２ 岡     （京産大） 
中野 利治 ７－６ ３－６ ６－１ 浜出    （近 大） 
高橋  渉   ６－１ ６－３   太田    （阪 大） 
小川  淳 ６－３ ５－７ ３－６ 林     （大体大） 
▽２回戦 
藤田 勝大   ６－３ ６－２   池田    （近 大） 
山下 雄二   ０－６ ２－６   崔     （大体大） 
中野 利治 ２－６ ７－６ ６－２ 大西    （甲南大） 
高橋  渉 ７－６ ２－６ ５－７ 笠井    （近 大） 
瞿雲英三郎   ６－０ ６－４   幸田    （神院大） 
佐藤 大信   ６－１ ６－１   立道    （近 大） 
安藤 正人   ６－３ ６－４   森川    （大教大） 
梅津 幹三   ６－４ ６－３   中村    （関学大） 
大矢 健二 ６－０ ４－６ ６－３ 小林    （甲南大） 
▽３回戦 
藤田 勝大   ６－２ ７－６   稲田    （西南大） 
中野 利治   １－６ １－６   奥谷    （近 大） 
瞿雲英三郎 ６－３ ３－６ ６－４ 山城    （大体大） 
佐藤 大信   ２－６ ０－６   佐伯    （甲南大） 
安藤 正人   ４－６ ４－６   中島    （近 大） 
梅津 幹三   ６－１ ７－５   西田    （近 大） 
大矢 健二   ６－１ ６－０   早部    （近 大） 
▽４回戦 
藤田 勝大   ６－３ ７－５   井上    （京産大） 
瞿雲英三郎   ６－２ ６－１   笠井    （近 大） 
梅津 幹三   ４－６ ４－６   中島    （近 大） 
大矢 健二   ６－２ ６－１   川上    （大体大） 
▽準々決勝 
藤田 勝大 ６－３ ４－６ １－６ 四宮    （甲南大） 
瞿雲英三郎 ５－７ ７－６ ４－６ 奥谷    （近 大） 
大矢 健二   ６－１ ７－６   重家    （近 大） 
▽準決勝 
大矢 健二   ６－２ ６－４   佐伯    （甲南大） 
▽決 勝 
大矢 健二 0－6 7－6 6－1 6－3 奥谷    （近 大） 
〈優 勝〉 
(男子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽２回戦 
藤田・大矢  ７－６ ３－６ ６－４ 木村・杉本 （京産大） 
安藤・佐藤    ６－１ ６－４   川部・井上 （近 大） 
梅津・瞿雲    ７－６ ７－６   山下・早部 （近 大） 
▽３回戦 
藤田・大矢   ６－２ ６－２   立道・浜出 （近 大） 
安藤・佐藤   ７－５ ６－３   池田・西川 （近 大） 

梅津・瞿雲   ７－５ ７－５   酒井・宮嶋 （近 大） 
▽準々決勝 
藤田・大矢   ６－３ ６－３   宮本・辻  （大体大） 
安藤・佐藤   ２－６ ２－６   佐伯・四宮 （甲南大） 
梅津・瞿雲 ７－６ ３－６ ３－６ 重家・笠井 （近 大） 
▽準決勝 
藤田・大矢   ６－２ ７－６   佐伯・四宮 （甲南大） 
▽決 勝 
藤田・大矢 ７－５ ６－４ ６－１ 奥谷・伊藤 （近 大） 
〈優 勝〉 

(女子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
内本 智子   ６－２ ６－０   寺野    （神院大） 
遠藤真由美 ６－１ ０－６ ６－２ 内山   （松蔭女大） 
山岸美加子 ０－６ ６－３ ４－６ 上原    （天理大） 
豊山 正子   ２－６ ０－６   栗又   （園田女大） 
▽２回戦 
内本 智子   ２－６ ３－６   堂崎   （園田女大） 
遠藤真由美   １－６ ２－６   後藤   （園田女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
内本・遠藤   ６－２ ６－２   尾道・鹿田（園田女大） 
荒川・狩山   １－６ １－６   栗又・田中（園田女大） 
▽２回戦 
内本・遠藤   １－６ ２－６   上野・堀口 （武庫川） 
 
１９９０（平成 ２）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) 

 

１９９０（平成 ２）年 

【関西学生テニス選手権】（夏） 

         本戦（ ８月２０日～２６日 香里グリーン） 
(男子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
馬場 貴幸   １－６ ３－６   幸田    （神院大） 
黒河 鋭輔   ４－６ １－６   中村    （関 大） 
黄田 克彦 ２－６ ６－４ ６－１ 坂本    （関 大） 
小川  淳 ６－７ ６－０ ６－１ 高橋    （神 大） 
吉川 晃二   ６－２ ６－４   谷     （近 大） 
中垣 和孝   ６－３ ７－５   平野    （甲南大） 
中西  敬 ７－６ ３－６ ６－４ 稲垣    （関 大） 
山下 雄二   ６－４ ６－４   渡辺    （近 大） 
今岡研二郎   ２－６ ３－６   古川    （大体大） 
▽２回戦 
大矢 健二   ６－１ ６－３   辻村    （京産大） 
黄田 克彦   １－６ １－６   伊藤    （近 大） 
小川  淳   ３－６ ３－６   重家    （近 大） 
安藤 正人   ６－２ ７－５   有田    （大院大） 
吉川 晃二 ３－６ ６－１ ６－２ 大西    （甲南大） 
瞿雲英三郎   ６－２ ６－２   山田    （近 大） 
梅津 幹三   ６－３ ６－２   小西    （神院大） 
中垣 和孝 ６－７ ７－６ ３－６ 山崎    （京 大） 
藤田 勝大   ６－４ ６－３   富永    （桃 大） 
中野 利治   ２－６ ２－６   藤井    （神 大） 
佐藤 大信   ６－１ ６－３   大地    （甲南大） 
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中西  敬 ５－７ ６－２ ４－６ 西田    （近 大） 
山下 雄二   ０－６ １－６   門田    （立命大） 
▽３回戦 
大矢 健二   ６－３ ６－２   森川    （大教大） 
安藤 正人   ６－３ ６－２   香取    （立命大） 
瞿雲英三郎   ６－４ ６－４   吉川 晃二 （同 大） 
梅津 幹三   ６－２ ６－１   栄田    （近 大） 
藤田 勝大   ６－１ ６－２   山崎    （京 大） 
佐藤 大信   ６－３ ６－０   川部    （近 大） 
▽４回戦 
大矢 健二   ６－３ ６－１   藤井    （甲南大） 
瞿雲英三郎   ７－５ ６－３   安藤 正人 （同 大） 
藤田 勝大   ６－１ ６－４   梅津 幹三 （同 大） 
佐藤 大信   ６－１ ６－２   藤井    （神 大） 
▽準々決勝 
大矢 健二 2-6 6-3 7-6 3-6 6-3 伊藤    （近 大） 
瞿雲英三郎 ７－５ ３－０ ＲＥＴ 重家    （近 大） 
藤田 勝大 ６－４ ６－０ ６－４ 佐伯    （甲南大） 
佐藤 大信 ４－６ ２－６ ４－６ 奥谷    （近 大） 
▽準決勝 
大矢 健二 ７－５ ６－１ ６－３ 瞿雲英三郎 （同 大） 
藤田 勝大 6-4 7-6 4-6 3-6 6-4 奥谷    （近 大） 
▽決 勝 
藤田 勝大 5-7 1-6 6-2 6-3 7-5 大矢 健二 （同 大） 
〈優 勝〉             〈優 勝〉 

 (男子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
中西・金丸    ６－４ ６－２   須部・塚田 （甲南大） 
佐藤・吉川    ７－６ ６－３   宇津川・木村（京産大） 
▽２回戦 
藤田・大矢 ６－４ ４－６ ６－３ 竹中・逸見 （神 大） 
梅津・瞿雲   ６－４ ６－２   井上・田中 （京産大） 
中西・金丸   ４－６ ３－６   重家・笠井 （近 大） 
安藤(同大)･佐伯(甲南)  3－6  6－4  6－3  小田･川埜 (大教大) 
佐藤・吉川 ７－５ ３－６ ６－４  奥谷・伊藤 （近 大） 
▽３回戦 
藤田・大矢   ４－６ ４－６   吉田・杉本 （京産大） 
梅津・瞿雲 ７－６ ６－７ ６－４ 谷 ・西田 （近 大） 
安藤(同大)･佐伯(甲南) ６－４ ６－２   此下 (阪大)･中島 (近大) 
佐藤・吉川   ６－４ ６－３   山城・辻  （大体大） 
▽準々決勝 
梅津・瞿雲   ３－６ ３－６   酒井・宮嶋 （近 大） 
安藤・佐伯 ７－６ ４－６ ７－５ 佐藤・吉川 （同 大） 
▽準決勝 
安藤(同大)･佐伯(甲南)     WO     重家・笠井 （近 大） 
▽決 勝 
安藤(同大)･佐伯(甲南) ７－６ ７－６ ６－３ 酒井･宮嶋(近大) 
〈優 勝〉 
(女子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
遠藤真由美   ５－７ ４－６   桜井  （武庫川女大） 
瀬戸佳奈子   ４－６ ０－６   石村   （松蔭女大） 
山岸美加子   ６－４ ６－１   鹿田   （園田女大） 
豊山 正子   ６－１ ６－１   荒木  （武庫川女大） 
内本 智子   ６－２ ６－１   宮迫    （甲南大） 
荒川 和美   ７－５ ６－０   大谷   （神院女短） 
▽２回戦 
山岸美加子   ０－６ １－６   三木   （松蔭女大） 

豊山 正子   １－６ １－６   堂崎   （園田女大） 
内本 智子   ６－３ ６－１   中山    （関外大） 
荒川 和美   ２－６ ２－６   重政    （大市大） 
▽３回戦 
内本 智子   ４－６ ３－６   北村   （園田女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
豊山・山岸   ６－２ ６－２   中山・中山 （関外大） 
荒川・狩山   １－６ ２－６   内田・堂崎（園田女大） 
内本・遠藤 ６－２ ４－６ ６－０ 佐々木・荒木(武庫川女大) 
西村・安藤   ４－６ ３－６   西村・小林（成蹊女大） 
▽２回戦 
豊山・山岸   ３－６ ２－６   栗又・田中（園田女大） 
内本・遠藤   ７－６ ６－２   保田・北村（園田女大） 
▽３回戦 
内本・遠藤   １－６ ５－７   水岡・三木（松蔭女大） 
 
１９９０（平成 ２）年 

【関西学生室内テニス選手権】第２５回 

       予選（  月  日～  日 宝塚TG） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３６） 

▽１Ｒ   小川  淳 7－5 5－7 6－0 浅尾(松山大) 
▽２Ｒ   小川  淳   7－6 6－4     藤井(甲南大) 
      梅津 幹三   6－1 6－4   塩田(甲南大) 
▽３Ｒ   小川  淳   7－5 6－4   藤井(神 大) 
      梅津 幹三   6－2 6－2   大川(愛院大) 
▽FIN   小川  淳   6－4 7－6   此下(阪 大) 
      梅津 幹三   6－1 6－3   川上(大体大) 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－１０） 

▽２Ｒ   梅津･瞿雲     6－1 6－2 豊田･佐藤(西南大) 
            藤田(同大)･四宮(甲南) 6-2 6-2 池田･西川(近 大) 
▽３Ｒ   梅津・瞿雲6-4  3-6  6-0 此下(阪大)･中島(近大) 
            藤田(同大)･四宮(甲南) 5-7 6-7奥谷･伊藤(近 大) 
▽FIN   梅津･瞿雲         ○奥谷･伊藤(近 大) 
予選 (女子シングルス)（Ｂ－３０） 

▽１Ｒ   遠藤真由美    6－1 6－1   田之脇(松蔭女大) 
      山岸美加子  2－6 1－6  保田(園田女大) 
▽２Ｒ   遠藤真由美 6－0 2－6 6－2 神谷  (京産大) 
▽３Ｒ   遠藤真由美 6－7 7－5 2－6 山田(松蔭女大) 
      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－１６） 

▽１回戦 
梅津 幹三－  大矢 健二－  小川  淳－ 
瞿雲英三郎－  藤田 勝大－ 
▽２回戦 
梅津 幹三   ５－７ ５－７   金田    （中央大） 
大矢 健二 ６－７ ７－５ ６－２ 小川  淳 （同 大） 
瞿雲英三郎   ３－６ ３－６   立見    （早 大） 
藤田 勝大   ３－６ ２－６   伊藤    （近 大） 
▽準決勝 
大矢 健二 ６－７ ６－４ ５－７ 金田    （中央大） 
(女子シングルス)（Ｂ－１２） 

▽１回戦  内本 智子－ 
▽２回戦 
内本 智子   ５－７ ４－６   高木    (園田女大) 
 
１９９０（平成 ２）年 

【関西学生地域 (京都地区) テニストーナメント】 
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           （ ６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－   ） 

 

１９９０（平成 ２）年 

【関西学生新進テニストーナメント】 

         予選（１０月  日～    各大学） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－   ） 
３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 

２回生 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 

１回生 小川  淳 岡田 裕介 金丸 達也 中野  剛 

予選 (男子ダブルス)（Ｂ－   ） 
藤岡・中垣 

予選 (女子シングルス)（Ｂ－   ） 

３回生 荒川 和美 西村 美穂 瀬戸佳奈子 豊山 正子 

２回生 内本 智子 安藤 幹子 遠藤真由美 

１回生 狩山 桂子 山岸美加子 

予選 (女子ダブルス)（Ｂ－   ） 

西村・安藤 荒川・狩山 内本・山岸 豊山・遠藤 

         本戦（１１月 ５日～１１日 万博公園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
唐木 政光 ６－２ ５－７ ５－７ 田中    （京産大） 
佐久間清次   ４－６ ０－６   林     （大体大） 
黒河 鋭輔   ５－７ １－６   幸田    （神院大） 
金丸 達也     ６－３ 4-4RET   香取    （立命大） 
小川  淳   ６－３ ６－４   宮嶋    （近 大） 
中西  敬   ３－６ ５－７   間宮    （龍谷大） 
吉川 晃二   ６－３ ６－４   犬塚    （近 大） 
井坂 成隆 ６－４ ４－６ ６－２ 中村    （関 大） 
馬場 貴幸 ６－０ ６－７ ６－０ 佐藤    （近 大） 
中垣 和孝 ６－１ ４－６ ６－２ 宮崎    （立命大） 
▽２回戦 
金丸 達也 ６－４ ３－６ ６－２ 松永    （神 大） 
小川  淳 ３－６ ７－５ ６－４ 大井    （大体大） 
吉川 晃二 ３－６ ６－０ ６－７ 大西    （甲南大） 
井坂 成隆   ３－６ ３－６   酒井    （阪 大） 
馬場 貴幸   ０－６ ３－６   立原    （関学大） 
中垣 和孝   ３－６ ２－６   吉田    （京産大） 
▽３回戦 
金丸 達也 ７－６ １－６ ６－７ 宇津川   （京産大） 
小川  淳     ６－４ 1-0RET   大坪    （大経大） 
▽準々決勝 
小川  淳     ３－６ １－６   宇津川   （京産大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 

藤岡・中垣   ６－７ ５－７   古川・川上 （大体大） 

(女子シングルス) （Ｂ－４８） 

▽１回戦 

狩山 桂子 ０－６ ６－０ ４－６ 中島    （立命大） 

荒川 和美   ６－３ ６－２   大和    （関外大） 

▽２回戦 

内本 智子   ６－１ ６－４   黒沢    （国仏大） 

遠藤真由美   １－６ ２－６   内田  （武庫川女大） 

荒川 和美 ６－４ ２－６ ６－３ 保田   （園田女大） 

山岸美加子   ３－６ ３－６   遠山    （天理大） 

豊山 正子 ５－７ ６－３ ６－２ 中山    （関外大） 

▽３回戦 

内本 智子   ６－１ ６－３   大川   （園田女大） 

荒川 和美   ２－６ ２－６   尾中   （松蔭女大） 

豊山 正子   ３－６ ２－６   石村   （松蔭女大） 

▽準々決勝 

内本 智子 ３－６ ６－１ ６－２ 中鶴   （松蔭女大） 

▽準決勝 

内本 智子 ６－０ ４－６ ６－４ 山田   （松蔭女大） 

▽決 勝 

内本 智子   ７－５ ６－０   尾中   （松蔭女大） 

〈優 勝〉 

(女子ダブルス)（Ｂ－２４） 

▽１回戦 

西村・安藤   ３－６ ３－６   武田・田巻（青山短） 

荒川・狩山   ６－３ ６－４   隅谷・桜井(武庫川女大) 

▽２回戦 

内本・山岸 ６－２ １－６ ６－３ 保田・北村 (園田女大) 

荒川・狩山   ２－６ １－６   尾中・山田 (松蔭女大) 

豊山・遠藤   ６－１ ６－２   藤田・大川  (園田女大) 

▽準々決勝 

内本・山岸 ６－１ ３－６ ５－７ 内山・中鶴（松蔭女大) 

豊山・遠藤 ４－６ ６－４ ６－３ 遠山・上原  (天理大) 

▽準決勝 

豊山・遠藤   ７－６ ６－３   尾中・山田 (松蔭女大) 

▽決 勝 

豊山・遠藤 ６－４ ３－６ ３－６ 石村・山本 (松蔭女大) 

〈準優勝〉 

 

１９９０（平成 ２）年 

【全日本学生テニス選手権】第５８回 

     本戦（ ７月１９日～２９日 神戸市総合運動公園） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１２８） 
▽ １回戦 
瞿曇英三郎   ６－１ ６－３   曽根  （秋田大） 
藤田 勝大   ６－０ ６－２   鳴海  （札幌大） 
佐藤 大信   ６－３ ６－０   山田  （専修大） 
大矢 健二   ６－３ ７－６   笠井  （近 大） 
安藤 正人   ６－７ ２－６   大西  （甲南大） 
▽ ２回戦 
瞿曇英三郎   ６－２ ６－３   横山  （静岡大） 
藤田 勝大   ６－２ ６－２   栄旧  （近 大） 
佐藤 大信   ３－６ ４－６   丸山  （明治大） 
大矢 健二   ６－２ ６－１   大和田 （神商大） 
▽ ３回戦 
瞿曇英三郎   ６－４ ６－４   佐伯  （甲南大） 
藤田 勝大   ２－６ １－６   三橋  （筑波大） 
大矢 健二   ６－１ ６－１   重家  （近 大） 
▽ ４回戦 
瞿曇英三郎 ３－６ ６－４ ４－６ 佐藤  （日本大） 
大矢 健二   １－６ ４－６   岡田  （亜細亜） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－６４） 
▽ １回戦 
藤田・大矢 ３－６ ６－２ ６－３ 小田・増田（立教大） 
安藤・佐藤   ６－２ ６－３  宮道・佐々本（専修大） 
▽ ２回戦 
藤田・大矢 ７－５ ２－６ ７－５ 下坂・林 （大体大） 
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安藤・佐藤   ２－６ ３－６   磯金・中村（青学大） 
▽ ３回戦 
藤田・大矢 ４－６ ６－２ ４－６ 石川・嶋田（青学大） 
(女子シングルス)（Ｂ－９６） 
▽ １回戦 
山岸美加子   １－６ ５－７   増田 （甲南女大） 
遠藤真由美   ６－２ ６－２   中曽根 （新潟大） 
内本 智子   ６－１ ６－４   日高 （松蔭女大） 
▽ ２回戦 
遠藤真由美   ３－６ ２－６   尾中 （松蔭女大） 
内本 智子   ６－１ ６－２   高田 （静修短大） 
▽ ３回戦 
内本 智子   １－６ １－６   横田   （東海大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－４８） 
▽ １回戦 
内本・遠藤   ７－６ ６－４   佐野・溝口（青学大） 
▽ ２回戦 
内本・遠藤   ４－６ ４－６   栗又・田中（園田女大） 
 
１９９０（平成 ２）年 

【全日本学生室内テニス選手権】第２７回 

         予選（１１月３０日~１２月３日 ﾖﾐｳﾘTG） 

予選 (男子シングルス)  
▽１Ｒ   瞿曇英三郎 6－1 3－6 6－2 西岡 (近 大) 
▽２Ｒ   瞿曇英三郎   6－7 4－6   中村 (青学大) 
予選 (男子ダブルス) 
▽１Ｒ   安藤(同大)･佐伯(甲南) 6-4 4-6 4-6大矢･上田(青学大) 
予選 (女子ダブルス) 
▽１Ｒ   内本･遠藤  2－6 3－6  浜田･吉田(鹿屋体大) 
     本戦（１２月 ４日～ ８日 東武有明ｲﾝﾄﾞｱｰｽﾊﾟｼｵ） 
 (男子シングルス) 
▽ １回戦 
大矢 健二 １－６ ６－３ ６－３ 石川  （青学大） 
▽ ２回戦 
吉岡 青樹 
▽ ３回戦 
大矢 健二   ６－３ ６－４   李 （中国文化大） 
▽ 準々決勝 
大矢 健二   ２－６ ０－６   森   （亜細亜） 
 

１９９０（平成 ２）年 
【全日本室内テニス選手権】第２６回 ブリジストンカップ 

          （ ３月１２日～１８日 神戸ワールド記念ホール） 

予選 (男子シングルス) 

▽１Ｒ   加藤正二(OB NEC)  6－4 7－5 右近(ﾛｲﾔﾙ SCTC) 

▽FIN    加藤正二(OB NEC) 6－2 6－1 田村 (慶応大) 
予選 (男子ダブルス)（B－３２） 

▽１Ｒ  加藤(OB NEC)･辻 (NEC) 6-2 6-2 阪木(横川TC )･早川(ﾌﾘ )ー 

▽FIN   加藤(OB NEC)･辻 (NEC) 6-7 6-1 5-7石橋･上原(明治大) 
      本戦（ ３月１２日～１８日 神戸ワールド記念ホール） 

(男子シングルス) 

▽１回戦 
加藤 正二(OB NEC)  ６－４ ６－４  竹内  (ﾖﾈｯｸｽ) 
▽２回戦 
加藤 正二(OB NEC) ６－４ ３－６ ６－４ 増田 (荏原SSC) 
▽準々決勝 
加藤 正二(OB NEC) ５－７ ７－５ ３－６ 水主 (荏原SSC) 
 

１９９０（平成 ２）年 
【全日本テニス選手権】第６５回 ＩＢＭ 
             （ ９月 ３日～１７日 有明テニスの森公園） 
予選Ａ (男子シングルス) 
S1R吉岡青樹(東山高) 7－6 6－2 花谷(徳島ｵﾝﾜｰﾄ )゙ 

S2R吉岡青樹(東山高) 6－2 6－2 神谷(岐阜ｱｸﾃｨｵ) 

FIN吉岡青樹(東山高) 7－6 6－2 中村(群馬上武大教員) 

予選Ｃ (男子シングルス) 

S1R佐藤大信(同大)     5－7 1－6  西野(東京ｲﾝﾄﾞｱｰ TC) 

S1R瞿曇英三郎(同大)    2－6 2－6  辻        (NEC) 

S1R梅津乾三(同大)      6－4  6－2    山室   (三菱化成) 

S1R田中英次(OB三和TS)  3－6 2－6   万木     (日本大) 
FIN梅津乾三(同大)  6－3 5－7 2－6   黒田(ﾕﾆﾊﾞー ｻﾙ TS) 

予選 (女子シングルス) (女子ダブルス) 

出場者なし 

         本戦（ ９月 ３日～１７日 有明テニスの森公園） 
(男子シングルス)（B－９６） 

▽１回戦 
藤田 勝大(同大)   ６－４ ６－２   川原  (日本生命) 
大矢 健二(同大) ０－６ ７－５ ４－６ 田村     (慶応大) 

▽２回戦 
藤田 勝大(同大) ６－４ ３－６ ３－６ 田頭(ﾌｯﾄﾜｰｸ STT) 

(男子ダブルス)（B－４８） 

▽１回戦 
藤田・大矢(同大)  ２－６ ３－６  大野（ﾐｽﾞﾉ）・山脇(明大) 

 

１９９０（平成 ２）年 

【島津クラシックマスターズ】 

       （ ３月 ５日～１１日 山城運動公園体育館） 
予選 (男子シングルス) 

S1R加藤 正二(OB NEC)  7－6 4－6 2－6 竹内 (ﾖﾈｯｸｽ) 
S1R吉岡 青樹(東山高)    2－6 6－7   田中  (ﾌﾘｰ) 
予選 (男子ダブルス) 

D1R加藤(OB NEC)･辻 (NEC) 6－4 7－6 新谷(四ﾉ宮)･尾中(SPC) 
FIN加藤(OB NEC)･辻 (NEC) 3－6 3－6 森 (亜大)･佐藤(日大) 
予選 (女子シングルス) 

S1R遠藤真由美(同大)  2－6 1－6  山岸（荏原湘南SC） 
     本戦（ ３月 ５日～１１日 山城運動公園体育館） 
(男子シングルス) 

▽１回戦 
瞿曇英三郎(同大)   ２－６ ３－６   橘  (ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ S) 
(男子ダブルス) 

▽１回戦 
梅津・瞿曇(同大)    ２－６ ３－６   森(亜大)・佐藤(日大) 
(女子シングルス) 

▽１回戦 
内本・遠藤(同大)  ４－６ １－６  原 ･山岸  (荏原湘南SC) 
豊山・荒川(同大)  １－６ １－６  高木(園女大)･田中(園高) 
 

１９９０（平成 ２）年 

【京都市テニス選手権】第９回 

          （ ４月 ５日～２９日 西院・小畑川） 
一般２部 (男子シングルス)（Ｂ－１２８） 

S1R角田潤哉(OB京中信金)－濱本(京都MIDTC) 
S1R田中 功(OB京中信金)－多田(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ TC) 
一般１部 (男子ダブルス)（Ｂ－１６） 
D1R角田･田中(OB京中信金)－村田･飯村(四宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 
４５歳以上 (男子シングルス)（Ｂ－１６） 
S1R川辺義次郎(OB大原野TC)－山口(京都ﾛｲﾔﾙ) 
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４５歳以上 (男子ダブルス)（Ｂ－８） 
D1R村瀬(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･川辺(OB大原野TC)－ 
５５歳以上 (男子ダブルス)（Ｂ－２） 

▽決 勝  堀内(OB京都ｸ)･菅 (京都ｸ)－井上･山崎(京都LTC) 
 

１９９０（平成 ２）年 

【京都府テニス選手権】第４４回 

          （１０月７日～２８日 西院・フレンド） 
一般 (男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
小川 淳(同大)－野村(明石企画) 角田潤哉(OB京中信)－中嶋(ﾁｰﾑﾘｵ) 
黄田克彦(同大)－小森(舞鶴)    瞿曇英三郎(同大)－篠原(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 
黒河鋭輔(同大)－亀山久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 萩原基(同大)－諏訪(綾部) 
佐藤大信(同大)－松本(福知山) 金丸達也(同大)－浦田(ﾎﾜｲﾃｨ)  
中西 敬(同大)－鷹野(TC ﾊﾟﾙ)  梅津乾三(同大)－太田(西の丘TC) 
安藤正人(同大)－濱本(京都MID) 中垣和孝(同大)－豊田(四宮TC) 
吉川晃二(同大)－川口(福知山)  藤岡直哉(同大)－中村(ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ) 
一般 (男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
瞿曇･梅津(同大)－     佐藤･中西(同大)－中森(JP ｴｰｽ)･岸(TC ﾊﾟﾙ) 
吉川･馬場(同大)－中村･山崎(三菱電機) 
金丸･小川(同大)－塩尻･諏訪(綾部) 
壮年 (男子シングルス)（Ｂ－２８） 

▽１回戦  奥田 豊(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)－横井(TC ﾊﾟﾙ) 
(女子シングルス)（B－３２） 
▽１回戦  安藤 幹子(同大)－大槻(舞鶴) 
山岸美加子(同大)－三宅(見晴TC) 内本智子(同大)－加藤(宮津TC) 
豊山正子(同大)－北岡(四宮TC) 遠藤真由美(同大)－大西(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 
(女子ダブルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦  遠藤･内本(同大)－全･村瀬(四宮) 
      豊山･山岸(同大)－岩崎･上野(福知山) 
 
１９９０（平成 ２）年 

【東海毎日テニス選手権】第４３回 ９０ ダンロップ 

       （ ５月１５日～２０日 豊田市 名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 
予選 (男子シングルス) 

田中 英次(OB三和TS) ６－２ ６－０  奥   (島津製作所) 
田中 英次(OB三和TS) １-６ ６-３ ４-６ 藤原(豊田自動織機) 
予選 (男子ダブルス) 

田中･服部(OB三和TS) １-６ ６-４ ２-６ 磯野･石井(日本電装) 
 
１９９０（平成 ２）年 

【毎日テニス選手権】第６９回 ９０ ブリジストンオープン 

        （８月２７日～9月２日 東京ﾄﾋﾞﾚｯｸﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞｺｰﾄ） 
 (男子シングルス) 

▽1回戦  加藤 正二(OB NEC) ４－６ ５－７ 白石 （ﾌﾘｰ） 
 (男子ダブルス) 

▽1回戦  加藤(OB)･辻(NEC) 7-5 4-6 3-6右近･武金遺(ﾛｲﾔﾙSCTC) 
 

１９９０（平成 ２）年 

【全日本ローンコートテニス選手権】第１４回 

   （１０月２９日～１１月４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(OB NEC)  7-5 2-6 4-6 谷澤 (荏原湘南SC) 
一般 (男子ダブルス) 

▽1回戦 加藤(OB)･辻(NEC)3-66-36-7山本(桜田ｸ)･谷澤(荏原湘南SC) 
 

１９９０（平成 ２）年 

【イザワクリスマスオープンテニストーナメント】９０ 

   予選・本戦（１２月１８日～２４日 神戸市ﾜｰﾙﾄﾞ記念ﾎｰﾙ） 
予選 (男子シングルス) 

S1R梅津 乾三(同大)   3－6 3－6   金子  (桜田ｸﾗﾌ )゙ 

予選 (男子ダブルス) 

D1R梅津･瞿曇(同大)  6－1 6－4  広瀬(NTT関西)･四宮(甲南大) 

D1R梅津･瞿曇(同大)  2-6  3-6  橘(ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ S)･佐山(ﾌｯﾄﾜｰｸ STT) 

 
１９９１（平成 ３）年 

◆社会：湾岸戦争(1/17)。ﾊﾞﾌﾞﾙ経済の前提－証券不祥事。 
    信楽高原鉄道事故(5/14)。 

    南ｱ－ｱﾊﾟﾙﾄﾍｲﾄ体制終結を宣言(6/17)。 

        雲仙普賢岳で大規模火砕流発生(6/26)。 

【京都初のＦＭ放送局－エフエム京都－開局(7/)】 

★流行語：『僕は死にましぇ～ん』 

 
１９９１（平成 ３）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）宮崎市総合運動公園 
                        水光苑 
１９９１（平成 ３）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 近 大② 

 (ダブルス) 

Ｎo１○瞿曇・吉岡 ６－４ ６－１ ６－１ 奥谷・加嶋 
Ｎo２×佐藤・小川 6－3 3－6 3－6 4－6 伊藤・菊水 
Ｎo３○梅津・吉川 6－2 5－7 6－1 7－6 笠井・伊藤 
 (シングルス) 
Ｎo１○瞿曇英三郎 6－2 3－6 7－5 6－3 奥谷 隆章 
Ｎo２×佐藤 大信 ３－６ ４－６ ５－７ 伊藤 幸士 
Ｎo３○梅津 乾三 6－4 6－1 5－7 6－2 重家  孝 
Ｎo４○吉岡 青樹 ６－２ ６－１ ６－２ 笠井 威洋 
Ｎo５×小川  淳 6－2 3－6 1－6 7－5 2－6 菊水 健人 
Ｎo６×吉川 晃二 ３－６ ５－７ ３－６ 伊藤 忠大 
 

○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 京産大③ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○瞿曇・吉岡 ６－２ ６－３ ６－４ 吉田・宇津川 
Ｎo２×佐藤・小川 6－2 4－6 4－6 7－5 8－10井上・田中 
Ｎo３○梅津・吉川 3－6 6－3 2－6 6－2 6－3  杉本・木村 
 (シングルス) 
Ｎo１×瞿曇英三郎 5－7 7－5 3－6 2－6 井上 圭司 
Ｎo２○佐藤 大信 4－6 2－6 7－5 6－3 6－1 吉田 雄平 
Ｎo３○梅津 乾三 ６－３ ６－２ ６－１ 宇津川哲也 
Ｎo４○吉岡 青樹 ６－０ ６－３ ６－０ 田中 寿典 
Ｎo５×小川  淳 ３－６ ２－６ ０－６ 杉本慎一郎 
Ｎo６○吉川 晃二 ６－４ ６－３ ７－５ 木村 泰高 
 

○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 甲南大④ 

 (ダブルス) 

Ｎo１○梅津・吉岡 4－6 6－3 6－2 7－5 平野・前川 
Ｎo２×佐藤・小川 6－4 6－7 7－5 6－4 藤井・池本 
Ｎo３○瞿曇・吉川 ６－４ ６－０ ６－２ 大西・村上 
 (シングルス) 
Ｎo１○瞿曇英三郎 ６－３ ６－３ ６－４ 藤井 範彰 
Ｎo２○佐藤 大信 6－4 5－7 3－6 6－2 6－1大西 太郎 
Ｎo３○梅津 乾三 ６－３ ６－１ ６－３ 前川満太郎 
Ｎo４○吉岡 青樹 ７－６ ６－２ ６－１ 平野 貞雄 
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Ｎo５×小川  淳 ６－７ ５－７ ３－６ 池本 晃英 
Ｎo６○吉川 晃二 ３－６ ５－７ ７－５ 村上 典由 

 ６－３ ６－１ 
＜男子１部リーグ①位＞ ４連覇 同志社大学 ３勝０敗 

 
１９９１（平成 ３）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１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×豊山・遠藤 ６－４ １－６ １－６ 水岡・三木 
Ｎo２×内本・山岸 ２－６ ２－６     山本・川崎 
（シングルス） 
Ｎo１×内本 智子 ０－６ ３－６     山本 博子 
Ｎo２×山岸美加子 １－６ １－６     水岡 誉子 
Ｎo３×遠藤真由美 １－６ ０－６     三木 弘美 
 

× 同志社 ０（複０－２ 単０－３）５ 園田女大② 

（ダブルス） 

Ｎo１×豊山・遠藤 ０－６ １－６     栗又・田中 
Ｎo２×内本・山岸 ４－６ ３－６     高木・岩川 
（シングルス） 
Ｎo１×内本 智子     ｄｅｆ     田中三知世 
Ｎo２×山岸美加子 ０－６ １－６     栗又 尚子 
Ｎo３×遠藤真由美 ２－６ １－６     北村由美子 
 

○ 同志社 ３（複２－０ 単１－０）０ 武庫川女大 

 (ダブルス)            ２打切       ④ 

Ｎo１○豊山・遠藤 ６－０ ６－３     佐々木・桜井 
Ｎo２○内本・山岸 ６－０ ６－２     灰野・岡田 
 (シングルス) 
Ｎo１－内本 智子      打切      桜井 文乃 
Ｎo２－遠藤真由美      打切      佐々木 紀 
Ｎo３○山岸美加子 ７－５ ０－６ ８－６ 内田 聡子 
 
＜女子１部リーグ③位＞    同志社大学(女子) １勝２敗 

 

１９９１（平成 ３）年 

【関西大学対抗テニストーナメント】 

       （１１月２１日～     万博公園） 
＜男子＞ 同大Ａ（瞿曇・吉川・馬場・小川・吉岡・堤・鳥合） 
▽１回戦 

○ 同大Ａ ４（複３－０ 単１－１）１ 阪大Ａ 

▽準決勝 
○ 同大Ａ ３（複２－１ 単１－１）２ 近大Ｃ 

▽決勝 
○ 同大Ａ ３（複２－１ 単１－１）２ 近大Ａ 

 
＜男子①位＞ 優 勝 同志社大学Ａチーム  

 
１９９１（平成 ３）年 

【関西大学対抗テニストーナメント】     ＜女子の部＞ 

       （１１月２１日～     万博公園） 
＜女子＞ 同大Ａ（内本・遠藤・山岸・狩山・良元） 
▽１回戦 

○ 同大Ａ ５（複３－０ 単２－０）０ 松蔭女大Ｂ 

▽準決勝 
× 同大Ａ ２（複１－２ 単１－１）３ 関西外大Ａ 

▽三位戦 
○ 同大Ａ ３（複２－０ 単１－０）０ 大体大Ａ 

 
＜女子③位＞     同志社大学Ａチーム 

 
１９９１（平成 ３）年 

【全日本大学対抗テニス王座決定試合】 

       （ ６月 ６日～ マリンパーク北村） 
＜男子＞ 

▽１回戦 
○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 札幌大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○瞿曇・吉岡 ６－３ ６－１     曽根・田中 
Ｎo２○佐藤・小川 ６－３ ７－５     鳴海・佐藤 
Ｎo３○梅津・吉川 ６－３ ６－２     鈴木・中村 
（シングルス） 
Ｎo１○吉岡 青樹 ６－１ ６－１     鳴海  武 
Ｎo２○瞿曇英三郎 ６－２ ７－６     田中 次郎 
Ｎo３○佐藤 大信 ６－０ ６－２     曽根 克彦 
Ｎo４○梅津 乾三 ６－２ ６－１     中村 文哉 
Ｎo５○吉川 晃二 ６－３ ６－０     佐藤 弘臣 
Ｎo６○中西  敬 ６－２ ６－２     道端堅太郎 
▽準決勝 

× 同志社 ２（複１－２ 単１－５）７ 早稲田大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×瞿曇・吉岡 ５－７ ３－６     立見・松下 
Ｎo２○佐藤・小川 ６－１ ６－３     近藤・原田 
Ｎo３×梅津・吉川 ６－３ ３－６ ５－７ 佐々野・渡辺 
 (シングルス) 
Ｎo１○吉岡 青樹 ２－６ ７－６４-３RET 原田 夏希 
Ｎo２×瞿曇英三郎 １－６ ３－６     立見 弘一 
Ｎo３×佐藤 大信 ０－６ ５－７     松下  晃 
Ｎo４×梅津 乾三 ３－６ ４－６     近藤 崇雄 
Ｎo５×吉川 晃二 ６－２ ４－６ ６－７ 佐々野健一 
Ｎo６×小川  淳 ２－６ ３－６     海本 明宏 
▽3位戦 

○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 近 大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○瞿曇・吉岡 ６－３ ４－６ ６－１ 奥谷・加嶋 
Ｎo２×佐藤・小川 ６－７ ４－６     重家・笠井 
Ｎo３○梅津・吉川 ７－６ ６－７ ６－４ 伊藤・菊水 
 (シングルス) 
Ｎo１○吉岡 青樹 ７－５ ６－１     奥谷 隆章 
Ｎo２○瞿曇英三郎 ６－４ ６－２     伊藤 幸士 
Ｎo３×佐藤 大信 ６－７ ７－６ ４－６ 重家  孝 
Ｎo４○梅津 乾三 ６－２ ６－３     笠井 威洋 
Ｎo５×吉川 晃二 ３－６ ５－７     伊藤 忠大 
Ｎo６×小川  淳 １－６ ３－６     加嶋  純 
 

＜全日本大学王座 第③位＞  同志社大学 

 

１９９１（平成 ３）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （ ９月２２日     同大 田辺） 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 立教大 

 
１９９１（平成 ３）年 

【対抗戦】     対 立教大学戦     ＜女子の部＞ 

           （ ９月２３日     同大 田辺） 

○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 立教大 
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１９９１（平成 ３）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （１１月１６日     同大 田辺） 

× 同志社 ４（複 －  単 － ）５ 青学大 

 
１９９１（平成 ３）年 

【対抗戦】春季   対 慶応義塾大学戦 

    （ ３月 ５日     同大 田辺） 

× 同志社 ４（複０－３ 単４－２）５ 慶応大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×梅津・瞿曇 ４－６ ２－６     山岸・大辻 
Ｎo２×佐藤・吉川 ３－６ ７－６ ５－７ 藤井・松永 
Ｎo３×佐久間・小川 ６－３ ２－６ ６－７ 山本・内山 
 (シングルス) 
Ｎo１×瞿曇英三郎 ３－６ ４－６     藤井 慶三 
Ｎo２○佐藤 大信 ６－７ ６－２ ６－４ 内山 裕之 
Ｎo３○梅津 乾三 ６－２ ６－４     山岸 慶太 
Ｎo４×小川  淳 ６－３ １－６ ４－６ 大辻 賢典 
Ｎo５○吉川 晃二 ７－５ ６－３     山本浩太郎 
Ｎo６○中西  敬 ６－２ １－６ ６－２ 内山 浩一 
 

１９９１（平成 ３）年 

【対抗戦】春季   対 明治大学戦 

    （ ３月 ７日     同大 田辺） 

○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 明治大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○梅津・瞿曇 ７－５ ７－６     相木・川崎 
Ｎo２○吉川・吉岡 ６－７ ６－４ ７－５ 小田切・山元 
Ｎo３×佐久間・小川  ３－６ ５－７   梅津・西村 
 (シングルス) 
Ｎo１×瞿曇英三郎 ６－３ ３－６ ４－６ 西村 隆徳 
Ｎo２○梅津 乾三 ６－３ ６－１     鈴木 博光 
Ｎo３○吉岡 青樹 ６－１ ６－１     柳   洋 
Ｎo４×小川  淳 ５－７ ４－６     川崎 明彦 
Ｎo５○吉川 晃二 ６－３ ６－４     小田切祐二 
Ｎo６×中西  敬 ３－６ １－６     八木田義輝 
 

１９９１（平成 ３）年 

【対抗戦】春季   対 早稲田大学戦 

    （ ３月１０日     同大 田辺） 

× 同志社 ４（複２－１ 単２－４）５ 早 大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○瞿曇・吉岡 ６－３ ６－４     熊沢・近藤 
Ｎo２×佐藤・吉川 ３－６ ２－６     佐々野・渡辺 
Ｎo３○梅津・小川 ６－０ ６－２     板倉・馬場内 
 (シングルス) 
Ｎo１×瞿曇英三郎 １－６ ０－６     近藤 崇雄 
Ｎo２×梅津 乾三 ３－６ ２－６     佐々野健一 
Ｎo３○吉岡 青樹 ６－１ ６－０     海本 明宏 
Ｎo４○吉川 晃二 １－６ ６－２ ６－３ 熊沢 信也 
Ｎo５×小川  淳 ６－３ ３－６ ２－６ 板倉 礼陽 
Ｎo６×中西  敬 ６－２ ４－６ ３－６ 渡辺  啓 
 

１９９１（平成 ３）年 

【定期戦】第１４回 対 関西大学戦     ＜ＯＢの部＞ 

           （１１月 ４日     同大 田辺） 

× 同大ＯＢ１（１２ 参加者 １０）４ 関大ＯＢ 

 

１９９１（平成 ３）年 

【全日本学生東西対抗テニス試合】第５６回 

       （ ６月１３・１４日 愛知県体育館） 
＜男子＞ 

× 西 軍 ２（複０－３ 単２－４）７ 東 軍 

（ダブルス） 

Ｎo１×佐藤・吉川 ６－７ ２－６     神出・駒田 
       （同 大）            （中大・亜大） 
Ｎo２×梅津・瞿曇 ４－６ ６－７     松下・原田 
       （同 大）             （早 大） 
（シングルス） 
Ｎo１○吉岡 青樹 １－６ ７－６ ６－２ 原田 夏希 
       （同 大）             （早 大） 
Ｎo３×瞿曇英三郎 ７－６ ５－７ ３－６ 金田 浩一 
       （同 大）             （中央大） 
Ｎo５×吉川 晃二 ５－７ １－６     立見 弘一 
       （同 大）             （早 大） 
 

１９９１（平成 ３）年 

【片岡杯社会人・大学選抜対抗テニス大会】第４３回 

       （ ９月２８・２９日 大阪 靭公園TC） 
＜男子＞ 

○ 大学選抜 ５（複２－１ 単３－３）４ 社会人 

 (シングルス) 
Ｎo５×吉岡 青樹 ３－６ ３－６     村上 孝志 

     （同 大）             （朝日生命） 
 

１９９１（平成 ３）年 

予選【関西学生春季テニストーナメント】 

         予選（ ４月２０日～10日間 各大学） 
予選出場者 (男子シングルス) 
４回生 中島 尚吾 
３回生 黄田 克彦 
２回生 岡田 祐介 
１回生 堤   要 
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 荒川 和美 
３回生 安藤 幹子 
２回生 狩山 桂子 
１回生 良元 由佳 
予選出場組 (女子ダブルス) 
 
１９９１（平成 ３）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 

       本戦（ ５月１３日～１９日 マリンパーク北村） 
(男子シングルス)（Ｂ－９６） 
▽１回戦 
中西  敬   ６－１ ６－４   石原    （関外大） 
馬場 貴幸 ６－７ ６－２ ６－３ 重枝    （神 大） 
小島 宏夫 ４－６ ７－５ ７－６ 西     （大府大） 
中垣 和孝   ６－３ ６－２   山本    （関 大） 
井坂 成隆 ６－２ ５－７ １－６ 村上    （甲南大） 
黒河 鋭輔 ６－３ ３－６ ６－１ 小林    （京 大） 
▽２回戦 
中西  敬 ６－４ １－６ ６－２ 幸田    （神院大） 
小川  淳   ６－４ ６－３   辻村    （京産大） 
梅津 乾三   ６－２ ７－５   堀     （京産大） 
吉岡 青樹   ６－０ ６－３   平野    （甲南大） 
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馬場 貴幸   ７－５ ６－３   犬塚    （近 大） 
小島 宏夫   ２－６ ２－６   重家    （近 大） 
中垣 和孝   ６－１ ６－４   川埜    （大経大） 
佐藤 大信   ６－１ ６－１   西野    （神院大） 
吉川 晃二   ６－３ ６－４   有田    （大院大） 
黒河 鋭輔   １－６ １－６   崔     （大体大） 
瞿曇英三郎   ６－２ ６－２   立田    （関 大） 
▽３回戦 
中西  敬   ４－６ ２－６   奥谷    （近 大） 
小川  淳   ４－６ ２－６   川上    （大体大） 
梅津 乾三 ６－４ ６－７ ６－３ 山城    （大体大） 
吉岡 青樹   ６－１ ７－６   此下    （阪 大） 
馬場 貴幸 ５－７ ６－４ ３－６ 佐々木   （阪 大） 
中垣 和孝   ３－６ ０－６   宮嶋    （近 大） 
佐藤 大信   ７－６ ６－３   上松    （松山大） 
吉川 晃二   ７－５ ６－１   菊水    （近 大） 
瞿曇英三郎 ４－６ ６－２ ６－１ 井上    （京産大） 
▽４回戦 
梅津 乾三   ６－３ ６－０   伊藤    （近 大） 
吉岡 青樹 ６－１ ４－０   RET  笠井    （近 大） 
佐藤 大信 ６－０ １－６ ５－７ 村上    （甲南大） 
吉川 晃二 ６－２ ３－６ ６－４ 崔     （大体大） 
瞿曇英三郎   ６－３ ６－４   加嶋    （近 大） 
▽準々決勝 
梅津 乾三 6-4 4-6 7-5 3-6 2-6 奥谷    （近 大） 
吉岡 青樹 ６－１ ６－１ ６－１ 重家    （近 大） 
瞿曇英三郎 6－4 6－2 3－6 6－0 吉川 晃二 （同 大） 
▽準決勝 
吉岡 青樹 2-6 2-6 6-1 6-1 6-1 奥谷    （近 大） 
瞿曇英三郎 6-3 6-3 5-7 5-7 1-6 伊藤    （近 大） 
▽決 勝 
吉岡 青樹 6－1 4－6 6－2 6－1 伊藤    （近 大） 
〈優  勝〉 
(男子ダブルス)（Ｂ－４８） 
▽１回戦 
馬場・金丸   ２－６ １－６   崔 ・辻  （大体大） 
佐久間・吉岡  ７－６ ６－４   竹中・逸見 （神 大） 
中西・小川 ７－６ ４－６ １－６ 大井・古川 （大体大） 
▽２回戦 
佐藤・吉川   ７－６ ６－２   山城・犬養 （大体大） 
佐久間・吉岡  １－６ ３－６   谷 ・西田 （近 大） 
梅津・瞿曇   ６－３ ６－２   佐藤・渡辺 （近 大） 
▽３回戦 
佐藤・吉川 ７－６ ４－６ ７－６ 加嶋・伊藤 （近 大） 
梅津・瞿曇   ６－３ ６－４   酒井・北村 （阪 大） 
▽準々決勝 
佐藤・吉川   ６－２ ６－１   大坪・大坪 （大経大） 
梅津・瞿曇   ６－２ ７－６   井上・田中 （京産大） 
▽準決勝 
佐藤・吉川 7-5 4-6 4-6 6-3 7-5  崔 ・辻  （大体大） 
梅津・瞿曇 5-7  6-3 6-3 3-6  6-2  伊藤・菊水 （近 大） 
▽決 勝 
佐藤・吉川 4-6 7-5 6-0 6-7 6-2  梅津・瞿曇 （同 大） 
〈優  勝〉 
(女子シングルス)（Ｂ－６４） 
▽１回戦 
荒川 和美 ３－６ ７－５ ２－６ 松田   （松蔭女大） 
山岸美加子 ２－６ ６－１ ６－２ 杉内    （大体大） 
良元 由佳   ６－１ ６－４   内山   （松蔭女大） 

遠藤真由美   ６－２ ６－４   前川   （神院女短） 
豊山 正子 ６－２ ４－６ ６－２ 太田    （神女学） 
内本 智子   ６－０ ６－２   西条    （立命大） 
▽２回戦 
山岸美加子   ５－７ ３－６   内田   （園田女大） 
良元 由佳   ２－６ １－６   栗又   （園田女大） 
遠藤真由美   １－６ ２－６   高木   （園田女大） 
豊山 正子   ４－６ ３－６   阪口    （関外大） 
内本 智子   ６－４ ６－３   山田   （松蔭女大） 
▽３回戦 
内本 智子   １－６ １－６   水岡   （松蔭女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３２） 
▽１回戦 
瀬戸・良元   ０－６ １－６   栗又・田中（園田女大) 
荒川・狩山   ６－１ ６－４   今井・樹下 （大体大） 
内本・山岸   ６－３ ６－１  宇津原・平石（松蔭女大) 
西村・安藤   ２－６ １－６   市原・君島 （大体大） 
豊山・遠藤   ６－１ ６－１   田巻・園部（成蹊女短) 
▽２回戦 
荒川・狩山   １－６ １－６   栗又・田中（園田女大) 
内本・山岸   ６－２ ６－２   内山・中鶴（松蔭女大) 
豊山・遠藤 ７－５ ６－７ ３－６ 保田・大川（園田女大) 
▽準々決勝 
内本・山岸 ６－４ ３－６ ６－２ 内田・堂崎（園田女大) 
▽準決勝 
内本・山岸   ３－６ ２－６   栗又・田中（園田女大) 
 
１９９１（平成 ３）年 

予選【関西学生テニス選手権】 

         予選（ ８月 １日～10日間 各大学） 
予選出場者 (男子シングルス) 
４回生 中島 尚吾 良元 克年 
３回生 黄田 克彦 藤岡 直哉 井坂 成隆 萩原  基 

木村 圭祐 黒河 鋭輔  
２回生 岡田 祐介 金丸 達也 中野  剛 
１回生 堤   要 藤野 克弥 鳥合 信行 福原 智宏 

片山 章人 花井俊一郎 
予選出場組 (男子ダブルス) 
黄田・藤岡  黒河・井坂  萩原・福原  中垣・小川 
馬場・金丸  堤 ・鳥合  木村・花井  藤野・片山 
佐々木(同大)・井上(近大） 
予選出場者 (女子シングルス) 
４回戦 荒川 和美 
３回生 安藤 幹子 
２回生 狩山 桂子 
１回生 良元 由佳 
予選出場組 (女子ダブルス) 
 
１９９１（平成 ３）年 

【関西学生テニス選手権】 

      本戦（ ８月１９日～２５日 香里グリーンTC） 
(男子シングルス)（Ｂ－４８） 
▽１回戦 
井坂 成隆   ６－４ ６－２   松永    （神 大） 
藤岡 直哉   ６－１ ６－３   平野    （甲南大） 
金丸 達也 ６－１ ２－６ １－６ 中村    （関 大） 
▽２回戦 
瞿曇英三郎   ６－４ ６－２   田附    （関学大） 
佐藤 大信   ７－５ ６－３   檮原    （大体大） 
吉岡 青樹   ６－２ ６－０   山本（健） （近 大） 
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梅津 乾三   ６－２ ６－２   重枝    （神 大） 
吉川 晃二   ６－２ ６－２   内山    （京産大） 
馬場 貴幸 ３－６ ６－３ ７－６ 立田    （関 大） 
井坂 成隆 ６－４ ２－６ ５－７ 辻     （大体大） 
藤岡 直哉 ６－４ ２－６ ４－６ 伊藤（忠） （近 大） 
中西  敬   １－６ ３－６   間宮    （龍谷大） 
中垣 和孝   ２－６ ４－６   中村（総） （甲南大） 
小川  淳 ４－６ ７－５ ５－７ 杉本    （京産大） 
▽３回戦 
瞿曇英三郎   ６－２ ６－１   林 （由） （大体大） 
佐藤 大信 ６－３ １－６ ６－１ 山田（佳） （近 大） 
吉岡 青樹   ６－２ ６－２   堀     （京産大） 
梅津 乾三 ５－７ ６－１ 2-0 RET    西田     （近 大） 
吉川 晃二   １－６ ５－７   福永    （神 大） 
馬場 貴幸   １－６ ４－６   大坪    （大経大） 
▽４回戦 
瞿曇英三郎 ２－６ ６－１ ６－１ 木村    （京産大） 
佐藤 大信   ６－１ ６－２   大坪    （大経大） 
吉岡 青樹   ６－４ ６－０   宮嶋    （近 大） 
梅津 乾三 ４－６ ６－１ ４－６ 菊水    （近 大） 
▽準々決勝 
瞿曇英三郎 ６－３ ６－２ ６－４ 佐藤 大信 （同 大） 
吉岡 青樹       WO       菊水    （近 大） 
▽準決勝 
瞿曇英三郎 ７－６ ６－４ ６－４ 川上    （大体大） 
▽決 勝 
瞿曇英三郎 6－2 1－6 5－7 0－6  奥谷    （近 大） 
〈準優勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－４８） 
▽１回戦 
黒河・井坂   ６－３ ６－４   中村・小沢 （関 大） 
藤岡・黄田   ６－２ ７－５   有田・津村 （大院大） 
馬場・金丸   ６－３ ６－３   塚田・吉野 （甲南大） 
中垣・小川   ６－１ ６－３   土屋・吉岡 （奈良大） 
木村・花井   ６－３ ６－１   石田・久保平（龍谷大） 
▽２回戦 
佐藤・吉川   ６－２ ６－４   川原・西  （大府大） 
黒河・井坂 ２－６ ６－２ ６－２ 香取・中尾 （立命大） 
梅津・西田   ６－１ ６－２   松本・市田 （関学大） 
瞿曇・吉岡   ６－２ ６－４   幸田・寺田 （神院大） 
藤岡・黄田   ３－６ ４－６   酒井・北村 （阪 大） 
馬場・金丸   ３－６ ４－６   杉本・木村 （京産大） 
中垣・小川   ４－６ ２－６   山田・山本 （近 大） 
木村・花井   １－６ ６－７   加嶋・伊藤 （近 大） 
▽３回戦 
佐藤・吉川   ６－３ ６－３   川埜・小田 （大経大） 
黒河・井坂   ６－２ ６－２   竹中・福永 （神 大） 
梅津・西田 ５－７ ７－６ ６－７ 崔 ・辻  （大体大） 
瞿曇・吉岡 ６－３ １－６ １－６ 伊藤・菊水 （近 大） 
▽準々決勝 
佐藤・吉川   ６－７ ６－７   山田・山本 （近 大） 
黒河・井坂   １－６ ２－６   笠井・宮嶋 （近 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－６４） 
▽１回戦 
豊山 正子   ７－５ ６－１   山本 (知)   （佛 大） 
遠藤真由美   ６－３ ６－０   上田   （神院女短） 
山岸美加子   ６－４ ７－５   宮迫    （甲南大） 
良元 由佳   ６－２ ６－３   松本    （佛 大） 
荒川 和美 ６－４ ３－６ １－６ 中山    （関外大） 

内本 智子   ４－６ ０－６   井上    （天理大） 
狩山 桂子   １－６ １－６   高木   （園田女大） 
▽２回戦 
豊山 正子   １－６ ２－６   田中 (三)  （園田女大） 
遠藤真由美   ４－６ ２－６   堂崎   （園田女大） 
山岸美加子   ０－６ １－６   川崎   （松蔭女大） 
良元 由佳 ６－３ １－６ １－６ 水岡   （松蔭女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３２） 
▽１回戦 
内本・山岸 ２－６ ６－２ ６－２ 神谷・上杉 （京産大） 
遠藤・良元   ６－１ ６－３   石村・山田（松蔭女大) 
荒川・西村 １－６ ７－５ ２－６ 佐々木・牧原(武庫川女大) 
安藤・狩山   ０－６ ２－６   山本・川崎（松蔭女大) 
▽２回戦 
内本・山岸   ７－５ ７－６   内山・中鶴（松蔭女大) 
遠藤・良元   ２－６ ３－６   栗又・田中（園田女大) 
▽準々決勝 
内本・山岸   ６－３ ６－２   高木・岩川（園田女大) 
▽準決勝 
内本・山岸   ２－６ ２－６   水岡・三木（松蔭女大) 
 

１９９１（平成 ３）年 

【関西学生室内テニス選手権】第２６回 

       予選（１１月１２日～１５日 薬業嗚尾浜） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３９） 

▽１Ｒ   中西  敬 7-6 1-6 2-6 佐々木(阪 大) 
      小川  淳  6－1 6－2 幸田 (神院大) 
▽２Ｒ   小川  淳 7-6 1-6 6-0 宮嶋 (近 大) 
▽３Ｒ   小川  淳  7－5 6－1 山本 (近 大) 
▽FIN   小川  淳  6－3 7－5 竹中 (神 大) 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－２４） 
▽１Ｒ   梅津(同大)･西田(近大) 6-4  7-5 幸田･寺田(神院大) 
      中垣･小川  6－0 6－0    工藤･福田(北工大) 
▽２Ｒ    佐藤･吉川  7－5 6－4 梅津(同大)･西田(近大) 
      中垣･小川   1-6 7-5 5-7    伊藤･加嶋(近 大) 
            黒河･井坂   7－6 6－4 橋本(信州大)･秋(富大) 
▽３Ｒ   佐藤･吉川   6－3 6－3    前川･平野(甲南大) 
            黒河･井坂   3-6  6-4  3-6    木村･杉本(京産大) 
▽FIN   佐藤･吉川   6-7  6-3  2-6    奥谷･重家(近 大) 
予選 (女子シングルス)（Ｂ－４８） 
▽１Ｒ   荒川 和美  3－6 3－6   杉内 (大体大) 
      山岸美加子 6-4 1-6 4-6   根屋 (園田女) 
      豊山 正子    WO       福沢 (名経大) 
      内本 智子 6-7 6-4 1-6   上杉 (京産大) 
      遠藤真由美  6－3 6－2   尾中 (松蔭女) 
▽２Ｒ   遠藤真由美 2-6 6-2 6-2   内山 (松蔭女) 
▽３Ｒ      遠藤真由美 6-4 2-6 2-6   秋野 (名経大) 
予選 (女子ダブルス)（Ｂ－２６） 
▽１Ｒ   荒川･狩山   6-3  1-6  4-6   遠山･上原(天理大) 
▽２Ｒ   瀬戸･西村     WO       北村･根屋(園田女) 
      内本･山岸   7－6 6－3    石村･山田(松蔭女) 
      豊山･遠藤     WO      山本･川崎(松蔭女) 
▽３Ｒ   内本･山岸   6－2 6－1   福沢･秋野(名経大) 
▽FIN   内本･山岸   3－6 1－6   高木･岩川(園田女) 
     本戦 （１２月１２日～１５日 神戸市立中央体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－１６） 
▽１回戦 
梅津 乾三－奥谷（近 大）  瞿曇英三郎－辻 （大体大） 
佐藤 大信－菊水（近 大）  小川  淳－伊藤（近 大） 
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吉川 晃二－坂口（亜細亜）  吉岡 青樹－福永（神 大） 
▽２回戦 
瞿曇英三郎   ６－２ ６－４   菊水    （近 大） 
小川  淳   １－６ ４－６   安藤    （日本大） 
吉岡 青樹   ３－６ ５－７   坂口    （亜細亜） 
▽準決勝 
瞿曇英三郎 ７－５ ２－６ ３－６ 奥谷    （近 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－１２） 
▽１回戦  良元 由佳－水岡（松蔭女大） 
 

１９９１（平成 ３）年 

【関西学生地域 (京都地区) テニストーナメント】 

           （ ６月１５日～２４日 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－２８８） 

▽１回戦  藤岡 直哉8-3西井（滋 大） 

▽２回戦  中尾 充宏8-4福井（京教大） 

井坂 成隆8-2野田(京工大)  黄田 克彦8-2玉田（京工大） 

鳥合 信行8-0伊木（京工大） 黒河 鋭輔8-0福原（仏教大） 

藤野 克弥5-8井上（滋賀大） 堤    要1-8末宗（京 大） 

萩原  基8-3金崎（滋医大） 金丸 達也8-4石川（龍 大） 

岡田 裕介2-8上平（京 大） 藤岡 直哉7-9大山（立命大） 

中野   剛8-3達田（龍 大） 福原 智宏9-8濱 （京教大） 

木村 圭祐8-4山口（龍 大） 片山 章人4-8大野（龍 大） 

▽３回戦  中尾 充宏9-7越智（仏 大） 

井坂 成隆8-0刀爾（京園大） 黄田 克彦8-2宮嶋（京 大） 

鳥合 信行1-8藤田（龍 大） 黒河 鋭輔8-4金 （滋医大） 

萩原   基4-8杉本（京産大） 金丸 達也8-0清益（京産大） 

中野   剛6-8佐々木（京精大）福原 智宏8-9井伊（京府医大） 

木村 圭祐8-1植野（京教大） 

▽４回戦  中尾 充宏1-8中尾（立命大） 

井坂 成隆－明山（滋 大）  黄田 克彦－田中（立命大） 

黒河 鋭輔8-0市山（京 大） 金丸 達也8-2古川（立命大） 

木村 圭祐8-5宮原（京工大） 

▽５回戦  井坂 成隆8-1上浦（京産大） 

黄田 克彦4-8小林（京 大） 黒河 鋭輔8-2小林（立命大） 

金丸 達也8-3上平（京 大） 木村 圭祐1-8石村（京 大） 

▽６回戦  井坂 成隆4-8中尾（立命大） 

黒河 鋭輔6-8辻村（京産大） 金丸 達也6-8間宮（龍 大） 

(男子ダブルス)（Ｂ－１３１） 

▽２回戦  馬場･金丸8-0石坪･大原(京府) 

中垣･小川8-4大原･小沢(京府) 黒河･井坂8-4伊東･諸田(京外) 

萩原･福原8-0水島･中井(滋大) 中尾･堤 4-8久保田･岩佐（京府） 

木村･片山3-8堀 ･上浦(京産) 岡田･中野8-3酒井･久保（京教） 

藤野･鳥合8-5正村･平岡(滋大)  藤岡･黄田8-2畠中･上田(京園) 

▽３回戦  馬場･金丸8-1玉井･毛利(京府医) 

中垣･小川8-0甲斐田･小河(滋大)黒河･井坂8-2永淵･若林(京工) 

萩原･福原4-8山本･三宅(京教) 岡田･中野1-8片山･田中(立命) 

藤野･鳥合5-8山中･沼井(京工) 藤岡･黄田8-3明山･小長谷(滋大) 

▽４回戦  馬場･金丸8-3蛭町･小柳(立命大) 

中垣･小川8-1古長･ 陶(龍大) 黒河･井坂8-9刀爾･田島(京園) 

藤岡･黄田－太田･五十嵐(龍大) 

▽５回戦  馬場･金丸 ６－４ ６－４ 辻村･内山（京産大） 

中垣･小川9-8山崎･坂上(京大)  藤岡･黄田3-8香取･中尾(立命) 

▽準々決勝 馬場・金丸 ６－４ ６－４ 中垣・小川（同 大） 

▽準決勝  馬場・金丸 ６－０ ６－０ 嶋谷・平康（京産大） 

▽決 勝  馬場・金丸 ３-６ ６-４ ６-７ 香取・中尾（立命大） 

      〈準優勝〉 

 (女子シングルス)（Ｂ－１８４） 

▽１回戦  田村佳子8-2菊池(京外)  勝見麻佐子8-4林(橘女大) 

▽２回戦  山岸美加子8-0板野（京外大） 

小森 由美1-8梅岡（滋 大） 安藤 幹子2-8西森（仏 大） 

佐藤亜貴子8-0島田（京薬大） 田村 佳子4-8武田（立命大） 

良元 由佳8-2中野（仏 大） 勝見麻佐子3-8大城（立命大） 

狩山 桂子8-1寺村（京産大） 遠藤真由美8-0広瀬（京女大） 

▽３回戦  山岸美加子8-0井上（橘女大） 

佐藤亜貴子2-8池永（仏 大） 良元 由佳8-1福永（滋 大） 

狩山 桂子8-1山内（京教大） 遠藤真由美8-2大井（京府大） 

▽４回戦  山岸美加子8-1山根（京府大） 

良元 由佳8-0三宅（京府大） 狩山 桂子8-0福井（滋 大） 

遠藤真由美8-0木村（滋医大） 

▽５回戦  山岸美加子8-1小川（立命大） 

良元 由佳8-1武田（立命大）狩山 桂子8-3山本（仏 大） 

遠藤真由美8-6石橋（京産大） 

▽準々決勝 山岸美加子 ４－６ ６－７ 井上（立命大） 

      良元 由佳 ６－２ ６－３ 中島（立命大） 

      狩山 桂子 ６－０ ６－１ 大城（立命大） 

      遠藤真由美 ６－２ ６－２ 上杉（京産大） 

▽準決勝  良元 由佳 ７－６ ６－２ 井上   （立命大） 

      遠藤真由美 ６－１ ６－４ 狩山 桂子（同 大） 

▽決 勝  遠藤真由美 ６－２ ６－１ 良元 由佳（同 大） 

       〈優 勝〉          〈準優勝〉 

(女子ダブルス)（Ｂ－９５） 

▽２回戦  安藤･狩山8-0佐々木･佐々木(京府) 

佐藤･田村8-1牧島･小林(同女) 勝見･小森4-8福島･黒田(京府医) 

遠藤･良元8-0川口･福島(京産) 

▽３回戦  安藤･狩山8-0村上･菅井(京教) 

佐藤･田村8-3三輪･本告(京外) 遠藤･良元8-0田部･高橋(京薬) 

▽４回戦  安藤･狩山8-2荒砂･藤井(龍大) 

佐藤･田村2-8中島･井上(立命) 遠藤･良元8-0水越･萩原(仏大) 

▽準々決勝 安藤・狩山 ６－４ ６－４ 西条・武田（立命大） 

      遠藤・良元 ６－４ ６－１ 大城・鵜飼（立命大） 

▽準決勝  安藤・狩山 １－６ １－６ 中島・井上（立命大） 

      遠藤・良元 ６－４ ６－１ 神谷・上杉（京産大） 

▽決 勝  遠藤・良元 ３－６ ６－７ 中島・井上（立命大） 

      〈準優勝〉 

 

１９９１（平成 ３）年 

【関西学生新進テニストーナメント】 

         予選（１０月  日～    各大学） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－   ） 
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３回生 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 

２回生 小川  淳 岡田 裕介 金丸 達也 中野  剛 

１回生 堤   要 藤野 克弥 鳥合 信行 鳥居 秀樹 

    福原 智宏 

予選 (男子ダブルス)（Ｂ－   ） 
馬場・金丸 藤岡・黄田 中垣・小川 木村・花井 

予選 (女子シングルス)（Ｂ－   ） 

３回生 内本 智子 安藤 幹子 遠藤真由美 

２回生 狩山 桂子 山岸美加子 

１回生 良元 由佳 田村 桂子 勝見麻佐子 小森 由美 

    高見 アヤ 増田 智恵 吉村  泉 

予選 (女子ダブルス)（Ｂ－   ） 

安藤・狩山 遠藤・良元 

         本戦（１１月 ５日～１０日 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
吉川 晃二 ３－６ ７－５ ６－２ 柴田    （近 大） 
金丸 達也    ５－７  １－６    笠井    （近 大） 
井坂 成隆   ６－２ ６－２   仲谷    （近 大） 
藤岡 直哉 ７－６ ４－６ ４－６ 竹中    （神 大） 
小川  淳   ６－１ ６－２   冨永    （桃 大） 
馬場 貴幸   ７－５ ６－２   大坪    （大経大） 
中垣 和孝             寺西    （関 大） 
▽２回戦 
吉川 晃二   ６－４ ６－２   大原    （関 大） 
井坂 成隆 ４－６ ７－６ ５－７ 酒井    （阪 大） 
藤岡 直哉 ７－６ ４－６ ４－６ 田中    （京産大） 
小川  淳   ６－０ ６－２   津村    （大院大） 
馬場 貴幸   ０－６ ２－６   山本    （近 大） 
中垣 和孝 ６－３ ５－７ ４－６ 間宮    （龍谷大） 
▽３回戦 
吉川 晃二   ６－４ ６－４   有田    （大院大） 
小川  淳   ６－７ ２－６   村上    （甲南大） 
▽準々決勝 
吉川 晃二   ６－３ ６－１   杉本    （京産大） 
▽準決勝 
吉川 晃二   ６－２ ６－３   堀     （京産大） 
▽決 勝 
吉川 晃二   ７－５ ６－０   山本    （近 大） 
〈優 勝〉 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 

馬場・金丸   ６－１ ６－４   神田・壽原 （大体大） 

藤岡・黄田 ６－２ ４－６ ６－２ 筧 ・大西 （神院大） 

木村・花井 ６－２ ４－６ ３－６ 片山・田中 （立命大） 

中垣・小川   ６－３ ６－３   松本・市田 （関学大） 

▽２回戦 

馬場・金丸   ４－６ １－６   田附・立原 （関学大） 

藤岡・黄田   ６－７ ６－７   香取・中尾 （立命大） 

中垣・小川   ７－６ ７－５   堀 ・上浦 （京産大） 

▽３回戦 

中垣・小川 ６－３ ５－７ ６－３ 酒井・北村 （阪 大） 

▽準々決勝 

中垣・小川   ３－６ ４－６   竹中・福永 （神 大） 

(女子シングルス) （Ｂ－４８） 

▽１回戦 

狩山 桂子 ６－１ ０－６ ６－２ 松岡    （大教大） 

▽２回戦 

山岸美加子   ６－１ 2-0RET   牧原  （武庫川女大） 

狩山 桂子 ３－６ ６－１ １－６ 保田   （園田女大） 

内本 智子   ６－１ ６－３   井上    （立命大） 

遠藤真由美   ６－１ ６－１   平石   （松蔭女大） 

良元 由佳 ６－３ ６－７ ６－２ 上杉    （京産大） 

▽３回戦 

山岸美加子 ０－６ ７－５ １－６ 川崎   （松蔭女大） 

内本 智子   ０－６ １－６   中鶴   （松蔭女大） 

遠藤真由美   ７－６ ６－３   根屋   （園田女大） 

良元 由佳 ７－５ ４－６ ６－１ 川西   （甲南女大） 

▽準々決勝 

遠藤真由美   ６－２ ６－４   中山    （関外大） 

良元 由佳 ６－４ １－６ ６－１ 杉内    （大体大） 

▽準決勝 

良元 由佳   ６－０ ６－２   遠藤真由美 （同 大） 

▽決 勝 

良元 由佳   ６－０ ６－１   神谷    （京産大） 

〈優 勝〉 

(女子ダブルス)（Ｂ－２４） 

▽１回戦 

安藤・狩山 ０－６ ６－４ ３－６ 桜井・隅谷(武庫川女大) 

▽２回戦 

遠藤・良元   ６－４ ６－２   尾中・松田 (松蔭女大) 

▽準々決勝 

遠藤・良元   ６－７ ０－６   井上・宮本  (天理大) 

 

１９９１（平成 ３）年 

【九州学生室内テニス選手権】 

            （１２月 ４日～ ８日 ) 
 (女子シングルス) 

良元 由佳(同大)－ 

(女子ダブルス) 

▽決 勝  良元(同大)･岩川(園田女大)－ 

      〈準優勝〉 

 

１９９１（平成 ３）年 

【全日本学生テニス選手権】第５９回 

         本戦（ ７月２１日～２８日 秩父ﾐｭｰｽﾞﾊﾟｰｸ） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦 
佐藤 大信   ３－６ ５－７   佐藤  （西南学大） 
吉岡 青樹    ６－２ ６－１   植田     （松山大） 
梅津 乾三    ５－７ ４－６   田中    （日本大） 
瞿曇英三郎    ６－４ ６－４   浅尾   （松山大） 
吉川 晃ニ ７－６ ２－６ ６－３ 渡辺   （中央大） 
小川  淳   ３－６ ４－６   伊藤   （近 大） 
▽２回戦 
吉岡 青樹   ６－１ ６－１   神出   （中央大） 
瞿曇英三郎   ６－１ ６－０   佐々木  （阪 大） 
吉川 晃ニ   １－６ ４－６   藤井   （慶応大） 
▽３回戦 
吉岡 青樹   ６－０ ６－３   雀    （大体大） 
瞿曇英三郎 ２－６ ６－４ ６－２ 田中   （日本大） 
▽４回戦 
吉岡 青樹   ７－５ ６－１   石川   （青学大） 
瞿曇英三郎 ０－６ ７－５ ２－６ 藤戸   （東 大） 
▽準々決勝 
吉岡 青樹 ６－４ ３－６ ６－４ 原田   （早 大） 
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▽準決勝 
吉岡 青樹 ３－６ ２－６ ４－６ 伊東   （亜細亜） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
梅津・瞿曇   ６－２ ７－６   曽根・田中（札幌大） 
佐藤・吉川   ６－２ ６－４   内山・松永（慶応大） 
▽２回戦 
梅津・瞿曇 ６－０ ３－６ ３－６佐久間・人見（青学大） 
佐藤・吉川     ３－６ ５－７  城間・須藤 （亜細亜） 
(女子シングルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦 
山岸美加子   ６－２ ６－３   石橋   （日本大） 
内本 智子 １－６ ６－２ ７－６ 石田   （亜細亜） 
遠藤真由美   ６－３ ６－０   古関   （愛院大） 
良元 由佳 ６－７ ６－２ ６－３ 田中   （関外大） 
豊山 正子   ２－６ ０－６   長岡   （日本大） 
▽２回戦 
山岸美加子   ６－１ ６－３   久野   （福岡大） 
内本 智子   ６－２ ６－２   石原   （愛院大） 
遠藤真由美   ６－３ ６－４   中嶋  （松蔭女大） 
良元 由佳   ２－６ １－６   瀬戸   （日体大） 
▽３回戦 
山岸美加子   ２－６ １－６   山崎   （亜細亜） 
内本 智子   ０－６ １－６   赤堀   （亜細亜） 
遠藤真由美 ７－６ ０－６ ２－６ 阪口  （松蔭女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
豊山・遠藤   ６－１ ６－３   彦坂・高橋（名経大） 
▽２回戦 
豊山・遠藤   ０－６ ２－６  栗又・田中（園田女大） 
内本・山岸   ３－６ ４－６   浅見・土方（亜細亜） 
荒川・狩山   １－６ ４－６   福澤・秋野（名経大） 
 
１９９１（平成 ３）年 

【全日本学生室内テニス選手権】第２８回 

    予選（１２月  日～  日 ） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 
▽１Ｒ   吉川 晃ニ 5－7 6－3 1－6 嶋田 (青学大) 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－１６） 
▽１Ｒ   佐藤・吉川－ 
     本戦（１２月 ４日～ ８日 東武有明ｲﾝﾄﾞｱｰｽﾊﾟｼｵ） 
 (男子シングルス)（Ｂ－２０） 
▽１回戦 
瞿曇英三郎   ６－７ ４－６   人見  （青学大） 
▽２回戦 
吉岡 青樹   ６－４ ６－２   田中  （日本大） 
▽準決勝 
吉岡 青樹   ０－６ １－６   伊東  （亜細亜） 
 
１９９１（平成 ３）年 

【アジア学生テニス選手権】第４回 

      本戦（ １０月 ２日～ ５日 台北市 翡翠湾TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦 
吉岡 青樹 ４－６ ６－２ ６－３ 陳志栄（中華台北） 
▽準々決勝 
吉岡 青樹   ２－６ ３－６   金南薫 （韓 国） 
(男子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽１回戦 
吉岡(同大)･伊東(亜大) ２－６ ５－７  金成伸･金南薫(韓国) 
 
１９９１（平成 ３）年 
【全日本室内テニス選手権】第２７回 ブリジストンカップ 

（ ３月２５日～３１日 東京体育館） 
予選 (男子ダブルス) 

D1R加藤(OB NEC)･辻 (NEC) 6-3  6-7  6-1 阪木･勝間(横河TC) 
FIN加藤(OB NEC)･辻 (NEC)  7－6  6－3  村上･千田(朝日生命) 
(男子シングルス)（B－３２） 

▽１回戦 
加藤 正二(OB NEC)  ３－６ ２－６  土橋  (ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ) 
(男子ダブルス)（B－１６） 

▽１回戦 
加藤(OB NEC)･辻 (NEC) 7-5 3-6 4-6 早川(ﾛｲﾔﾙ SCTC)･佐山(ﾌｯﾄﾜｰｸ) 
 
１９９1（平成 ３）年 

【全日本テニス選手権】第６６回 ＩＢＭ 

       予選（ ９月 ２日～  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)   6－3 6－2  小熊(秋商庭雄会) 
S1R田中英次(OB三和TS)    0－6 0－6  鈴木    (ｻﾝｾｯﾄ) 
予選Ｂ (男子シングルス)（B－４８） 
S1R大矢健二(OB三井物産) ４－６ ２－６ 田中(豊田自動織機) 
S1R瞿曇英三郎(同大)  6－2 RET       松村(ﾄﾞｳｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻ )゙ 
予選Ａ (女子シングルス)（B－４７） 
S1R狩山桂子(同大)   6－1 6－3   増田  (大垣木ｼｬﾝ) 
S2R狩山桂子(同大)   4－6 4－6     中野(日新火災海上) 
       本戦（ ９月 ２日～１５日 有明テニスの森公園） 
 (男子シングルス)（B－１２８） 

▽１回戦 
吉岡 青樹(同大) ４－６ ２－６   宮地     （柳川高） 
▽２回戦 
加藤 正二(OB NEC) ７－６ ６－１  米沢     (ﾌｯﾄﾜｰｸ STT) 
▽３回戦 
加藤 正二(OB NEC) ７－５ ６－３  武藤      (ﾛｲﾔﾙ SCTC) 
▽４回戦（Ｂ－１６） 
加藤 正二(OB NEC) １－６ ２－６  増田（ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ） 
(男子ダブルス)（B－６４） 

▽１回戦 
佐藤・吉川(同大)    ２－６ ５－７  本村・宮地 (柳川高) 
 
１９９１（平成 ３）年 

【全日本ベテランテニス選手権】第５３回 明治生命 

           （１０月２０日～    昭和の森ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 
４５歳以上 (男子シングルス) 

▽１回戦 

秋山 政行(OB ﾘｯｸｽ西奈TC) ２-６ ０-６ 菊地 (原子力研究所東海) 

亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－０ ６－０   小黒 (大森TC) 

▽２回戦 

亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－１ ６－０  川緑(ｷﾘﾝ SC ｾﾝﾀﾞｲ) 

▽準々決勝 

亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－３ ６－０  増子  (鎌倉LTC) 

▽準決勝 

亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－１ ６－４  渡辺(芦屋国際LTC) 

▽決 勝 
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亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ２－６ １－６  倉光(ﾌﾐﾔﾃﾆｽｼｮｯﾌﾟ) 

〈準優勝〉 

４５歳以上 (男子ダブルス) 

▽１回戦 

亀山･奥田(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 6-2  6-3 安藤(ﾗｹｯﾄﾊｳｽｼｰﾄﾞ)･奥村(宝塚LTC) 

▽準々決勝 

亀山･奥田(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６-４ ６-７ ６-１ 松田･吉田(岡崎LTC) 

▽準決勝 

亀山･奥田(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 2-6  6-3  5-7酒井(ｷﾝｷ SP SV)･楠(小谷城TC) 

５０歳以上 (男子シングルス) 

▽１回戦 

良元 英河(OB TS ﾋﾟｼﾞｮﾝ) ３－６ ２－６  玉水(三菱重工神戸) 

５０歳以上 (男子ダブルス) 

▽１回戦 

良元(OB TS ﾋﾟｼﾞｮﾝ)･スディアルタ(奈良國際TC) ６-１ ４-６ ４-６ 

                栗野(造幣局)･小田(楽々園GTC) 

 
１９９１（平成 ３）年 

【九州毎日オープンテニス選手権】第４７回 ＮＴＴカップ 

    予選（ ４月１５日～  日 福岡 春日公園ﾃﾆｽｺｰﾄ） 
予選 (男子シングルス) 

S1R梅津乾三(OB日本生命)    8－6    万木(豊田自動織機) 
FIN梅津乾三(OB日本生命)  6－4 6－4   坂元  (日本生命) 
予選 (男子ダブルス) 

D1R梅津乾三(OB日生)･川原(日生)  8－1   坂口･木下(柳川高) 
 

FIN梅津乾三(OB日生)･川原(日生)  6-2  6-4 木村･長瀬 
                               (ﾌｪﾆｯｸｽS･鵠沼ｶﾞｰﾃﾞﾝｺｰﾄ) 

    本戦（ ４月１５日～１９日 福岡 春日公園ﾃﾆｽｺｰﾄ） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦 
梅津乾三(OB日本生命) ３-６ ６-１ ７-６ 小林(T ﾋﾟｱﾗｼﾞｭｰﾙ) 
▽２回戦 
梅津乾三(OB日本生命)  ３－６ １－６  秀島 (伊豫銀行) 
 (男子ダブルス) 

▽１回戦 
梅津乾三(OB日生)･川原(日生) ６-３ ６-１今村･菊水(島津製作所) 
▽２回戦 
梅津乾三(OB日生)･川原(日生)  ６-７ ６-４ ６-４ 宮尾｡･川村 
                                (熱田の森文化ｾﾝﾀｰ･ﾄﾖﾀ自動車) 
▽３回戦 
梅津乾三(OB日生)･川原(日生)  ７-６ ５-７ ２-６ 岩原･万木 
                                     (ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ･豊田自動織機) 
１９９１（平成 ３）年 

【東京オープンテニス選手権】第２７回 

          （ ５月 ５日～１２日 東京 有明の森） 
予選 (男子ダブルス) 

D1R田中英次(OB三和TS)･宮尾(熱田森文化ｾﾝﾀｰ) 7-6 6-1 松村･沢 
                                          (ﾄﾞｳSP･三菱化成) 
FIN田中英次(OB三和TS)･宮尾(熱田森文化ｾﾝﾀｰ) 3-6 6-7平井･興石 

                                    (ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸ･ｽﾎﾟｰﾂ 109) 
１９９１（平成 ３）年 

【東海毎日テニス選手権】第４４回 ダンロップ 

        （ ５月１３日～１９日 名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 
予選 (男子ダブルス) 

D1R田中英次(OB三和TS)･神谷(ｱｸﾃｨｵ)  1－6 2－6  和田･宮田 

                               (名古屋MID･熱田森文化ｾﾝﾀｰ) 
１９９１（平成 ３）年 

【毎日テニス選手権】第７０回 ブリジストンオープン 

        （ ８月２６日～  日 東京ﾄﾋﾟﾚｯｸﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦 
吉岡 青樹(同大) ４－６ ６－２ ４－６ 坂口   (亜細亜) 
加藤 正二(OB NEC) ６－２ ６－１  西嶋(荏原湘南SC) 
▽２回戦 
加藤 正二(OB NEC) ２－６ ４－６  白戸        (ﾌﾘ )ー 
 (男子ダブルス) 

▽１回戦 
加藤(OB NEC)･辻(NEC) ４-６  ４-６  森井(ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ)･丸山(NEC ) 
 

１９９１（平成 ３）年 

【全日本ローンコートテニス選手権】第１５回 

   （１０月２９日～１１月３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(OB NEC)  ３-６  ３-６  右近 (ﾛｲﾔﾙ SCTC) 
一般 (男子ダブルス) 

▽1回戦 加藤(OB)･辻(NEC)3-66-36-7山本(桜田ｸ)･谷澤(荏原湘南SC) 
 

１９９１（平成 ３）年 

【イザワクリスマスオープンテニストーナメント】９１ 

   予選・本戦（１２月１７日～２３日 神戸市ﾜｰﾙﾄﾞ記念ﾎｰﾙ） 
予選 (男子シングルス) 

S1R加藤 正二(OB NEC)  7－5 6－3   伊藤 (近 大) 

S1R瞿曇英三郎(同大)   3－6 4－6   伊東 (亜細亜) 

FIN加藤 正二(OB NEC)  4-6   6-3   6-4  宮尾(熱田森文化ｾﾝﾀｰ) 

予選 (男子ダブルス) 

D1R瞿曇･吉川(同大)     6-4 1-6 1-6   佐藤･村上 (朝日生命) 

 (男子シングルス) 

▽１回戦  加藤 正二(OB NEC) ６－３ ６－１ 岡田(ﾛｲﾔﾙ SCTC) 

▽２回戦    加藤 正二(OB NEC) ７-５ １-６ ３-６ 辻野  (桜田ｸ) 

 
１９９２（平成 ４）年 

◆社会：ﾊﾞﾌﾞﾙ崩壊(4/14)。暴力団対策法施行(3/1)。 
生涯出産数は､平均1.53人で､ 低記録更新(6/6)。 

    学校週5日制ｽﾀｰﾄ(9/12)。PKO協力法成立(6/15)。 
    ｽﾍﾟｰｽｼｬﾄﾙ･ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ日本人宇宙飛行士毛利 衛(9/12)。 

【ワシントン条約締結国会議－京都国際開館で開幕(3/)】 

★流行語：『冬彦さん』 

◇SPT：第16回 冬季五輪 ｱﾙﾍﾞｰﾙﾋﾞﾙ大会(2/8～2/23)。 

    第25回 ﾊﾞﾙｾﾛﾅ五輪(7/25～8/9) 

 
１９９２（平成 ４）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）宮崎市総合運動公園 
                        水光苑 
１９９２（平成 ４）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】 （１部－５校＋1校制） 

       （１０月 ３日～   神戸運動公園） 
＜男子１部リーグ＞ 

× 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 近 大① 

 
○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 大体大③ 
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○ 同志社 ６（複３－０ 単３－３）３ 京産大④ 

 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 甲南大⑤ 

 
○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 立命大⑥ 

 
＜男子１部リーグ②位＞    同志社大学 ４勝１敗 
 

１９９２（平成 ４）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】     ＜女子の部＞ 

       （１０月 ３日～   神戸運動公園） 
＜女子１部リーグ＞ 

× 同志社 ０（複０－２ 単０－３）５ 松蔭女大① 

 

× 同志社 ０（複０－２ 単０－３）５ 園田女大② 

 
× 同志社 ２（複１－１ 単１－２）３ 関外大③ 

 

○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 京産大⑤ 

 

○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 武庫川女大            

                           ⑥ 

＜女子１部リーグ④位＞    同志社大学(女子) ２勝３敗 

 

１９９２（平成 ４）年 

【全日本大学対抗テニス王座決定試合】 

       （１１月 ５日～  岐阜メモリアル） 
＜男子＞ 

▽２回戦 
○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 札幌大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○瞿曇・吉川 ７－５ ６－７ ６－２ 田中・中村 
Ｎo２○馬場・小川 ６－１ ６－１     道端・永海 
Ｎo３○吉岡・伊藤 ６－４ ６－３     鳴海・棚村 
 (シングルス) 
Ｎo１○吉岡 青樹 ６－３ ６－１     田中 次郎 
Ｎo２○馬場 貴幸 ６－７ ６－１ ７－６ 鳴海  武 
Ｎo３○小川  淳 ６－２ ６－１     中村 文哉 
Ｎo４○瞿曇英三郎 ６－１ ６－１     永海 孝浩 
Ｎo５○吉川 晃二 ６－３ ６－１     棚村 慶秀 
Ｎo６○伊藤 良輔 ６－３ ６－１     道端賢太郎 
▽準決勝 

× 同志社 ３（複１－２ 単３－３）６ 早稲田大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×瞿曇・吉岡 １－６ ４－６     松下・原田 
Ｎo２×吉川・小川 ６－３ ６－７ ２－６ 佐々野・渡辺 
Ｎo３×馬場・伊藤 ５－７ ６－７     近藤・木下 
 (シングルス) 
Ｎo１×吉岡 青樹 ６－４ ２－６ ４－６ 松下  晃 
Ｎo２×馬場 貴幸 ０－６ ２－６     原田 夏希 
Ｎo３○小川  淳 ６－１ ３－６ ６－１ 佐々野健一 
Ｎo４○瞿曇英三郎 ６－２ ６－４     近藤 崇雄 
Ｎo５○吉川 晃二 ６－３ ６－１     渡辺  啓 
Ｎo６×伊藤 良輔 ３－６ ３－６     海本 明宏 
▽３位戦 

○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 近 大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○瞿曇・茶円 ３－６ ６－１ ６－４ 伊藤幸・菊水 
Ｎo２○吉川・吉岡 ６－２ ６－４     伊藤忠・加嶋 

Ｎo３×馬場・小川 ４－６ ４－６     奥谷・重家 
 (シングルス) 
Ｎo１○茶円 鉄也 ６－３ ６－２     伊藤 忠大 
Ｎo２○吉岡 青樹 ６－０ ６－４     重家  孝 
Ｎo３×馬場 貴幸 ０－６ １－６     菊水 健人 
Ｎo４○瞿曇英三郎 ６－２ ６－３     伊藤 幸士 
Ｎo５×小川  淳 ２－６ １－６     奥谷 隆章 
Ｎo６×吉川 晃二 ６－７ １－６     加嶋  純 
 

＜全日本大学王座 第③位＞  同志社大学 

 

１９９２（平成 ４）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （  月  日・  日 立教大） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  立教大 

 
１９９２（平成 ４）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 

 
１９９２（平成 ４）年 

【対抗戦】春季   対 慶応義塾大学戦 

    （ ３月 １日     慶応大） 

× 同志社 ４（複 －  単 － ）５ 慶応大 

 

１９９２（平成 ４）年 

【対抗戦】春季   対 早稲田大学戦 

    （ ３月 ８日     早稲田） 

○ 同志社 ５（複 －  単 － ）４ 早 大 

 

１９９２（平成 ４）年 

【対抗戦】     対 名古屋経済大学戦  ＜女子の部＞ 

           （ ３月 ３日     名経大） 

○ 同志社 ３（複 －  単 － ）２ 名経大 

 
１９９２（平成 ４）年 

【対抗戦】     対 愛知学院大学戦   ＜女子の部＞ 

           （ ３月 ４日     愛院大） 

○ 同志社 ３（複 －  単 － ）２ 愛院大 

 

１９９２（平成 ４）年 

【全日本学生東西対抗テニス試合】第５７回 

       （ ６月２６・２７日岐阜メモリアル） 
＜男子＞ 

× 西 軍 ２（複０－３ 単２－４）７ 東 軍 

 (ダブルス) 

Ｎo２×瞿曇・吉川 ３－６ ４－６     濵浦・八木田 
       （同 大）            （日大・明大） 
 

１９９２（平成 ４）年 

【片岡杯社会人・大学選抜対抗テニス大会】第４４回 

       （ ９月２６・２７日 大阪 靭公園） 
＜男子＞ 

○ 大学選抜 ４（複１－２ 単３－３）５ 社会人 

 (シングルス) 
Ｎo６×吉岡 青樹 １－６ ２－６     丸山 淳一 
       （同 大）             （早 大） 
 



 17

１９９２（平成 ４）年 

予選【関西学生春季テニストーナメント】 

         予選（ ４月２３日～10日間 各大学） 
予選出場者 (男子シングルス) 
４回生 黄田 克彦 
３回生 岡田 祐介 
２回生 堤   要 
1回生 伊藤 良輔 
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 安藤 幹子 
３回生 狩山 桂子 
２回生 田村 佳子 
１回生 西脇 由花 
予選出場組 (女子ダブルス) 
 
１９９２（平成 ４）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 

         本戦（ ５月１１日～１７日 香枦園） 
(男子シングルス)（Ｂ－９６） 
▽１回戦 
中垣 和孝   ６－１ ６－４   杉田    （京 大） 
井坂 成隆   ６－２ ６－３   宮本    （阪 大） 
金丸 達也 ７－６ ４－６ ６－１ 亀井    （近 大） 
▽２回戦 

吉川 晃二   ６－０ ６－３   玉永    （立命大） 
馬場 貴幸   ７－５ ６－２   渡辺    （近 大） 
中垣 和孝   ４－６ ２－６   菊水    （近 大） 
井坂 成隆   ６－７ ２－６   立原    （関学大） 
小川  淳   ６－０ ６－１   高木    （近 大） 
金丸 達也   ０－６ ４－６   福永    （神 大） 
瞿曇英三郎   ６－３ ７－６   池戸    （大体大） 
▽３回戦 

吉川 晃二 ６－４ ５－７ ６－４ 加嶋    （近 大） 
馬場 貴幸   ４－６ ３－６   川上    （大体大） 
小川  淳 ３－６ ６－１ ６－１ 山本    （関 大） 
瞿曇英三郎   ７－５ ６－１   笠井    （近 大） 
▽４回戦 

吉川 晃二 ０－６ ６－３ ２－６ 伊藤    （近 大） 
小川  淳   ２－６ ５－７   辻     （大体大） 
瞿曇英三郎   ２－６ ６－７   堀     （京産大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－４８） 
▽１回戦 
藤岡・金丸   ６－１ ６－２   河野・内村 （大経大） 
馬場・小川 ６－２ ６－７ ６－２ 石野・清板 （京産大） 
木村・福原   ６－３ ６－２   筧 ・大西 （神院大） 
▽２回戦 

藤岡・金丸 ７－５ ３－６ ２－６ 竹中・福永 （神 大） 
黒河・井坂 ６－１ ２－６ ６－２ 守次・檮原 （大体大） 
馬場・小川 ６－３ ４－６ ４－６ 村上・岸  （甲南大） 
瞿曇・吉川   ６－２ ６－２   中島・錦谷 （立命大） 
木村・福原   ２－６ ３－６   山田・山本 （近 大） 
▽３回戦 

黒河・井坂   １－６ １－６   木村・杉本 （京産大） 
瞿曇・吉川   ６－３ ６－３   山本・伊藤 （近 大） 
▽準々決勝 

瞿曇・吉川   ６－３ ６－４   塚田・中村 （甲南大） 
▽準決勝 

瞿曇・吉川 ５－７ ６－４ ６－３ 伊藤・加嶋 （近 大） 

▽決 勝 

瞿曇・吉川 ５－７ ６－４ ３－６ 伊藤・菊水 （近 大） 
（準優勝）   ６－３ ６－７ 
(女子シングルス)（Ｂ－６４） 
▽１回戦 
遠藤真由美 ２－６ ６－０ ６－０ 大川   （園田女大） 
内本 智子   ６－２ ６－１   秋山   （大手前大） 
良元 由佳   ６－２ ６－１   松岡    （大教大） 
山岸美加子   ６－０ ６－３   松田   （松蔭女大） 
狩山 桂子   １－６ ４－６   神谷    （京産大） 
▽２回戦 

遠藤真由美   ６－４ ６－０   山田   （松蔭女大） 
内本 智子   ０－６ ２－６   岩川   （園田女大） 
良元 由佳   ６－１ ６－１   杉内    （大体大） 
山岸美加子   ４－６ ０－６   川崎   （松蔭女大） 
▽３回戦 

遠藤真由美 １－６ ６－３ ３－６ 田中   （園田女大） 
良元 由佳 １－６ ６－４ ５－７ 北村   （園田女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３２） 
▽１回戦 
内本・山岸   ６－２ ６－３   田中・名村（神院女短) 
遠藤・良元   ６－４ ６－３   大和・田中 （関外大） 
安藤・狩山   ０－６ ３－６    佐々木･牧原(武庫川女大) 
▽２回戦 

内本・山岸 ６－０ ４－６ ４－６ 堂崎・石松（園田女大) 
遠藤・良元   ５－７ ５－７   高木・岩川（園田女大） 
 

１９９２（平成 ４）年 

予選【関西学生テニス選手権】 

         予選（  月  日～10日間 各大学） 
予選出場者 (男子シングルス) 
４回生 黄田 克彦 
３回生 岡田 祐介 
２回生 堤   要 
1回生 伊藤 良輔 
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 安藤 幹子 
３回生 狩山 桂子 
２回生 田村 佳子 
１回生 西脇 由花 
予選出場組 (女子ダブルス) 
 
１９９２（平成 ４）年 

【関西学生テニス選手権】 

      本戦（ ８月１７日～２４日 香里グリーンTC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－９６） 
▽1回戦 
金丸 達也   ５－７ ３－６   増田    （阪 大) 
藤岡 直哉 ６－１ １－６ ６－３ 寺田    （大体大） 
中垣 和孝 ６－３ ４－６ ６－４ 亀井    （近 大） 

井坂 成隆 ６－２ ０－６ ４－６ 内山    （京産大） 

▽２回戦 

茶円 鉄也   ６－０ ６－１   山本    （近 大） 

馬場 貴幸 ３－６ ６－２ ６－０ 香取    （立命大） 

小川  淳   ６－２ ６－２   小森    （大体大） 

藤岡 直哉   １－６ ２－６   伊藤    （近 大） 

吉川 晃二   ６－２ ６－０   柴田    （近 大） 

瞿曇英三郎   ４－６ ３－６   伊藤    （近 大） 
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中垣 和孝 ７－５ ２－６ ６－２ 山本    （関学大） 

▽３回戦 

茶円 鉄也   ６－１ ６－２   竹中    （神 大） 

馬場 貴幸   １－６ ２－６   堀     （京産大） 

小川  淳   ２－６ ３－６   菊水    （近 大） 

吉川 晃二   ６－３ ６－２   古川    （大体大） 

中垣 和孝   ４－６ ４－６   中村    （甲南大） 

▽４回戦 

茶円 鉄也   ６－０ ６－１   立原    （関学大） 

吉川 晃二   １－６ ２－６   伊藤    （近 大） 

▽準々決勝 

茶円 鉄也 ６－０ ６－１ ６－１ 奥谷    （近 大） 

▽準決勝 

茶円 鉄也 ６－２ ６－３ ６－２ 菊水    （近 大） 

▽決 勝 

茶円 鉄也 ６－０ ６－３ ６－１ 堀     （大体大） 

（優 勝） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－４８） 
▽１回戦 

藤岡・金丸 ７－６ ３－６ ７－５ 古川・樹下 （大体大） 

中垣・花井   ２－６ １－６   小林・新井 （甲南大） 

馬場・小川   ６－２ ６－２   西沢・野口 （大府大） 

▽２回戦 

藤岡・金丸 ６－７ ７－６ ４－６ 塚田・中村 （甲南大） 

黒川・井坂 ６－４ ２－６ ６－４ 佐々木・清水（阪 大） 

瞿曇・吉川 ６－３ ５－７ ６－３ 立原・荒木 （関学大） 

馬場・小川   ７－６ ６－４   笠井・宮嶋 （近 大） 

▽３回戦 

黒川・井坂   ２－６ ３－６   竹中・福永 （神 大） 

瞿曇・吉川   ６－１ ６－１   松永・高橋 （神 大） 

馬場・小川   ７－６ ７－６   木村・杉本 （京産大） 

▽準々決勝 

瞿曇・吉川   ３－６ ６－７   奥谷・重家 （近 大） 

馬場・小川 ６－４ ４－６ １－６ 伊藤・菊水 （近 大） 

 (女子シングルス)（Ｂ－６４） 
▽１回戦 

狩山 桂子 ４－６ ６－２ ３－６ 中山    （関外大） 

良元 由佳   ６－２ ６－１   上田   （神院女短） 

遠藤真由美 ６－２ ５－７ ６－２ 上杉    （京産大） 

山岸美加子   ７－６ ６－２   栗井    （帝 大） 

内本 智子   ６－０ ６－３   楠     （大体大） 

▽２回戦 

良元 由佳   ６－３ ６－４   山田   （松蔭女大） 

遠藤真由美 ３－６ ７－６ ６－１ 杉内    （大体大） 

山岸美加子   ６－４ ７－５   君島    （大体大） 

内本 智子 ６－３ ６－７ ２－６ 川西   （甲南女大） 

▽３回戦 

良元 由佳   ４－６ １－６   山本   （松蔭女大） 

遠藤真由美   ２－６ ０－６   田中   （園田女大） 

山岸美加子   ２－６ ３－６   水岡   （松蔭女大） 

 (女子ダブルス)（Ｂ－３２） 
▽１回戦 

内本・山岸   ６－０ ６－０   樹下・別所 （大体大） 

遠藤・良元   ６－０ ６－１   今西・木村（園田女大) 

▽２回戦 

内本・山岸 ３－６ ６－４ ６－２ 川西・内本（甲南女大) 

遠藤・良元 ６－４ ４－６ ７－５ 杉内・市原 （大体大) 

▽準々決勝 

内本・山岸   ３－６ ３－６   水岡・三木（松蔭女大) 

遠藤・良元   ６－０ ６－３   山本・川崎（松蔭女大) 

▽準決勝 

遠藤・良元 ３－６ ７－５ ５－７ 阪口・田中 （関外大) 

 

１９９２（平成 ４）年 

【関西学生室内テニス選手権】第２７回 

         予選（１１月１７日～２０日 薬業鳴尾浜） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３６） 
▽１Ｒ   瞿曇英三郎   6－2 6－2   大原(東北大) 

▽２Ｒ   馬場 貴幸   7－6 6－4   市田(関 学) 

      瞿曇英三郎    6-4 5-7 6-2   吉川 晃二(同大) 
            小川  淳     6－1 6－3   島田(金沢大) 
▽３Ｒ   馬場 貴幸      3－6 2－6    伊藤(勝)(近大) 
      瞿曇英三郎    6－3 6－3   塚田(甲南大) 

      小川  淳    7－6 6－3   川上(大体大) 

▽FIN   瞿曇英三郎   6-3 5-7 6-1   佐藤(西南学院大) 

      小川  淳    7－6 6－2    堀 (京産大) 

予選 (男子ダブルス)（Ｂ－２０） 
▽１Ｒ   藤岡･金丸      6－1 7－6  松永･高橋(神 大) 

▽２Ｒ   瞿曇･吉川      6－2 6－4   藤岡･金丸(同 大) 

       馬場･小川     6－3 6－2   桑原･樹下(大体大) 

▽３Ｒ   瞿曇･吉川     6－4 6－2  辻 ･堀 (大体大) 

      馬場･小川     5－7 2－6   木村･杉本(京産大) 

予選 (女子シングルス)（Ｂ－３２） 
▽１Ｒ   遠藤真由美   6－3 7－5  荒木(武庫川) 

            良元 由佳  3-6 6-4 6-0  君島(大体大) 

      狩山 桂子  6－2 6－3   平  (大教大) 

      内本 智子  6－4 6－4   田中(神院女短) 

      山岸美加子  6－2 6－2    今西(園田女大) 

２Ｒ    遠藤真由美  6－7 1－6   杉内 (大体大) 
      良元 由佳  6－2 6－2   狩山 桂子(同大) 
      山岸美加子  6-2 0-6 6-4    内本 智子(同大) 
▽FIN    良元 由佳  4－6 5－7   西尾 (中京大) 
            山岸美加子   6－4 6－4   石松(園田女大) 
予選 (女子ダブルス)（Ｂ－１８） 
▽１Ｒ   狩山･西脇  6－3 6－3  川西･内本（甲南女大） 
▽２Ｒ   内本･山岸  6－4 6－3  狩山･西脇 （同 大） 
            遠藤･良元   6-1  4-6  6-4    井内･君島 （大体大） 
▽FIN    内本･山岸   4-6  6-3  3-6    山本･川崎（松蔭女大） 
      遠藤･良元   7-5  6-7  6-4    杉内･市原 （大体大) 
     本戦（１２月１０日～１３日 神戸市立中央体育館） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１６） 
▽１回戦 
瞿曇英三郎   ６－４ ６－２   伊藤（忠） （近 大） 

小川  淳   ３－６ ４－６   菊水    （近 大） 

▽２回戦 

瞿曇英三郎 ６－４ ５－７ ３－６ 佐藤    （亜細亜） 

 (男子ダブルス)（Ｂ－８） 
▽１回戦 
瞿曇・吉川   ６－４ ６－１   伊藤(忠)・加嶋（近 大） 

▽準決勝 

瞿曇・吉川 ６－２ ３－６ ７－６ 伊藤(幸)・菊水（近 大） 

▽決 勝 
瞿曇・吉川 ６－４ ２－６ ５－７ 佐藤・佐藤（亜細亜大） 

〈準優勝〉 

 (女子シングルス)（Ｂ－１２） 
▽１回戦 

山岸美加子   ４－６ ４－６   岩川   （園田女大） 

 (女子ダブルス)（Ｂ－６） 
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▽１回戦 

遠藤・良元 ６－２ ４－６ ３－６ 北村・根屋（園田女大) 

 

１９９２（平成 ４）年 

【関西学生地域 (京都地区) テニストーナメント】 

           （１１月２１日～10日間 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－３３７） 

▽１回戦  鹿住 尚宏8-3諸田（京外大） 

大橋  寛8-0下村（滋 大） 鳥合 信行def前沢(滋賀医大) 

岡田 裕介8-5田中（京精大） 藤井 博康def石川（明鍼大） 

福原 智宏8-1桑山（京園大） 入江  要8-1三木（仏教大） 

▽２回戦  鹿住 尚宏8-9山本（京教大） 

大橋  寛4-8羽石（京 大） 藤岡 直哉def桑原（京工大） 

黄田 克彦8-5古長（龍谷大） 木村 圭祐5-8西出（京園大） 

常次 洋平2-8垣内（京園大） 鳥合 信行8-0松原（京 大） 

中野  剛8-2中瀬（京 大） 鳥居 秀樹8-9山本（仏教大） 

岡田 裕介8-1磯谷（京教大）  花井俊一郎5-8堤 （龍谷大）  

堤   要8-1伊東（京外大）  伊藤 良輔8-5角橋（龍谷大） 

藤井 博康2-8中村（龍谷大）  菅  隆之9-8武田（仏教大） 

片山 章人8-1上田（仏教大） 金丸 達也8-4大志万(仏教大) 

福原 智宏8-1久保（京教大）  入江  要5-8桑原（京産大） 

池田 陽一def陶 （龍谷大） 

▽３回戦  黄田 克彦5-8佐野（立命大） 

鳥合 信行6-8宇野（龍谷大） 中野  剛0-8岡橋（京産大） 

岡田 裕介1-8末宗（京 大） 堤   要1-8金原（京工大） 

伊藤 良輔8-2敦見（京薬大） 片山 章人8-4井上（立命大） 

金丸 達也8-4上平（京 大） 福原 智宏3-8五十嵐(龍谷大) 

池田 陽一1-8杉本（京産大） 

▽４回戦  伊藤 良輔8-5稲垣（立命大） 

片山 章人2-8辻村（京産大） 金丸 達也4-8北端（龍谷大） 

▽５回戦  伊藤 良輔8-4内山（京産大） 

 (男子ダブルス)（Ｂ－１５４） 

▽１回戦  堤 ･鹿住8-6久保･養祖(京教) 

▽２回戦  金丸･伊藤8-0新免･上田(立命) 

中垣･木村8-4富山･渡辺(京府) 藤岡･黄田8-5赤西･田島(京教) 

藤井･菅 2-8田中･斉藤(龍大) 鳥居･大橋8-3原田･太田(龍大) 

岡田･鳥合8-3淡路･渡部(仏大) 堤 ･鹿住9-8西谷･北岡(京産) 

福原･片山8-1大見･山口(京工) 中野･藤野5-8玉田･宇野(京工) 

入江･池田－津島･吉村(滋賀大) 花井･常次8-5野田･森本(京工) 

▽３回戦  金丸･伊藤8-0藤永･池上(滋大) 

中垣･木村8-4古川･江坂(立命) 藤岡･黄田8-0島岡･三山(滋大) 

鳥居･大橋4-8後藤･中村(京大) 岡田･鳥合5-8石村･盛 (京大) 

堤 ･鹿住8-5堤 ･大野(龍大) 福原･片山4-8清益･永田(京産) 

入江･池田－辻村･嶋谷(京産)  花井･常次8-2石田･江崎(京大) 

▽４回戦  金丸･伊藤8-1山本･上野(京教) 

中垣･木村5-8内山･清坂(京産) 藤岡･黄田8-2(龍大)-(京府) 

堤 ･鹿住0-8中尾･田中(立命) 花井･常次2-8平康･岡橋(京産) 

▽準々決勝 金丸・伊藤7-9中島・綿谷（立命大） 

            藤岡・黄田6-8小林・加藤（立命大） 

(女子シングルス)（Ｂ－２４９） 

▽1回戦  西脇 由花8-0尾鷲（京外大） 

勝見麻佐子8-6坂居（京 大） 四方 未映－寺尾（京教大） 

加藤 礼子8-3藤原（京府大） 田村 佳子8-0勝間（京 大） 

渡辺ひろこ8-1植村（京産大） 小森 由美8-1稲田（京薬大） 

▽３回戦  西脇 由花8-0久馬（京府大） 

勝見麻佐子8-3田中（滋 大） 加藤 礼子8-3宇野（京園大） 

田村 佳子8-0幡（聖母女短） 渡辺ひろこ8-5荒島（京 大） 

小森 由美3-8木村（京女大） 狩山 桂子8-0中川（京教大） 

▽４回戦  西脇 由花8-4片山（京 大） 

勝見麻佐子8-4西原（京薬大） 加藤 礼子8-5多田（京薬大） 

田村 佳子8-1小谷（仏 大） 渡辺ひろこ6-8永井（龍 大） 

狩山 桂子8-0清水（京外大） 

▽５回戦  西脇 由花－西森（仏 大） 

勝見麻佐子8-2安原（立命大） 加藤 礼子3-8菅井（京教大） 

田村 佳子9-8山内（京教大） 狩山 桂子8-3山崎（文化短） 

▽６回戦  西脇 由花8-5鵜飼（立命大） 

勝見麻佐子1-8加藤（立命大） 田村 佳子2-8西条（立命大） 

狩山 桂子－青野（立命大） 

▽準々決勝 西脇 由花 ２－６ １－６ 上杉（京産大） 

      狩山 桂子 ６－２ ６－１ 大城（立命大） 

▽準決勝  狩山 桂子 ６－２ ７－６ 中島（立命大） 

▽決 勝  狩山 桂子 ２－６ １－６ 上杉（京産大） 

           〈準優勝〉 

(女子ダブルス)（Ｂ－１３４） 

▽２回戦  勝見･渡辺8-0田上･藤沢(滋大) 

田村･四方8-0高萩･柴崎(滋大) 狩山･西脇8-1小林･薗頭(京外) 

小森･加藤8-1山田･城戸(橘女) 

▽３回戦  勝見･渡辺8-3野田･吉原(ダム女) 

田村･四方8-1久保･小森(京外) 狩山･西脇8-1岩見･松本(橘女) 

小森･加藤8-6佐々木･藤原(京府) 

▽４回戦  勝見･渡辺7-9中川･山内(京教) 

田村･四方8-0山崎･西村(文化短)狩山･西脇8-3前田･福井(滋大) 

小森･加藤7-9萩原･神納(仏大) 

▽５回戦  田村･四方8-5藤井･永見(龍大) 

狩山･西脇8-4松本･井上(仏大) 

▽準々決勝 田村・四方 ４-６ ３-６ 神谷・石橋（京産大） 

            狩山・西脇 ６-１ ６-０ 鵜飼・大城（立命大） 

▽準決勝    狩山・西脇 6-7 7-6 5-7  西条・武田（立命大） 

 

１９９２（平成 ４）年 

【関西学生新進テニストーナメント】 

         予選（ ３月 １日～１０日 各大学） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－９３１） 
３回生 岡田 裕介- 金丸 達也- 中野  剛- 

２回生 堤   要- 鳥合 信行- 鳥居 秀樹- 福原 智宏- 

    花井俊一郎- 

１回生 伊藤 良輔- 池田 陽一- 鹿住 尚宏- 入江  要- 

    大橋  寛- 菅  隆之- 常次 洋平- 藤井 博康- 

    片山 章人- 

予選 (男子ダブルス)（Ｂ－４４７） 
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藤井・菅  - 入江・池田- 堤  ・鹿住- 鳥居・大橋- 

岡田・片山- 鳥合・常次-  金丸・伊藤- 花井・福原- 

中野(同大)･前田(大体)- 

予選 (女子シングルス)（Ｂ－７１２） 

３回生 狩山 桂子- 

２回生 田村 桂子- 勝見麻佐子- 小森 由美- 

１回生 西脇 由花- 加藤 礼子- 四方 未映- 渡辺ひろこ- 

予選 (女子ダブルス)（Ｂ－３４０） 

勝見・渡辺- 小森・加藤- 田村・四方- 

        本戦（ ３月１６日～２１日 薬業嗚尾浜SC） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
金丸 達也    ５－７  ４－６   寺田    （大体大） 
常次 洋平   ６－４ ６－３   田中    （立命大） 
▽２回戦 
常次 洋平 １－６ ６－４ ３－６ 村西    （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 

花井・福原   ６－２ ６－４   片岡・新原 （甲南大） 

▽２回戦 

花井・福原   １－６ ２－６   堀 ・樹下 （大体大） 

(女子シングルス) （Ｂ－４８） 

▽１回戦 

西脇 由花   ６－４ ６－４   川島    （神院大） 

狩山 桂子   １－６ ２－６   井上    （立命大） 

▽２回戦 

西脇 由花   ４－６ ２－６   中鶴   （松蔭女大） 

良元 由佳   ６－１ ７－６   加藤    （立命大） 

▽３回戦 

良元 由佳   ６－０ ６－０   平     （大教大） 

▽準々決勝 

良元 由佳   ６－２ ６－１   今西   （園田女大） 

▽準決勝 

良元 由佳 ６－２ ４－６ ６－３ 松田   （松蔭女大） 

▽決 勝 

良元 由佳   ６－４ ６－３   市原    （大体大） 

〈優 勝〉 

(女子ダブルス)（Ｂ－２４） 

▽１回戦 

田村・四方   １－６ ２－６   神谷・石橋  (京産大) 

狩山・西脇   ４－６ ３－６   大越・牧原(武庫川女大) 

 

１９９２（平成 ４）年 

【全日本学生テニス選手権】第６０回 

             （ ８月 １日～ ９日 万博公園） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦 
小川  淳   ６－７ ２－６   川崎  （明治大） 
茶円 鉄也 ５－７ ６－１ ６－１ 中島  （法政大） 
馬場 貴幸   ０－６ ２－６   福永  （神 大） 
吉川 晃ニ   ３－６ １－６   重家  （近 大） 
吉岡 青樹   ６－０ ６－０   小椋  （岡山大） 
瞿曇英三郎   ７－６ ６－２   田中  （札幌大） 
▽２回戦 
茶円 鉄也 ６－７ ６－２ ６－３ 水島  （亜細亜） 
吉岡 青樹 ６－３ ５－７ ７－５ 平岡  （法政大） 
瞿曇英三郎   ４－６ ６－７   笠井  （近 大） 
▽３回戦 
茶円 鉄也   ６－０ ６－３   駒田  （亜細亜） 

吉岡 青樹   ６－４ ６－３   渡辺  （中央大） 
▽４回戦 
茶円 鉄也   ６－１ ６－２   谷川  （日本大） 
吉岡 青樹   ６－２ ６－３   重家  （近 大） 
▽準々決勝 
茶円 鉄也   ３－６ １－６   原田  （早 大） 
吉岡 青樹 ７－６ ３－６ ６－３ 永井  （日本大） 
▽準決勝 
吉岡 青樹 5－7 6－2 4－6 2－6 安藤  （日本大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
吉岡・茶円   ６－２ ６－１   矢野・宮本（九産大） 
▽２回戦 
吉岡・茶円 ４－６ ６－３ ７－６ 小谷・松永（専修大） 
▽３回戦 
吉岡・茶円 ３－６ ７－５ ６－１ 藤井・日置（慶応大） 
▽準々決勝 
吉岡・茶円   ５－７ ６－７   佐藤・佐藤（亜細亜） 
(女子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
良元 由佳   ３－６ ３－６   鈴木   （学習院） 
山岸美加子   ２－６ ５－７   大月  （鹿屋体大） 
内本 智子 ３－６ ６－３ ６－３ 加藤   （京産大） 
▽２回戦 
遠藤真由美   ４－６ ０－６   大月  （鹿屋体大） 
内本 智子   ０－６ １－６   水岡  （松蔭女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
遠藤・良元   ６－１ ６－０   川野・古関（愛院大） 
▽２回戦 
遠藤・良元   ４－６ ４－６   福澤・秋野（名経大） 
 
１９９２（平成 ４）年 

【全日本学生室内テニス選手権】第２９回 

         予選（１２月 ２日～ ６日 東武有明ｲﾝﾄﾞｱｰ） 
予選 (女子ダブルス)（Ｂ－１６） 
D1R遠藤・良元   6－2 6－0  大泉・斎藤 (東北院大) 
D2R遠藤・良元   2－6 2－6  釣 ・斎藤  (亜細亜) 
     本戦（１２月 ２日～ ６日 東武有明ｲﾝﾄﾞｱｰｽﾊﾟｼｵ） 
 (男子シングルス) （Ｂ－２０） 
▽１回戦 
茶円 鉄也   ６－３ ６－４   佐藤  （亜細亜） 
▽ ２回戦 
茶円 鉄也   ６－４ ６－３   安藤  （日本大） 
吉岡 青樹 ６－４ １－６ ６－１ 永井  （日本大） 
▽ 準々決勝 
茶円 鉄也   ７－６ ６－４   尹（韓国－明知大） 
吉岡 青樹 ７－６ ２－６ ６－４ 松下  （早 大） 
▽ 準決勝 
茶円 鉄也   ６－１ ７－６   日置  （慶応大） 
吉岡 青樹 ３－６ ４－６   Ｔ.ファンコ (ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州立大) 
▽決 勝 
茶円 鉄也 6-7  7-5  5-7 Ｔ.ファンコ (ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州立大) 
(準優勝) 
(男子ダブルス)（Ｂ－１２） 
▽ １回戦 
吉岡・茶円   ６－３ ７－６   駒田・酒井（亜細亜） 
▽ ２回戦 
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吉岡・茶円 ６－４ ６－７ ４－６ 松下・原田（早 大） 
 

１９９２（平成 ４）年 

【全日本学生テニススーパーリーグ】第１回 

              本戦（ ５月２２日～３１日 有明ｺﾛｼｱﾑ） 
出場なし 

 
１９９２（平成 ４）年 

【アジア学生テニス選手権】第５回 

     本戦（１１月２６日～２９日 香港ｽﾎﾟｰﾂｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦 
吉岡 青樹 ６－４ ２－６ ４－６ PARK.C.Ｈ (KOR) 
(男子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽１回戦 
吉岡(同大)･宮地(亜大)  ６-４  ７-５  SUHENDAR･SOEPARDI (INA) 
▽準決勝 
吉岡(同大)･宮地(亜大) ３－６ ６－７ LINE･CHEN(TDF) 
▽３位決定戦 
吉岡(同大)･宮地(亜大) 6－4  6－3  CHANG･CHIANG(TPE) 
 
１９９２（平成 ４）年 
【全日本室内テニス選手権】第２８回 ブリジストンカップ 

         予選（ ２月２４日~２６日  東武有明ｽﾊﾟｼﾞｵ） 

予選 (男子シングルス)▽１Ｒ（B－３２） 
S1R吉岡青樹(同大)   2－6 4－6   西尾     (ﾌﾘ )ー 
S1R加藤正二(OB NEC)  6－4 6－2     奥山     (京浜TC) 
FIN加藤 正二(OB NEC)  6－3 6－1    安藤   (朝日生命) 
予選 (男子ダブルス)（B－１６） 
D1R加藤(OB NEC)･辻 (NEC)  6－0  6－1  吉岡(同大)･日置(慶大) 
FIN加藤(OB NEC)･辻 (NEC)  6－2  7－6  金田(中大)･立見(早大) 
         本戦（ ３月 ９日～１５日 東京体育館） 
 (男子シングルス)（B－３２） 
▽１回戦 
加藤 正二(OB NEC) ３－６ ６－３ ７－６ 水主(荏原湖南SC) 
▽２回戦 
加藤 正二(OB NEC)    ６－２ ７－６  土橋   (ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ) 
▽準々決勝 
加藤 正二(OB NEC)    ５－７ ２－６   太田   (ﾖﾈｯｸｽ) 
(男子ダブルス)（B－１６） 
▽１回戦 
加藤(OB NEC)･辻 (NEC)   ６－３  ６－２   佐藤･佐藤 (亜細亜) 
▽２回戦 
加藤(OB NEC)･辻 (NEC) 1-6  7-6  6-0古庄(ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ)･佐藤(日本電気) 
▽準決勝 
加藤(OB NEC)･辻 (NEC)3-6  7-5  7-6 橘(ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝSP)･藤井(千代TC ) 
▽決 勝 
加藤(OB NEC)･辻 (NEC)  4-6  4-6 辻野(桜田倶楽部)･中野(日本ｹﾐｺﾝ) 
〈準優勝〉 
 

１９９２（平成 ４）年 

【全日本テニス選手権】第６７回 ＩＢＭ 

         （ ９月 ７日～２０日 有明テニスの森公園） 
予選Ｂ (男子ダブルス)（B－３６） 
D1R吉岡・茶円(同大)   6－3 6－1   竹下･岡野(岡理大附高) 
D1R瞿曇･吉川(同大)  6－2  5－7  2－6  佐久野･渡辺 (早 大) 
D2R吉岡･茶円(同大)  2－6  6－4  5－7  馬越･土屋  (亜細亜) 
予選Ａ (女子シングルス)（B－４７） 

S1R狩山桂子(同大)   3－6 1－6   谷川 (富山池多TC) 
予選Ｂ (女子ダブルス)（B－３６） 
D1R内本･山岸(同大)  3－6  6－1  3－6  大内(日生)･内田(ﾘｺｰ) 
D1R遠藤･良元(同大)     3－6  2－6   中西(成城)･藤井(専修) 
       本戦（ ９月 ７日～２０日 有明テニスの森公園） 
 (男子シングルス)（B－９６） 
▽１回戦 
吉岡 青樹(同大)   １－６ ５－７   立見 (朝日生命) 
▽２回戦 
茶円 鉄也(同大)   ６－２ ６－３   竹内    (ﾖﾈｯｸｽ) 
▽３回戦 
茶円 鉄也(同大)   ４－６ ５－７ 増田(ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ) 
 

１９９２（平成 ４）年 

【全日本ベテランテニス選手権】第４５回 明治生命 

           （１０月１８日～    昭和の森ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 
４５歳以上 (男子シングルス) 

▽１回戦 

秋山 政行(OB ﾘｯｸｽ西奈TC)  ２－６ ２－６  郡司(金子GTA) 

亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－２ ６－０ 渡辺 (芦屋国際LTC) 

▽２回戦 

亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－２ ６－０ 児玉(六麗荘ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ) 

▽準々決勝 

亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－０ ６－１ 黒沢(ｽﾎﾟｰﾂあすなろRC) 

▽準決勝 

亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－３ ６－０ 辻   (鎌倉宮ｶﾝﾄﾘｰ TC) 

▽決 勝 

亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ０－６ ６－７ 倉光  (ﾌﾐﾔﾃﾆｽｼｮｯﾌ )゚ 

〈準優勝〉 

４５歳以上 (男子ダブルス) 

▽１回戦 

亀山･奥田(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－２ ７－６  吉田･松田(岡崎LTC) 

秋山(OB西奈TC)･鈴木(京浜TC) ３－６ ３－６ 

              宮地(屋島TC)･新井(須磨離宮北TC) 

▽準々決勝 

亀山･奥田(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)    WO    前原(ﾅｲｶｲ LTC)･石川(石川TC) 

▽準決勝 

亀山･奥田(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 6-4 4-6 6-4 渡辺(芦屋国際)･加藤(甲子園TC) 

▽決 勝 

亀山･奥田(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 6－4  7－6  内藤(伊勢丹)･山田(ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ) 

〈優 勝〉 

５５歳以上 (男子ダブルス) 

▽１回戦 

久保(OB ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ学園前TC)･岡田(神戸LTC) ５-７ ６-３ ３-６ 

                                中野(岩田屋)･浅尾(小倉LTC) 
 
１９９２（平成 ４）年 

【東京オープンテニス選手権】第２８回 

         （ ５月 ５日～１０日 東京 有明の森） 
 (男子ダブルス) 

▽１回戦 
島田和弘(OB ﾀﾞﾝﾛｯﾌ )゚･山崎(ﾀﾞﾝﾛｯﾌ )゚ 0-6  2-6 佐藤･佐藤(亜細亜) 
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１９９２（平成 ４）年 

【神戸オープンテニストーナメント】９２ ミキプルーン 

    予選（３月２１日～２９日 神戸市六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞﾃﾆｽｽｸｳｴｱ） 
予選 (男子シングルス) 

S1R瞿曇英三郎(同大)8-4久我(日生)1R吉川晃二(同大)7-9梅田(青学) 

S2R瞿曇英三郎(同大)0-8重家(近大) 

予選 (男子ダブルス) 

D1R瞿曇･吉川(同大)  ３－６ ６－７  奥(島津製作所)･坂元(日大) 

予選 (女子シングルス) 

S1R良元由佳(同大)8-1井内(大体) S2R良元由佳(DC)1-8岩川(園田高) 

S1R内本智子(同大)4-8石松(園田高) 

S1R山岸美加子(同大)3-8小管(ｱｲｼﾝ青機) 

予選 (女子ダブルス) 

D1R遠藤･良元(同大) ６-３ ４-６ ６-７ 岩神･石松(園田恩女高) 

D1R内本･山岸(同大)  ６－２ ６－１   川西･内本 (甲南女大) 

FIN内本･山岸(同大)  ６－２ ６－１   五条･金澤 (日本電装) 

   本戦（３月２１日～２９日 神戸市六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞﾃﾆｽｽｸｳｴｱ） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦  吉岡 青樹(同大) ４－６ ４－６ 古田(日本生命) 

 (女子ダブルス) 

▽１回戦 内本･山岸(同大) 6-3 4-6 2-6 鳥羽(日生)･島(島津製作所) 

 

１９９２（平成 ４）年 

【イザワクリスマスオープンテニストーナメント】９２ 

   予選・本戦（１２月１４日～２０日 神戸市ﾜｰﾙﾄﾞ記念ﾎｰﾙ） 
予選 (女子シングルス) 

S1R良元 由佳(同大)   4－6 1－6   三木 (松蔭女大) 

予選 (女子ダブルス) 

D1R遠藤･良元(同大)  4－6 4－6  琴寄(朝生)･藤原(日新火災) 

 (男子シングルス) 

▽１回戦  吉岡 青樹(同大) １－６ ２－６ 村上 (ｺﾞｰｾﾝ) 

      茶円 欽也(同大) ４－６ ４－６ 辻野(桜田ｸﾗﾌ )゙ 

 
１９９３（平成 ５）年 

◆社会：釧路沖地震(M7.8)(1/15)。細川(連立)政権発足(8/9)。 

        北海道南西沖地震(M7.8)(7/12)。 

    欧州連合条約(ﾏｰｽﾄﾘﾋﾄ条約)-全加盟国批准(10/12)。 

    欧州共同体(ＥＵ)発進(11/1)。 

★流行語：『Ｊリーグ』 

◇SPT：日本ﾌﾟﾛｻｯｶｰﾘｰｸﾞ(J ﾘｰｸﾞ)開幕(5/15)。 
 
１９９３（平成 ５）年 ＜合 宿＞ 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）宮崎市総合運動公園 
                        水光苑 
１９９３（平成 ５）年 

【関西学生大学対抗庭球リーグ戦】 

       （１０月 ４日～ マリンパーク北村） 
＜男子１部リーグ＞ 

× 同志社 ３（複１－２ 単２－４）６ 近 大① 

 
× 同志社 ３（複０－３ 単３－３）６ 京産大② 

 

× 同志社 ３（複０－３ 単３－３）６ 大体大③ 

 

× 同志社 ２（複０－３ 単２－４）７ 甲南大④ 

 
× 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 関学大⑤ 

 
＜男子１部リーグ⑥位＞  同志社大学 ０勝５敗 ２部降格 
 

１９９３（平成 ５）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】     ＜女子の部＞ 

     （１０月 ４日～ マリンパーク北村） 
＜女子１部リーグ＞ 

× 同志社 ０（複０－２ 単０－３）５ 園田女大① 

 

× 同志社 １（複０－２ 単１－２）４ 松蔭女大② 

 
○ 同志社 ３（複２－０ 単１－２）２ 京産大④ 

 

○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 大体大⑤ 

 

○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 関外大⑥ 

 

＜女子１部リーグ③位＞    同志社大学(女子) ３勝２敗 

 

１９９３（平成 ５）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

（  月  日・  日 同大 田辺） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  立教大 

 
１９９３（平成 ５）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

（  月  日・  日 同大 田辺） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  青学大 

 

１９９３（平成 ５）年 

【全日本学生東西対抗テニス試合】第５８回 

      （ ６月１８・１９日 名古屋市 稲永） 
＜男子＞ 

× 西 軍 ２（複１－２ 単１－５）７ 東 軍 

 (シングルス) 

Ｎo３○吉岡 青樹 ６－７ ６－２ ６－２ 川崎 明彦 
       （同 大）             （日本大） 
 

１９９３（平成 ５）年 

予選【関西学生春季テニストーナメント】 

         予選（ ４月２４日～10日間 各大学） 
予選出場者 (男子シングルス) 
４回生 岡田 裕介 
３回生 堤   要 
２回生 伊藤 良輔 
１年生 田島 一宏 
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 狩山 桂子 
３回生 田村 佳子 
２回生 加藤 礼子 
１回生 松浦 佳月 
予選出場組 (女子ダブルス) 
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１９９３（平成 ５）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 

         本戦（ ５月１０日～１６日 香枦園） 
 (男子シングルス)（Ｂ－９６） 
▽１回戦 
常次 洋平   ３－６ ３－６   明石    （神院大） 
金丸 達也 ６－２ ２－６ １－６ 檮原    （大体大） 
伊藤 良輔   ７－６ ６－２   小森    （大体大） 
▽２回戦 
小川  淳   ６－３ ６－２   亀井    （近 大） 
吉岡 青樹   ６－２ ６－１   中島    （立命大） 
伊藤 良輔   ３－６ ５－７   立原    （関学大） 
▽３回戦 
小川  淳 ６－２ ４－６ ３－６ 重政    （甲南大） 
吉岡 青樹   ６－２ ６－３   池戸    （大体大） 
▽４回戦 
吉岡 青樹   ６－１ ６－３   山田    （近 大） 
▽準々決勝 
吉岡 青樹   ６－０ ６－４   伊藤（忠） （近 大） 
▽準決勝 
吉岡 青樹 ７－５ ４－６ ３－６ 重家    （近 大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－４８） 
▽２回戦 
小川・吉岡   ６－４ ６－１   松崎・前田 （神院大） 
福原・花井   ６－３ ７－５   石野・岡崎 （京産大） 
▽３回戦 
小川・吉岡   ６－４ ６－０   中尾・田中 （立命大） 
福原・花井   ３－６ ６－７   山田・山本 （近 大） 
▽４回戦 
小川・吉岡 ７－５ ５－７ ６－７ 重家・笠井 （近 大） 
 (女子シングルス)（Ｂ－６４） 
▽１回戦 
良元 由佳 ６－０ １－６ ６－３ 岡村   （松蔭女大） 
松浦 佳月   ６－１ ６－０   多田    （関外大） 
狩山 桂子   ６－３ ６－０   久保園  （園田女大） 
山岸美加子   ６－３ ６－０   栗井    （帝 大） 
西脇 由花   ２－６ ２－６   中島    （立命大） 
▽２回戦 
良元 由佳   １－０   RET    岩神   （園田女大） 
松浦 佳月   ２－６ ３－６   根屋   （園田女大） 
狩山 桂子   １－６ ４－６   川崎   （松蔭女大） 
山岸美加子   ６－２ ６－３   正木   （園田女大） 
▽３回戦 
良元 由佳   １－６ ２－６   三木   （松蔭女大） 
山岸美加子   ３－６ ３－６   上杉    （京産大） 
 (女子ダブルス)（Ｂ－３２） 
▽１回戦 
山岸・良元   ６－３ ６－１   中山・嶋田 （関外大） 
松浦・中島   ２－６ ３－６   内山・中鶴（松蔭女大） 
▽２回戦 
山岸・良元   ６－３ ６－０  大越・牧原（武庫川女大） 
▽３回戦 
山岸・良元 ２－６ ６－４ ２－６ 川崎・松田（松蔭女大) 
 
１９９３（平成 ５）年 

予選【関西学生テニス選手権】 

         予選（ ６月２６日～７月３０日 各大学） 
予選出場者 (男子シングルス) 
⑤   中垣 和孝 馬場 貴幸 

４回生 岡田 裕介 金丸 達也 中野  剛 
３回生 堤   要 藤野 克弥 鳥合 信行 福原 智宏 
２回生 伊藤 良輔 池田 陽一 鹿住 尚宏 入江  要 

大橋  寛 菅  隆之 常次 洋平 片山 章人 
藤井 博康 花井俊一郎 

１年生 田島 一宏 東田 一樹 松田  純 三宅 武之 
予選出場組 (男子ダブルス) 
藤井・三宅  鳥居・大橋  福原・花井  鳥合・片山 
藤野・堤   伊藤・田島  金丸・常次  入江・松田 
岡田・中野  瞿曇(同大)・川廷(神院大) 
予選免除者 (男子シングルス) 
４回生 小川  淳 
３回生 吉岡 青樹 
予選免除組 (男子ダブルス) 
小川・吉岡 
予選出場者 (女子シングルス) 
４回生 狩山 桂子 
３回生 田村 佳子 
２回生 加藤 礼子 
１回生 松浦 佳月 
予選出場組 (女子ダブルス) 
 

１９９３（平成 ５）年 

【関西学生テニス選手権】 

         本戦（ ８月２３日～２９日 香里グリーン） 
 (男子シングルス)（Ｂ－９６） 
▽１回戦 
鳥合 信行   ６－１ ６－２   森村    （立命大） 
金丸 達也   ６－２ ６－０   泉谷    （神 大） 
伊藤 良輔   ６－３ ６－１   中島    （立命大） 
▽２回戦 
小川  淳   ６－１ ６－３   佐藤    （甲南大） 
鳥合 信行   ２－６ ２－６   川上    （大体大） 
吉岡 青樹   ６－２ ６－０   渡辺    （近 大） 
金丸 達也 ６－２ ４－６ ６－４ 豊田    （関学大） 
伊藤 良輔 ７－５ ３－６ ６－７ 奥谷    （近 大） 
▽３回戦 
小川  淳   ６－２ ６－１   山本    （近 大） 
吉岡 青樹   ６－２ ６－０   片山    （立命大） 
金丸 達也   ６－３ ６－４   山田    （近 大） 
▽４回戦 
小川  淳   ４－６ ５－７   笠井    （近 大） 
吉岡 青樹   ６－２ ６－１   樹下    （大体大） 
金丸 達也   ５－７ ４－６   堀     （大体大） 
▽準々決勝 
吉岡 青樹 6－1 6－4 6－7 7－5 福永     （神 大） 
▽準決勝 
吉岡 青樹 ６－２ ６－３ ６－１ 堀     （大体大） 
▽決 勝 
吉岡 青樹 4－6 3－6 6－2 1－6 伊藤  (忠)  （近 大） 
〈準優勝〉 

 (男子ダブルス)（B－４８） 
▽２回戦 
小川・吉岡   ６－２ ６－２   宮嶋・柴田 （近 大） 
▽３回戦 
小川・吉岡 ３－６ ６－０ ６－４ 久保・西坂 （龍 大） 
▽準々決勝 
小川・吉岡 ７－５ ２－６ ６－４ 山田・山本 （近 大） 
▽準決勝 
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小川・吉岡 7－5 6－4 3－6 7－5 中島・綿谷 （立命大） 
▽決 勝 
小川・吉岡 3－6 7－5 6－2 6－2  尾崎・奥谷 （近 大) 
〈準優勝〉 

 (女子シングルス)（Ｂ－６４） 
▽１回戦 
中島 祐子   ２－６ ２－６   稲角   （松蔭女大） 
山岸美加子   ６－２ ７－６   和田    （大体大） 
松浦 佳月   ６－３ ６－４   中鶴   （松蔭女大） 
狩山 桂子 ２－６ ６－３ ５－７ 小島    （京産大） 
良元 由佳   ６－０ ６－２   大城    （立命大） 
西脇 由花   ６－３ ６－０   長谷川   （大教大） 
▽２回戦 
山岸美加子   ６－４ ６－１   内山   （松蔭女大） 
松浦 佳月   ６－１ ６－２   今西   （園田女大） 
良元 由佳 ２－６ ６－１ ７－５ 岩神   （園田女大） 
西脇 由花 １－６ ６－４ ０－６ 川崎   （松蔭女大） 
▽３回戦 
山岸美加子 ６－４ ３－６ １－６ 石松   （園田女大） 
松浦 佳月   ０－６ １－６   北村    （関学大） 
良元 由佳   ４－６ ４－６   杉内    （大体大） 
 (女子ダブルス)（Ｂ－３２） 
▽１回戦 
山岸・良元   ６－１ ６－２  大越・牧原（武庫川女大） 
狩山・西脇   ６－７ ２－６   中島・井上 （立命大） 
松浦・中島   １－６ ３－６   田中・石松（園田女大) 
▽２回戦 
山岸・良元 ６－４ ５－７ ７－５ 内山・中嶋（松蔭女大) 
▽準々決勝 
山岸・良元   ５－７ １－６   岩川・北村（園田女大) 
 
１９９３（平成 ５）年 

【関西学生室内テニス選手権】 

         予選（１１月１７日～２０日 薬業嗚尾浜） 
予選 (男子シングルス)（B－３９） 
▽２Ｒ   伊藤 良輔   2－6 2－6   坂本（鹿体大） 
      金丸 達也 6－4 2－6 1－6 片山（立命大） 
      小川  淳 5－7 6－4 6－2 末宗（京 大） 
▽３Ｒ   小川  淳   7－6 6－3   久保（龍谷大） 
▽FIN   小川  淳 6－4 6－7 2－6 重政（甲南大） 
予選 (女子シングルス)（Ｂ－３２） 
▽１Ｒ   山岸美加子 3－6 6－2 3－6 末吉(松蔭女) 
      松浦 佳月    6－3 6－0   井上(広経大) 
      良元 由佳   4－6 2－6    川島(神院大) 
      狩山 桂子   2－6 3－6   松原(立命大) 
▽２Ｒ   松浦 佳月   6－4 6－2   川西(甲南女) 
▽FIN   松浦 佳月 1－6 7－6 4－6 兼松(松蔭女) 
予選 (女子ダブルス)（Ｂ－２１） 
▽１Ｒ   良元･松浦  6－2  4－6  0－6  橋本･上野(愛院大) 
    本戦（１２月 ８日～１１日 グリーンアリーナ神戸） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１６） 
▽１回戦 
吉岡 青樹   ６－２  1-0 RET    奥谷     （近 大） 
▽２回戦 
吉岡 青樹   ６－３ ６－４   重政    （甲南大） 
▽準決勝 
吉岡 青樹   ６－２ ６－２   伊藤  (忠)  （近 大） 
▽決 勝 
吉岡 青樹 １－６ ６－４ ４－６ 永井    （日本大） 
〈準優勝〉 

 (男子ダブルス)（Ｂ－８） 
▽１回戦 
小川・吉岡 ２－６ ６－４ ５－７ 笠井・山田 （近 大） 
 
１９９３（平成 ５）年 

【関西学生地域 (京都地区) テニストーナメント】 

           （ ６月 ５日～１４日 各大学） 
(男子シングルス) 

３回生 堤   要 藤野 克弥 鳥合 信行 鳥居 秀樹 

    福原 智宏 

２回生 伊藤 良輔 池田 陽一 鹿住 尚宏 入江  要 

    菅  隆之 常次 洋平 

１回生 田島 一宏 東田 一樹 松田  純 三宅 武之 

    向井 敏浩 

▽準々決勝 伊藤 良輔  ３－６ １－６  中島（立命大） 

(男子ダブルス) 

大橋・菅  東田・松田 鹿住・向井 田島・三宅 

伊藤・常次 入江・池田 茨木・吉岡 

▽準々決勝 伊藤・常次 ５－７ ６－７ 石川・北端(龍谷大) 

(女子シングルス)（Ｂ－１５８） 

▽１回戦  加藤奈々子8-0岩崎（京女大） 

▽２回戦    加藤 礼子8-0永井（京外大） 

四方 未映8-2山尾（京女大） 渡辺ひろこ8-0永野（京府大） 

田村 佳子9-7広瀬（京女大） 中島 裕子8-1福島（京産大） 

小森 由美1-8森本（京工大） 西脇 由花8-0中村（京工大） 

赤井 雅子8-2阿部（嵯峨美短）松浦 佳月8-1杉江（京教大） 

加藤奈々子8-0鳥羽（京産大） 勝見麻佐子8-5川口（京産大） 

▽３回戦  加藤 礼子8-0安立（京府大） 

四方 未映8-2堀江（仏 大） 渡辺ひろこ8-1磯井（嵯峨美短） 

田村 佳子8-1寿村（京教大） 中島 裕子8-0細尾（京精大） 

西脇 由花8-0嶌本（仏 大） 赤井 雅子8-6佐々木（京府大） 

松浦 佳月8-0若林（文化短） 加藤奈々子8-1古川（京府大） 

勝見麻佐子8-2田村（京精大） 

▽４回戦  加藤 礼子4-8重盛（京産大） 

四方 未映8-3北村（同女大） 渡辺ひろこ3-8山手（立命大） 

田村 佳子9-8新田（仏教大） 中島 裕子8-2西森（仏教大） 

西脇 由花8-2山崎（文化短） 赤井 雅子7-9大城（立命大） 

松浦 佳月8-0佐々木（京府大）加藤奈々子2-8鵜飼（立命大） 

勝見麻佐子4-8永井（龍谷大） 

▽５回戦  四方 未映8-9山手（立命大） 

田村 佳子1-8寺川（立命大） 中島 裕子8-3青野（立命大） 

西脇 由花8-1藤堂（仏教大） 松浦 佳月8-1鵜飼（立命大） 

▽準々決勝  中島 裕子4-8寺川（立命大） 

西脇 由花8-1藤堂（仏教大） 松浦 佳月8-1鵜飼（立命大） 

▽準々決勝 中島 裕子 ３－６ ３－６  寺川（立命大） 

      西脇 由花 ６－０ ７－６  大城（立命大） 

      松浦 佳月 ６－３ ６－０  加藤（立命大） 

▽準決勝  松浦 佳月 ６－４ ６－４ 西脇 由花（同大） 

▽決 勝  松浦 佳月 ６－４ ６－４  井上（立命大） 

      〈優 勝〉 
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(女子ダブルス)（Ｂ－８３） 

▽２回戦  松浦･中島8-2森本･中村(京工) 

田村･四方8-1永井･佐々木(京外) 勝見･渡辺8-6瀬木･佐藤(滋医) 

加藤･赤井8-0(橘女)-(ﾀﾞﾑ女) 

▽３回戦  松浦･中島8-0三宅･杉本(京府) 

田村･四方8-0太田･小笠原(同女) 勝見･渡辺8-1金  ･山本(京精) 

加藤･赤井8-0藤田･伊村(龍大) 

▽４回戦  松浦･中島8-0広瀬･河野(京女) 

田村･四方8-1松田･余語(京教)  勝見･渡辺8-3永井･塚井(龍大) 

加藤･赤井2-8大城･青野(立命) 

▽準々決勝 松浦・中島 ６－１ ６－２ 藤堂・西森(仏教大) 

      田村・四方１-６ ７-６ ６-７ 鵜飼・山手(立命大) 

            勝見・渡辺 ０－６ ３－６ 井上・安原(立命大) 

▽準決勝  松浦・中島 ６－３ ６－２ 鵜飼・山手(立命大) 

▽決 勝  松浦・中島 ６－３ ６－２ 大城・青野(立命大) 

      〈優 勝〉 

 

１９９３（平成 ５）年 

【関西学生新進テニストーナメント】 

         予選（１０月１６日～２５日 各大学） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－1006） 
３回生 堤   要- 藤野 克弥 鳥合 信行- 鳥居 秀樹- 

    福原 智宏- 

２回生 伊藤 良輔- 池田 陽一- 鹿住 尚宏- 入江  要- 

    大橋  寛- 菅  隆之- 常次 洋平- 藤井 博康- 

１回生 田島 一宏- 東田 一樹- 松田  純- 三宅 武之- 

    向井 敏浩- 

予選 (男子ダブルス)（Ｂ－４７８） 
池田・松田- 藤野・田島- 鹿住・三宅- 堤 ・向井- 

鳥合・福原- 藤井・東田-  入江・菅-  伊藤・常次- 

鳥居・大橋- 

予選 (女子シングルス)（Ｂ－   ） 

３回生 良元 由佳- 田村 桂子- 勝見麻佐子- 小森 由美- 

２回生 西脇 由花- 加藤 礼子- 四方 未映- 渡辺ひろこ- 

１回生 松浦 佳月- 赤井 雅子- 中島 祐子- 

予選 (女子ダブルス)（Ｂ－   ） 

勝見・渡辺- 小森・加藤- 田村・四方- 

        本戦（１１月 ９日～１４日 万博公園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
伊藤 良輔    ３－６ １－６   江馬    （京産大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 

伊藤・常次 ６－３ ３－６ ６－４ 市山・末宗 （京 大） 

▽２回戦 

伊藤・常次     ７－９     郭 ・寺田 （大体大） 

(女子シングルス) （Ｂ－４８） 

▽１回戦 

中島 祐子   ６－２ ６－３   早瀬    （甲南大） 

▽２回戦 

西脇 由花 ６－１ ４－６ ７－５ 加藤    （京産大） 

松浦 佳月 ３－６ ６－１ ６－４ 正木   （園田女大） 

中島 祐子 ３－６ ６－２ ６－１ 松原    （立命大） 

良元 由佳 ４－６ ７－５ ６－７ 岡村   （松蔭女大） 

▽３回戦 

西脇 由花   ０－６ ０－６   尾崎    （立命大） 

松浦 佳月 ３－６ ７－５ ３－６ 小島    （京産大） 

中島 祐子   １－６ １－６   岡本   （松蔭女大） 

(女子ダブルス)（Ｂ－２４） 

▽１回戦 

西脇・中島   ６－４ ６－３   鵜飼・加藤 (立命大) 

▽２回戦 

良元・松浦     ８－４     石橋・小島 (京産大) 

西脇・中島     ３－８     大越・牧原  (立命大) 

▽準々決勝 

良元・松浦 ６－１ ４－６ ２－６ 尾崎・松原 (立命大) 

 

１９９３（平成 ５）年 

【全日本学生テニス選手権】第６１回 

           本戦（ ８月 ２日～ ８日 香枦園TC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦 
小川  淳   ６－３ ６－４   豊田  （関学大） 
吉岡 青樹 ６－１ ４－６ ６－４ 八木田 （明治大） 
▽２回戦 
小川  淳 ７－５ ５－７ ５－７ 藤井  （慶応大） 
吉岡 青樹 ７－６ ４－６ ６－２ 鈴木  （中央大） 
▽３回戦 
吉岡 青樹   ６－１ ６－１   紀   （亜細亜） 
▽４回戦 
吉岡 青樹   ４－６ ４－６   川崎  （明治大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
小川・吉岡     ９－８     近藤・木下（早 大） 
▽２回戦 
小川・吉岡 ６－３ ２－６ ４－６ 海本・高橋（早 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
良元 由佳   ４－６ ０－６   中山 （関西外大） 
山岸美加子 １－６ ６－２ ６－２ 中村  （亜細亜） 
狩山 桂子   ２－６ ４－６   石田  （名経大） 
▽２回戦 
松浦 佳月   ４－６ ３－６   上杉  （京産大） 
山岸美加子   ６－１ ６－１   高橋  （専修大） 
▽３回戦 
山岸美加子   １－６ ０－６   北村 （園田女子） 
(女子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
山岸・良元     ８－１      忠鉢・三浦（帯広畜産） 
▽２回戦 
山岸・良元 １－６ ６－３ ６－３ 秋野・長谷川（名経大） 
▽３回戦 
山岸・良元 １－６ ６－４ ６－７ 岩川・北村（園田女子） 
 
１９９３（平成 ５）年 

【全日本学生室内テニス選手権】第３０回 

       予選（１２月  日～  日 東武有明ｲﾝﾄﾞｱｰ） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 
S1R小川  淳 ６－３ ３－６ ３－６ 山下  （亜細亜) 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－１６） 
D1R小川・吉岡   ６－３ ６－０  海本・高橋（早 大） 
D2R小川・吉岡 ６－０ ６－７ ６－３ 中島・綿谷（立命大） 
FIN小川・吉岡   ３－６ ６－７  熊谷・谷川（日本大） 
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     本戦（１２月 １日～ ５日 東武有明ｲﾝﾄﾞｱｰｽﾊﾟｼｵ） 
 (男子シングルス)（Ｂ－２０） 

▽２回戦 
吉岡 青樹   ６－７ １－６   永井  （日本大） 
 
１９９３（平成 ５）年 

【全日本学生テニススーパーリーグ】第２回 

           本戦（ ５月２４日～２７日 立川ﾙｰﾃﾞﾝｽC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１０） 

Ａブロック 
吉岡 青樹       WO       安藤     （日本大） 
吉岡 青樹 ６－１ ２－６ ５－７ 日置   （慶応大） 
吉岡 青樹   ６－１ ６－３   堀  (克) （大体大） 
吉岡 青樹   ７－５ ６－４   堀  (亮) （京産大） 
(３勝１敗) 
▽準決勝（Ｂ－４） 
吉岡 青樹   ４－６ ２－６   馬越  （亜細亜） 
(女子シングルス)（Ｂ－１０） 

Ｂブロック 
山岸美加子   ２－６ ３－６   釣   （亜細亜） 
山岸美加子   ３－６ １－６   山本 （松蔭女子） 
山岸美加子   ２－６ ４－６   加藤  （専修大） 
山岸美加子   ５－７ ０－６   八木  （筑波大） 
(０勝４敗) 

 
１９９３（平成 ５）年 
【全日本室内テニス選手権】第２９回 ブリジストンカップ 

（ ３月 ８日～１４日 東京体育館） 
 (男子シングル)（B－３２） 

▽１回戦 
茶円 鉄也(同大)   ６－１ ６－４   村上     (ﾌﾘｰ) 
▽２回戦 
茶円 鉄也(同大)   ７－６ ７－６   丸山    (NEC) 
▽準々決勝 
茶円 鉄也(同大)   ７－６ ７－５   中野     (ﾌﾘｰ) 
▽準決勝 
茶円 鉄也(同大) ４－６ ６－３ ７－５ 増田(ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ) 
▽決 勝 
茶円 鉄也(同大) ７－６ ３－６ ４－６ Ｊ・ラッセル(ﾌｯﾄﾜｰｸ) 
(準優勝) 

 
１９９３（平成 ５）年 

【全日本テニス選手権】第６８回 ＩＢＭ 

         （ ９月 ６日～１９日 有明テニスの森公園） 
予選 (男子ダブルス)（B－３６） 
S1R梅津(OB日生)･坂元(日生)  4-6  7-6  6-0  吉田･白木(日本大) 
FIN梅津(OB 日生)･坂元(日生)  2－6 6－7  吉川･荷川取 

 （関東自動車工業・金沢八景 IT) 
予選Ｂ (女子シングルス)（B－４８） 
S1R良元由佳(同大)  1－6 2－6   石田 (トヨタ自動車) 
       本戦（ ９月 ６日～１９日 有明テニスの森公園） 
 (男子シングルス)（B－９６） 
▽２回戦 
茶円 鉄也(同大)   ６－３ ６－０   喜多   (早 大) 
▽３回戦 
茶円 鉄也(同大) ３－６ ６－２ ６－４ 渋谷     (ﾃﾞｻﾝﾄ) 
▽４回戦 
茶円 鉄也(同大)     ６－４ ６－２     酒井    (亜細亜) 

▽準々決勝 
茶円 鉄也(同大) ６－７ １－６ ６－２ ４－６ 松下 (NEC) 
(男子ダブルス)（B－４８） 
▽１回戦 
茶円(同大)･森(ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ)  7－5 6－1  右橋(伊勢丹)･緒方(明大) 
▽２回戦 
茶円(同大)･森(ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ) 6－7 6－3 6－2 西尾(ﾌﾘ )ー･右近(ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ) 
▽３回戦 
茶円(同大)･森(ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ) 6－4  6－4 石井(石井IDTC)･渋谷(ﾃﾞｻﾝﾄ) 
▽準々決勝 
茶円(同大)･森(ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ) 3－6  4－6 佐藤(NEC)･本村(新日本建設) 
(女子ダブルス) 
▽１回戦（B－４８） 
山岸･良元(同大) ６－３ ３－６ ６－１ 山下･瀬戸 (日体大) 
▽２回戦 
山岸･良元(同大) ２－６ １－６ 吉田(荘原SSC)･望月(富士見丘高) 
 
１９９３（平成 ５）年 

【全日本ベテランテニス選手権】第５５回 明治生命 

           （１０月１７日～    昭和の森ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 
４５歳以上 (男子シングルス) 

▽１回戦 

亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)   －   秋山 政行(OB ﾘｯｸｽ西奈TC) 

▽２回戦 

亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－２ ６－３  小野(広島法曹TC) 

▽準々決勝 

亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－１ ６－１  富高  (三菱化成) 

▽準決勝 

亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－１ ６－０  高柳  (ｸﾗｰｼﾞｭ TC) 

▽決 勝 

亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)    ６－４ ６－０  辻(鎌倉宮ｶﾝﾄﾘｰ TC) 

〈優 勝〉 
４５歳以上 (男子ダブルス) 

▽１回戦 

秋山(OB西奈TC)･山本(静清信金) １-６ ２-６ 吉田･松田(岡崎TC) 

５５歳以上 (男子シングルス) 

▽１回戦 

良元 英河(OB TS ﾋﾟｼﾞｮﾝ)   ６－７ ４－６   菅野 （清新TC） 

 
１９９３（平成 ５）年 

【東海中日テニス選手権】第６２回 

       （ ７月１９日～３１日 名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 
予選 (男子シングルス) 

D1R京藤 正弘(OB三菱自工) 7-6  1-6  4-6 柳瀬 (豊田工機) 
 

１９９３（平成 ５）年 

【神戸オープンテニストーナメント】９３ ミキプルーン 

    本戦（４月 ５日～１０日 神戸総合川運動公園砂入人工芝） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦  吉岡 青樹(同大) ６-１ ６-０ 平井 (I－RIVER ﾘｿﾞｰﾄ) 

▽２回戦  吉岡  青樹(同大) ３－６ ３－６ 田頭  (ﾌｯﾄﾜｰｸ) 

 (男子ダブルス) 

▽１回戦 梅津(OB)･坂元(OB日生) 4-6 6-3 6-2川原(日生)･藤田(JITC) 
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▽２回戦 梅津(OB)･坂元(OB日生) 2-6 6-2 7-5近藤･安藤 (ｱｲｼﾝ精機) 

▽準々決勝 梅津(OB)･坂元(OB日生) 3-6  4-6 佐藤･奥谷 (ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ) 

 (女子シングルス) 

▽１回戦  良元 由佳(同大) ６－２ ７－６ 一柳(神女短大) 

          山岸美加子(同大) 6-1  6-0 菅原(荏原湖南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀ )ー 

            西脇 由花(同大)   ３－６ ２－６  加藤 (京産大) 

            遠藤真由美(同大)  6-3  1-6  3-6  中塚(島津製作所) 

▽２回戦  良元 由佳(同大) １－６ ０－６ 北村(園学女大) 

      山岸美加子(同大) ３－６ ５－７ 鳥羽(日本生命) 

 (女子ダブルス) 

▽１回戦  狩山･西脇(同大)２－６ ４－６ 内本･米川(甲南女大) 

        山岸･良元(同大)６-１６-１岡田(ｱｵﾉﾘｿﾞｰﾄ)･岡田(I－RIVER) 

           田村･四方(同大) 1-６ 1-６ 遠藤(同大)･川西(甲南女大) 

▽２回戦  山岸･良元(同大) 5-7 0-6 稲葉･畠山(豊田自動車織機) 

        遠藤(同大)･川西(甲南女大) 3-6  6-2  6-7鳥羽･中村(日生) 

 

１９９３（平成 ５）年 

【全日本ローンコートテニス選手権】第１７回 

     （１１月 １日～７日 佐賀市 ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ九州TC） 
予選 (男子シングルス) 

▽１R   梅津 乾三(OB日生) 2－6 4－6 米沢 (ﾌｯﾄﾜｰｸ) 
予選 (男子ダブルス) 

▽１R   梅津(OB日生)･武鎧(ｻﾞﾈｸｽﾄﾜﾝ) 
                   4-6  7-5  6-2  今村(桜田ｸ)･境(島津製作所) 
▽FIN   梅津(OB日生)･武鎧(ｻﾞﾈｸｽﾄﾜﾝ) 
         １-6  7-6  7-6  青山(ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ SP)･大木(東海大菅生高) 
   本戦（１１月 １日～７日 佐賀市 ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ九州TC） 
一般 (男子ダブルス) 

▽1回戦  梅津(OB日生)･武鎧(ｻﾞﾈｸｽﾄﾜﾝ) 
                   3-6  7-5  4-6  梅田(青学大)･岩渕(柳川高) 
 

１９９３（平成 ５）年 

【イザワクリスマスオープンテニストーナメント】９３ 

   予選（１１月２４日～２６日 吹田市江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀｰﾊｰﾄﾞｺｰﾄ） 
予選 (男子シングルス) 

予選 (男子ダブルス) 

D1R梅津(OB日生)･岩原(ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ)  1-6 5-7 今村･菊水(島津製作所) 

D1R小川･吉岡(同大) 4－6 6－3 6－3  安藤･立見 (朝日生命) 

FIN小川･吉岡(同大)  6－7 4－6   田中･岡田(豊田自動織機) 
          本戦（１２月１３日～１９日 神戸市ﾜｰﾙﾄﾞ記念ﾎｰﾙ） 

 
１９９４（平成 ６）年 

◆ 社会：ﾕｰﾛ海底ﾄﾝﾈﾙ開通(5/6)。 

村山(47年ぶり)社会党政権発足(6/30)。 

     日本女性初宇宙飛行士向井千秋(ｺﾛﾝﾋﾞｱで)宇宙へ(7/8)。 
          関西空港開港(9/4)。北海道東方沖地震(M8.1)(10/4)。 

       ﾉｰﾍﾞﾙ文学賞受賞－大江健三郎(10/13)。 

      円 高値対ドル９６円11銭(11/2)。 

【平安建都千二百年記念事業が行われる(/)】 

★流行語：『すったもんだがありました』 

◇SPT：第17回 冬季五輪ﾘﾚﾊﾝﾒﾙ大会(2/12～ 2/27)。 

◇ﾃﾆｽ：全豪ｵｰﾌﾟﾝ大会(1/25)－伊達 公子 ﾍﾞｽﾄ 4。 

 

１９９４（平成 ６）年 

＜合 宿＞（３月  日～  日間）宮崎市総合運動公園 
                        水光苑 
１９９４（平成 ６）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】 

       （ ８月１０日～    各大学） 
＜男子２部リーグ＞ 

× 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 立命大① 

 
× 同志社 ３（複１－２ 単２－４）６ 龍谷大② 

 
× 同志社 ３（複０－３ 単３－３）６ 関外大③ 

 

○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 関西大⑤ 

 
○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 大経大⑥ 

 
＜男子２部リーグ④位＞    同志社大学 ２勝３敗 
 

１９９４（平成 ６）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】     ＜女子の部＞ 

     （１０月 ４日～ マリンパーク北村） 
＜女子１部リーグ＞ 

× 同志社 ０（複０－２ 単０－３）５ 園田女大① 

 

× 同志社 ２（複１－１ 単１－２）３ 京産大② 

 
× 同志社 １（複０－２ 単１－２）４ 松蔭女大③ 

 

× 同志社 １（複０－２ 単１－２）４ 立命大④ 

 

○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 大体大⑥ 

 

＜女子１部リーグ⑤位＞    同志社大学(女子) １勝４敗 

 

１９９４（平成 ６）年 

【全日本学生東西対抗テニス試合】第５９回 

       （ ６月１８・１９日岐阜メモリアル） 
＜男子＞ 

○ 西 軍 ５（複２－２ 単３－２）４ 東 軍 

 (シングルス) 

Ｎo１○吉岡 青樹 ６－４ ６－３     久田 英登 
       （同 大）             （亜細亜） 
 
１９９４（平成 ６）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （  月  日・  日 立教大） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  立教大 

 
１９９４（平成 ６）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 

 

１９９４（平成 ６）年 

予選【関西学生春季テニストーナメント】 

         予選（ ４月２３日～９日間 各大学） 
予選出場者 (男子シングルス) 
４回生 堤   要 鳥合 信行 鳥居 秀樹 福原 智宏 
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３回生 伊藤 良輔 池田 陽一 鹿住 尚宏 入江  要 
大橋  寛 菅  隆之 常次 洋平 

２回生 田島 一宏 東田 一樹 松田  純 三宅 武之 
 向井 敏浩 

１回生 茨木 亮吉 梶谷 真之 吉岡 浩司 黒越  誠 
予選出場組 (男子ダブルス) 
堤 ・鳥居  藤野・田島  鳥合・福原  大橋・梶谷 
伊藤・常次  入江・菅   池田・松田  鹿住・三宅 
大橋・吉岡  東田・向井  茨木・黒越 
予選免除者 (男子シングルス) 
４回生 吉岡 青樹 
予選出場者 (女子シングルス) 
４回生 田村 佳子 
３回生 加藤 礼子 
２回生 赤井 雅子 
１回生 林 由美子 
予選出場組 (女子ダブルス) 
 

１９９４（平成 ６）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 

      本戦（ ５月 ９日～１５日 香里グリーンTC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－９６） 
▽１回戦 
鳥合 信行   ６－１ ６－３   岡橋    （京産大) 
伊藤 良輔   １－６ １－６   福永    （大体大） 
▽２回戦 
鳥合 信行 ６－３ ４－６ ５－７ 村西    （関学大） 
吉岡 青樹   ６－１ ６－０   田村    （桃山大） 
▽３回戦 
吉岡 青樹   ６－０ ６－２   西村    （大体大） 
▽４回戦 
吉岡 青樹   ６－１ ６－１   尾崎    （近 大） 
▽準々決勝 
吉岡 青樹 7－5 6－1 3－6 6－2 福永    （神 大） 
▽準決勝 
吉岡 青樹 ６－２ ６－３ ６－２ 重政    （甲南大） 
▽決 勝 
吉岡 青樹 ６－２ ７－５ ６－１ 伊藤    （近 大） 
〈優 勝〉 

 (女子シングルス)（Ｂ－６４） 
▽１回戦 
良元 由佳 ６－３ ２－６ ４－６ 石松   （園田女大） 
西脇 由花 ４－６ ６－３ ５－７ 小島    （京産大） 
渡辺ひろこ   ４－６ ０－６   君島    （大体大） 
中島 祐子   ６－４ ６－３   松田   （松蔭女大） 
松浦 佳月   ６－４ ６－４   小幡    （神院大） 
▽２回戦 
中島 祐子   ０－６ ３－６   上野   （園田女大） 
松浦 佳月   ６－１ ６－４   塚井    （龍谷大） 
▽３回戦 
松浦 佳月 ６－４ １－６ ３－６ 尾崎    （立命大） 
 (女子ダブルス)（Ｂ－３２） 
▽１回戦 
良元・松浦   ６－７ ４－６   石松・関口（園田女大） 
西脇・中島   ０－６ ５－７   稲角・原田（松蔭女大） 
 

１９９４（平成 ６）年 

予選【関西学生テニス選手権】 

        予選（ ６月２５日～７月２５日 香枦園TC） 

予選出場者 (男子シングルス) 
⑤   岡田 祐介 
４回生 堤   要 藤野 克弥 鳥合 信行 鳥居 秀樹 

福原 智宏 
３回生 伊藤 良輔 池田 陽一 鹿住 尚宏 入江  要 

大橋  寛 菅  隆之 常次 洋平 
２回生 田島 一宏 東田 一樹 松田  純 三宅 武之 

 向井 敏浩 
１回生 茨木 亮吉 梶谷 真之 富永 宏紀 吉岡 浩司 
    三原  聡 
予選出場組 (男子ダブルス) 
堤 ・鳥居  藤野・田島  大橋・向井  鳥合・伊藤 
鹿住・三宅  菅 ・東田  入江・梶谷  池田・茨木 
松田・吉岡   岡田(同大)・鈴木(京大)、 
予選免除者 (男子シングルス) 
４回生 吉岡 青樹 
予選出場者 (女子シングルス) 
４回生 田村 佳子 
３回生 加藤 礼子 
２回生 赤井 雅子 
１回生 林 由美子 
予選出場組 (女子ダブルス) 
 

１９９４（平成 ６）年 

【関西学生テニス選手権】 

       本戦（ ８月２２日～２８日 香里グリーンTC） 
 (男子シングルス)（Ｂ－９６） 
▽１回戦 

伊藤 良輔   ２－６ ３－６   湯浅    （関学大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－４８） 
▽１回戦 

小川(同大)･重家(近大) ２－６ ６－３ ７－５ 木村･福永（神大） 

▽２回戦 

小川(同大)･重家(近大) ６－７ ７－６ ６－７ 大村･豊田（関学） 
 (女子シングルス)（Ｂ－６４） 
▽１回戦 

良元 由佳   ７－５ ６－３   森里     （天理大） 

西脇 由花   １－６ ３－６   加賀谷   （桃山大） 

渡辺ひろ子   ０－６ ２－６   尾崎    （立命大） 

松浦 佳月   ６－０ ６－２   吉田    （国仏大） 

中島 祐子   ２－６ ０－６   萩野    （立命大） 

▽２回戦 

良元 由佳   ０－６ ０－６   北村    （関学大） 

松浦 佳月   ６－３ ７－５   今西   （園田女大） 

▽３回戦 

松浦 佳月 ６－４ １－６ ４－６ 関口   （園田女大） 
 (女子ダブルス)（Ｂ－３２） 
▽１回戦 

良元・松浦 ６－３ ５－７ ６－２ 上野・山本（園田女大） 

西脇・中島   １－６ １－６   川崎・兼森（松蔭女大） 

▽２回戦 

良元・松浦   ５－７ ６－７   稲角・原田（松蔭女大） 

 
１９９４（平成 ６）年 
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【関西学生室内テニス選手権】 

         予選（１１月 ９日～１３日 薬業鳴尾浜） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－４２） 
▽１Ｒ   常次 洋平  １－６ ４－６  市田（関学大） 
予選 (女子シングルス)（Ｂ－３６） 
▽１Ｒ   中島 祐子  ４－６ ０－６  福原（広経大） 

▽２Ｒ   松浦 佳月 ４-６ ６-３ ６-１ 橋本（大体大） 

▽３Ｒ   松浦 佳月  ０－６ ５－７  末吉（松蔭女大） 

 
１９９４（平成 ６）年 

【関西学生地域 (京都地区) テニストーナメント】 

           （ ６月 ４日～１５日 各大学） 
(男子シングルス)（Ｂ－２３５） 

▽１回戦  松田  純－坂下（京 大） 

大橋  寛－柳生（龍谷大）  向井 敏浩－須田（京府大） 

梶谷 真之－笹田（滋医大）  三宅 武之－岡 （京薬大） 

茨木 亮吉－寺元（立命大）  鹿住 尚宏－松岡（立命大） 

池田 陽一－一瀬（京外大）  菅  隆之－梅田（花 大） 

吉岡 浩司－山地（京薬大） 

▽２回戦  東田 一樹－山中（滋医大） 

入江  要－楠 （京外大）  伊藤 良輔－北村（立命大） 

常次 洋平－西尾（京府大） 

(男子ダブルス)（Ｂ－１００） 

▽１回戦  東田・松田－広瀬・寺元(立命) 

鹿住・向井－中野・上田(立命)  大橋・菅 －中尾・松園(立命) 

田島・三宅－井波・北村(立命)  吉岡・茨木－西村・寺垣(京教) 

伊藤・常次-川合・清水（京外） 入江・池田－高橋・藤本(京教) 

(女子シングルス) 

３回生 西脇 由花 加藤 礼子 狩野  愛 四方 未映 

    中川 里美 渡辺ひろこ 

２回生 松浦 佳月 赤井 雅子 中島 祐子 岩崎 美穂 

    宇山美和子 蒲田 清香 

１回生 林 由美子 小澤 明子 川本 羽奈 中西 眞季 

 (女子ダブルス)（Ｂ－   ） 

 

１９９４（平成 ６）年 

【関西学生新進テニストーナメント】 

         予選（１０月１５日～２４日 各大学） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－９６１） 
３回生 伊藤 良輔- 池田 陽一- 鹿住 尚宏- 入江  要- 

    大橋  寛- 菅  隆之- 常次 洋平- 

２回生 田島 一宏- 東田 一樹- 松田  純- 三宅 武之- 

    向井 敏浩- 

１回生 茨木 亮吉- 梶谷 真之- 

予選 (男子ダブルス)（Ｂ－４４６） 
松田・茨木- 大橋・向井- 菅 ・東田- 入江・池田- 

田島・三宅- 伊藤・常次- 鹿住・梶谷- 

予選 (女子シングルス)（Ｂ－   ） 

３回生 西脇 由花- 加藤 礼子- 四方 未映- 渡辺ひろこ- 

２回生 松浦 佳月- 赤井 雅子- 中島 祐子- 

１回生 林 由美子- 小澤 明子- 川本 羽奈- 中西 眞季- 

予選 (女子ダブルス)（Ｂ－   ） 

        本戦（１１月 ９日～１４日 万博公園TC） 

(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦  常次 洋平－     伊藤 良輔－ 
▽２回戦  常次 洋平－     伊藤 良輔－ 
▽３回戦 
常次 洋平 ２－６ ６－０ ２－６ 寺田    （大体大） 
伊藤 良輔   ６－０ ６－３   岡橋    （京産大） 
▽準々決勝 
伊藤 良輔   １－６ ４－６   湯浅    （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦  伊藤・常次－ 

(女子シングルス) （Ｂ－４８） 

▽１・２回戦  松浦 佳月－ 

▽３回戦 

松浦 佳月 ３－６ ６－４ ４－６ 岡本  （松蔭女大） 

(女子ダブルス)（Ｂ－２４） 

 

１９９４（平成 ６）年 

【全日本学生テニス選手権】第６２回 

          本戦（ ７月３０日～８月７日 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦 
吉岡 青樹   ６－２ ６－２   谷   （愛院大） 
▽２回戦 
吉岡 青樹   ６－３ ６－２   久田  （亜細亜） 
▽３回戦 
吉岡 青樹   ６－１ ６－２   奥谷  （近 大） 
▽４回戦（Ｂ－１６） 
吉岡 青樹 ７－５ ３－６ ６－７ 伊藤  （近 大） 
 (女子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
松浦 佳月 ４－６ ７－６ ３－６ 正木 （園田女大） 
中島 祐子 ２－６ ７－５ ６－２ 久保 （鹿屋体大） 
▽２回戦 
中島 祐子   ０－６ ０－６   北村  （関学大） 
 
１９９４（平成 ６）年 
【全日本室内テニス選手権】第３０回 ブリジストンカップ 

         本戦（ ２月１４日～２０日 東京体育館） 
 (男子シングル)（B－３２） 

▽１回戦 
茶円 鉄也(同大)   ６－０ ６－０   大原  (朝日生命) 
▽２回戦 
茶円 鉄也(同大)   ７－６ ６－３   立見  (朝日生命) 
▽準々決勝 
茶円 鉄也(同大) ６－７ ６－４ ７－５ 日置   (慶応大) 
▽準決勝 
茶円 鉄也(同大)      ６－７ ０－６    辻野   (初石TC) 
 
１９９４（平成 ６）年 

【全日本テニス選手権】第６９回 ＩＢＭ 

         （ ９月 ５日～１８日 有明テニスの森公園） 
予選Ａ (男子シングルス)（B－４７） 
S2R福田勝志(四宮TC)   6－1  6－2   鍋谷(新潟第四銀行) 
FIN福田勝志(四宮TC)    3－6  4－6     佐藤  (ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ) 
       本戦（ ９月 ５日～１８日 有明テニスの森公園） 
 (男子シングルス)（B－４８） 
▽１回戦 
吉岡 青樹(同大)   ６－１ ６－４  武田     (游ﾌﾟﾗｻﾞ) 
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▽２回戦 
吉岡 青樹(同大) ６－３ ６－３  谷澤 (荘原湖南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀ )ー 
▽３回戦 
吉岡 青樹(同大)   ５－７ １－６  丸山     (NEC) 
(女子シングルス)（Ｂ－４８） 
▽１回戦 
遠藤真由美(OB日本電装) ６－７ ６－７ 中村    (NEC) 
(混合ダブルス)（Ｂ－１６） 
▽１回戦 
梅津(OB日生)･中村(日生) １－６ ３－６ 栗又・立見(朝日生命) 
 
１９９４（平成 ６）年 

【全日本ベテランテニス選手権】第５６回 明治生命 

           （１０月１２日～    昭和の森ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 
４５歳以上 (男子シングルス) 

▽１回戦 

亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－４ ６－３  高西 （阿武山TC） 

▽２回戦 

亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－２ ６－０  宮下   （ﾗﾎﾟｰﾑ TC） 

▽準々決勝 

亀山 久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)   ６－０  1-0 RET    高柳 (ｸﾗｰｼﾞｭ TC) 

▽準決勝 

亀山  久光(OBﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)    ６－４ ７－５  辻 (鎌倉宮ｶﾝﾄﾘｰTC) 

▽決 勝 

亀山  久光(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ６－０ ６－１  菊地(日本原子力研究所) 

〈優 勝〉 
５０歳以上 (男子シングルス) 

▽１回戦 

良元 英河(OB TS ﾋﾟｼﾞｮﾝ) ６－３ １－６ ５－７ 増野 (JMTS) 

４５歳以上 (男子ダブルス) 

▽１回戦 

大沢(OB)･篠原(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  6-2  6-1 松田(ﾏﾘｵﾘｿﾞｰﾄ)･酒井(神戸LTC） 

▽準々決勝 

大沢(OB)･篠原(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) ７-５ ４-６ ６-３ 

                          吉本(東伏見)･村上(明治神宮外苑TC) 

▽準決勝 

大沢(OB)･篠原(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 7-6  6-1野口(KTA高知TC)･沼本(高知LTC) 

▽決 勝 

大沢(OB)･篠原(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  6-7  0-6  中田･中島(三井石油化学工業) 

〈準優勝〉 
５０歳以上 (男子ダブルス) 

▽１回戦 

良元(OB TS ﾋﾟｼﾞｮﾝ)･河(三重GTC)  ３－６  ２－６ 

                         田口(金町ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)･石川(湖南平TC) 

 
１９９４（平成 ６）年 

【東京オープンテニス選手権】第２９回 ローラン ギャロス 

         （ ４月２６日～５月９日 東京 有明の森） 
予選 (男子ダブルス) 

D1R梅津乾三(OB日生)･山中(宝塚TCG) 7-5 6-0屋代･屋代(ﾙﾈｯｻﾝｽ TS) 
D2R梅津乾三(OB日生)･山中(宝塚TCG) 6-7 2-6馬越･土屋(亜細亜) 
 
１９９４（平成 ６）年 

【九州毎日オープンテニス選手権】第４８回 ＮＴＴカップ 

     （ ４月１６日～１９日 福岡 春日公園ﾃﾆｽｺｰﾄ） 
予選 (女子シングルス) 

S1R遠藤真由美(OB日本電装)   WO     宮下   (山中湖TC) 
FIN遠藤真由美(OB日本電装)  8－3    岩上   (園田女大) 
 
１９９４（平成 ６）年 

【東京オープンテニス選手権】第３０回 ローラン ギャロス 

        （ ４月２５日～５月８日 東京 有明の森） 
(女子シングルス) 

▽１回戦 
遠藤真由美(OB日本電装) ６－２ ６－２ 佐々木(日本電装) 
▽２回戦 
遠藤真由美(OB日本電装) ７－６ ６－０ 内藤(ｲﾗｺﾃﾆｽｶﾚｯｼ )゙ 
▽３回戦 
遠藤真由美(OB日本電装) ２－６ ２－６ 石島      (NEC) 
(女子ダブルス) 

▽１回戦 
遠藤真由美(OB日電装)･佐々木(日電装)  6-3  6-4  笹路･山崎 
                              (すぎなTC･S11 ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ) 
▽２回戦 
遠藤真由美(OB日電装)･佐々木(日電装)  1-6  4-6  佐々野･北岡 
                                    (豊田自動織機･四宮TC) 
１９９４（平成 ６）年 

【関東オープンテニス選手権】第６８回 

        （ ５月２６日～２９日 朝日生命 久我山） 
予選 (女子シングルス) 

S1R遠藤真由美(OB日本電装)  6-3  5-7  5-7  宮下 (亜細亜) 
予選 (女子ダブルス) 

FIN遠藤真由美(OB日電装)･佐々木(日電装) 4-6 6-2 6-4武内･松本 
                                        (大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐ )ー 
(女子ダブルス) 

▽１回戦 
遠藤真由美(OB日電装)･佐々木(日電装) 3-6  2-6山崎･石島(NEC) 
 
１９９４（平成 ６）年 

【神戸オープンテニストーナメント】９４ ミキプルーン 

         予選（ ３月１４日～１７日 神戸総合運動公園） 
予選 (男子シングルス) 

S1R梅津 乾三(OB日生)  ６－２ ６－２  中山 (筑波大学) 

FIN梅津 乾三(OB日生)  ６－２ ６－２   井上(東亜ｽﾄﾘﾝｸ )゙ 

予選 (男子ダブルス) 

予選 (女子シングルス) 

S1R中島 祐子(同大)   ６－２ ６－３   藤堂 (仏 大) 

S1R田村 佳子(同大)  ０－６ ０－６ 中井(たちかわ庭球場) 

S1R松浦 佳月(同大)   ６－０ ６－２   引田 (大体大) 

FIN中島 祐子(同大)   ２－６ １－６   古屋(朝日生命) 

FIN松浦 佳月(同大) ６－４ ６－７ ７－５ 山本(園田女大) 

予選 (女子ダブルス) 

D1R田村･四方(同大)  2－6 1－6  引田･兵藤  (大体大) 

D1R赤井･増井(同大)  2－6 4－6  山口･田中  (甲南大) 

D1R良元･松浦(同大) 7-6  3-6  6-4  尾崎(立命)･小島(京産) 

FIN良元･松浦(同大) 6-4  4-6  6-2  末吉･岡村 (松蔭女大) 

   本戦（４月１１日～１７日 神戸総合運動公園砂入人工芝） 
 (男子シングルス) 
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▽１回戦  梅津 乾三(OB日生) 5-7  6-1  4-6 立見 (朝日生命) 

 (女子シングルス) 

▽１回戦  松浦 佳月(同大) １－６ ３－６ 田中 (ｱｲｼﾝ精機) 

            良元  由佳(同大) ０－６ ６－７ 大内 (日本生命) 

 (女子ダブルス) 

▽１回戦良元･松浦(同大) 6-3 4-6 0-6 福田(ﾜｺｰﾙ)･佐久野(豊田自織) 

 
１９９４（平成 ６）年 

【全日本ローンコートテニス選手権】第１８回 

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

▽１R   梅津 乾三(OB日生)   6-3  6-4   森下(荏原製作所) 
▽FIN   梅津 乾三(OB日生)  6-3  4-6  6-4 秀島(伊豫銀行) 
 本戦（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 (男子ダブルス) 

▽1回戦  梅津(OB日生)･川原(日生) 
             ６-７ ２-６  川村(ﾄﾖﾀ自動車)･佐久間(荏原製作所) 
 

１９９４（平成 ６）年 

【イザワクリスマスオープンテニストーナメント】９４ 

  予選（１１月２４日～２６日 吹田市江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀｰﾊｰﾄﾞｺｰﾄ） 
予選 (男子シングルス) 
S1R吉岡 青樹(同大)  6－0 2－6 7－5 米沢 (ﾌｯﾄﾜｰｸ) 

FIN吉岡 青樹(同大)  2－6 7－6 6－4 橘  (福島けんしん) 

予選 (男子ダブルス) 

D1R梅津(OB)･川原(日生)   6－4  6－3   佐久間･岡 (荏原製作所) 

D1R梅津(OB)･川原(日生) 5-7 6-3 7-6川村(ﾄﾖﾀ自動車)･中島(横浜GTC) 

     本戦（１２月１３日～  日 神戸市ﾜｰﾙﾄﾞ記念ﾎｰﾙ） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦  吉岡 青樹(同大) ６-４ ５-７ ６-２ 村上     (ﾌﾘｰ) 

▽２回戦    吉岡 青樹(同大) ４－６ ４－６ 李    (近  大) 

 (男子ダブルス) 

▽１回戦  梅津(OB日生)･岩原(日生) 1-6  4-6土居･酒井(亜細亜) 

 

 


