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１９９５（平成 ７）年 －戦後５０年－ 

◆社会：阪神・淡路大震災(Ｍ7.2)(1/17)。地下鉄ｻﾘﾝ事件(3/20)。 

ﾊﾟｿｺﾝ時代本格的幕開『ｳｨﾝﾄﾞｳｽﾞ95』－世界25ヶ国一斉発売(8/25)。 

★流行語：『がんばろうＫＯＢＥ』 

◇ﾃﾆｽ ：東ﾚﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸｵｰﾌﾟﾝ大会(2/5)－伊達 公子－初優勝。 

◇本学ﾃﾆｽ： 

<校祖墓参> 若王子山頂－新島 襄 墓前  全部員 (2/  )。 

＜合  宿＞ 阪神･淡路大震災の為 (1/17)－合宿中止 

 
１９９５（平成 ７）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】 

       （  月  日～    ） 
＜男子１部リーグ＞ 

× 同志社 ２（複０－３ 単２－４）７ 近 大① 

 
× 同志社 １（複０－３ 単１－５）８ 京産大② 

 
○ 同志社 ５（複０－３ 単５－１）４ 大体大③ 

 

× 同志社 ３（複１－２ 単２－４）６ 甲南大④ 

 
× 同志社 ４（複２－１ 単２－４）５ 関学大⑥ 

 
＜男子１部リーグ⑤位＞    同志社大学 １勝４敗 
 

１９９５（平成 ７）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】     ＜女子の部＞ 

     （  月  日～    ） 
＜女子１部リーグ＞ 

× 同志社 １（複０－２ 単１－２）４ 松蔭女大① 

 

× 同志社 ０（複０－２ 単０－３）５ 園田女大② 

 
× 同志社 ０（複０－２ 単０－３）５ 立命大③ 

 

○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 京産大④ 

 

○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 天理大⑥ 

 

＜女子１部リーグ⑤位＞    同志社大学(女子) ２勝３敗 

 

１９９５（平成 ７）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 

 

１９９５（平成 ７）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （  月  日     同大 田辺） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  青学大 

 

１９９５（平成 ７）年 

予選【関西学生春季テニストーナメント】 

         予選（ ４月２２日～10日間 香枦園TC） 
予選出場者 (男子シングルス) 
４回生 池田 陽一 鹿住 尚宏 入江  要 大橋  寛 

  菅  隆之 常次 洋平 
３回生 田島 一宏 東田 一樹 松田  純 三宅 武之 

 向井 敏浩 

２回生 茨木 亮吉 梶谷 真之 橋本 明元 富永 宏紀 
１回生 竹田 佳生 沢松  登 前田 泰成 寺内 健二 

前田 博幸 森上 徹平 吉村  達 
予選出場組 (男子ダブルス) 
伊藤・常次 池田・前田 入江・菅  鹿住・東田 
大橋・橋本 田島・沢松 松田・茨木 三宅・吉村 
向井・竹田 森上・前田 福田・寺内 
予選免除者 (男子シングルス) 
４回生 伊藤 良輔 
１回生 福田 勝志 
予選出場者 (女子シングルス) 
４回生 渡辺ひろこ 
３回生 中島 祐子 
２回生 林 由美子 
１回生 内藤 雅子 
予選出場組 (女子ダブルス) 
 

１９９５（平成 ７）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 

         本戦（ ５月 ８日～１７日 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－９６） 
▽１回戦 
寺内 健二   ６－３ ６－３   小西    （神院大） 
常次 洋平   ６－２ ６－４   小張    （甲南大） 
▽２回戦 
伊藤 良輔   ６－４ ６－４   大和    （近 大） 
寺内 健二 ６－１ ３－６ ６－７ 濱田    （天理大） 
福田 勝志   ６－２ ６－１   徳永    （近 大） 
常次 洋平 ２－６ ６－４ ７－６ 明石    （神院大） 
▽３回戦 
伊藤 良輔   ４－６ ６－７   堀     （京産大） 
福田 勝志   ６－４ ６－１   坂江    （関外大） 
常次 洋平 ４－６ ６－３ ６－３ 樹下    （大体大） 
▽４回戦 
福田 勝志   ６－１ ６－３   尾崎    （近 大） 
常次 洋平   ２－６ ２－６   中島    （立命大） 
▽準々決勝 
福田 勝志   ６－０ ６－４   劉     （近 大） 
▽準決勝 
福田 勝志 ３－６ ６－０ ６－１ 中島    （立命大） 
▽決 勝 
福田 勝志   ７－６ ６－３   重政    （甲南大） 
〈優 勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－４８） 
▽１回戦 
福田・寺内   ６－１ ６－２   磯野・谷口 （近 大） 
伊藤・常次   ４－６ １－６   寺田・伊東 （大体大） 
▽２回戦 
福田・寺内   ６－１ ７－６   栗田・大滝 （京産大） 
▽３回戦 
福田・寺内   ６－０ ６－１   森田・西村 （大体大） 
▽準々決勝 
福田・寺内   ３－６ １－６   堀 ・樹下 （大体大） 
(女子シングルス)（Ｂ－６４） 
▽１回戦 
内藤 雅子 ４－６ ７－６ ６－４ 岡本   （松蔭女大） 
西脇 由花   ６－２ ６－０   寺川    （立命大） 
中島 祐子   ６－１ ６－２   森里    （天理大） 
松浦 佳月 ６－７ ６－１ ６－２ 重盛   （松蔭女大） 
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▽２回戦 
内藤 雅子   ６－３ ６－２   林田   （園田女大） 
西脇 由花   ０－６ ５－７   関口   （園田女大） 
中島 祐子   １－６ １－６   松田   （園田女大） 
松浦 佳月   ５－７ ２－６   小島    （京産大） 
▽３回戦 
内藤 雅子   １－６ ４－６   堀田   （国際女大） 

(女子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 

四方・中島   ２－６ ５－７   兼森・岡本（松蔭女大） 

西脇・松浦   ４－６ ３－６   末吉・岡村（松蔭女大） 

 
１９９５（平成 ７）年 

予選【関西学生テニス選手権】 

         予選（ ６月２４日～10日間 各大学） 
予選出場者 (男子シングルス) 
４回生 池田 陽一 鹿住 尚宏 入江  要 大橋  寛 

  菅  隆之 
３回生 田島 一宏 東田 一樹 松田  純 三宅 武之 

 向井 敏浩 
２回生 茨木 亮吉 梶谷 真之 橋本 明元 富永 宏紀 
１回生 竹田 佳生 沢松  登 前田 泰成 秋元 伸浩 

 伊戸  崇 末松 和浩 寺内 健二 深野 幸平 
前田 博幸 森上 徹平 吉村  達 

予選出場組 (男子ダブルス) 
伊藤・常次 池田・入江  菅 ・大橋  鹿住・東田 
田島・森上 松田・秋元  三宅・前田  向井・前田 
茨木・橋本 梶谷・竹田  沢松・吉村  富永・伊戸 
末松・深野 
予選免除者 (男子シングルス) 
４回生 伊藤 良輔 常次 洋平 
１回生 福田 勝志 
予選免除組 (男子ダブルス) 
福田・寺内 
予選出場者 (女子シングルス) 
４回生 渡辺ひろこ 
３回生 中島 祐子 
２回生 林 由美子 
１回生 内藤 雅子 
予選出場組 (女子ダブルス) 
 

１９９５（平成 ７）年 

【関西学生テニス選手権】 

         本戦（ ８月２８日～９月４日 江坂ＴＣ） 
(男子シングルス)（Ｂ－９６） 
▽１回戦 
寺内 健二   ６－４ ６－１   大和    （近 大） 
▽２回戦 
福田 勝志   ６－１ ６－０   山田    （龍谷大） 
常次 洋平 ４－６ ７－５ ３－６ 坂戸    （甲南大） 
伊藤 良輔   ６－０ ６－２   森田    （大体大） 
寺内 健二 ６－３ ３－６ ３－６ 重政    （甲南大） 
▽３回戦 
福田 勝志   ６－４ ６－４   美馬    （大体大） 
伊藤 良輔   ２－６ ３－６   大滝    （京産大） 
▽４回戦 
福田 勝志   ６－３ ６－２   松尾    （大体大） 
▽準々決勝 

福田 勝志   ６－３ ６－０   明石    （神院大） 
▽準決勝 
福田 勝志   ６－１ ６－３   尾崎    （近 大） 
▽決 勝 
福田 勝志   ６－２ ６－１   重政    （甲南大） 
〈優 勝〉 

(男子ダブルス)（Ｂ－４８） 
▽１回戦 
伊藤・常次   ６－３ ６－２   近藤・武智 （京産大） 
▽２回戦 
伊藤・常次   ０－６ １－６   伊藤・劉  （近 大） 
福田・寺内   ６－１ ６－３   久保(龍大)・内村(大経） 
▽３回戦 
福田・寺内 ５－７ ６－１ ２－６ 栗田・大滝 （京産大） 
(女子シングルス)（Ｂ－６４） 
▽１回戦 
内藤 雅子   ６－３ ７－６   清水    （大教大） 
西脇 由花   ６－０ ６－１   吉川    （帝 大） 
中島 祐子   ６－１ ６－４   和田    （大体大） 
松浦 佳月   ６－２ ７－５   重盛    （京産大） 
▽２回戦 
中島 祐子   ４－６ ４－６   松田   （園田女大） 
松浦 佳月   ７－５ ７－６   原田   （松蔭女大） 
内藤 雅子   ６－４ ６－４   兼森   （松蔭女大） 
西脇 由花   ６－７ ２－６   尾崎    （立命大） 
▽３回戦 
松浦 佳月   ５－７ ２－６   松田   （園田女大） 
内藤 雅子 ３－６ ６－４ １－６ 尾崎    （立命大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３２） 
▽１回戦 
西脇・松浦 ６－３ ５－７ ６－２ 堤 ・児玉 （京産大） 
中島・内藤 ６－７ ６－２ ４－６ 宮本・堀井（松蔭女大） 
四方・若林   ３－６ ２－６   稲角・重盛（松蔭女大） 
▽２回戦 
西脇・松浦   ４－６ ２－６   稲角・原田（松蔭女大） 
 
１９９５（平成 ７）年 

【関西学生室内テニス選手権】 

         予選（１１月 ８日～１１日 薬業鳴尾浜） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３９） 
▽１Ｒ   伊藤 良輔 2－6 6－2 6－3 川瀬（近 大） 
▽２Ｒ   常次 洋平 6－4 4－6 6－4 吉野（立命大） 
      伊藤 良輔   3－6 4－6  堀 （大体大） 
▽３Ｒ   常次 洋平   3－6 4－6  福永（大体大） 
予選 (男子ダブルス)（B－２０） 
▽２Ｒ   福田･寺内 6－2 6－4 樹下(大体)･坂江(関外） 
▽３Ｒ   福田･寺内 3-6 6-4 7-5 栗田･大滝（京産大） 
▽FIN   福田･寺内 6－3 6－1 森田･福永（大体大） 
予選 (女子シングルス)（Ｂ－３２） 
▽１Ｒ   内藤 雅子  6－4 6－2  小島（京産大） 
      中島 祐子  2－6 0－6  橋本（園田女大） 
      松浦 佳月  6－3 6－4  荻野（立命大） 
▽２Ｒ   内藤 雅子  5-7 6-3 6-0   上野（愛院大） 
      松浦 佳月  6－2 6－2  末吉（松蔭女大） 
▽３Ｒ   内藤 雅子  6-0 6-7 3-6  石崎（国際女大） 
      松浦 佳月  6－7 4－6  岩神（園田女大） 
予選 (男子シングルス)（B－２０） 
▽２Ｒ   内藤･中島 6－2 6－4 久保園･沖（園田女大） 
▽３Ｒ   内藤･中島 3-6  6-4  6-3 荻野･大塚 （立命大） 
▽FIN   内藤･中島 0－6 3－6 宮本･堀井（松蔭女大） 
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    本戦（１２月 ５日～ ９日 神戸市中央体育館） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１６） 
▽１回戦 
福田 勝志   ６－３ ６－１   藤解    （近 大） 
▽２回戦 
福田 勝志   ６－３ ７－６   伊藤（勝） （近 大） 
▽準決勝 
福田 勝志 ６－１ ３－６ ４－６ 李     （韓 国） 
(男子ダブルス)（Ｂ－８） 
▽１回戦 
福田・寺内   ６－４ ６－３   田中・吉野 （立命大） 
▽準決勝 
福田・寺内   ６－４ ７－６   重政・坂戸 （甲南大） 
▽決 勝 
福田・寺内   ４－６ ２－６   鄭 ・李  （韓 国） 
〈準優勝〉 

 
１９９５（平成 ７）年度 

【関西学生地域 (京都地区) テニストーナメント】 

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

３回生 田島 一宏 東田 一樹 松田  純 三宅 武之 

    向井 敏浩 

２回生 茨木 亮吉 梶谷 真之 橋本 明元 富永 広起 

１回生 竹田 佳生 沢松  登 前田 泰成 秋元 伸浩 

    伊戸  崇 末松 和浩 寺内 健二 深野 幸平 

    前田 博幸 森上 徹平 吉村  達 

(女子シングルス) 

３回生 松浦 佳月 赤井 雅子 中島 祐子 

２回生 林 由美子 小澤 明子 

１回生 内藤 雅子 筧  雅子 若林 純子 山田麻紀子 

 

１９９５（平成 ７）年 

【関西学生新進テニストーナメント】 

         予選（１０月１６日～２７日 各大学） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－８５１） 
３回生 田島 一宏- 東田 一樹- 松田  純- 三宅 武之- 

    向井 敏浩- 

２回生 茨木 亮吉- 梶谷 真之- 

１回生 竹田 佳生- 沢松  登- 前田 泰成- 秋元 伸浩- 

    伊戸  崇- 末松 和浩- 寺内 健二- 深野 幸平 

    前田 博幸- 森上 徹平- 吉村  達- 

予選 (男子ダブルス)（Ｂ－３９９） 
橋本・深野- 向井・秋元- 末松・伊戸- 東田・梶谷- 

茨木・竹田- 三宅・前田- 松田・前田- 田島・森上- 

吉村・沢松- 

予選 (女子シングルス)（Ｂ－   ） 

３回生 松浦 佳月- 赤井 雅子- 中島 祐子- 

２回生 林 由美子- 小澤 明子- 川本 羽奈- 中西 眞季- 

１回生 内藤 雅子- 土屋 香織- 筧  雅子- 若林 純子- 

    山田麻紀子- 道本 裕子- 渡辺奈保子- 

予選 (女子ダブルス)（Ｂ－   ） 

        本戦（１１月１３日～１９日 万博公園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１・２回戦  寺内 健二－ 
▽３回戦 
寺内 健二 ７－６ ３－６ ７－５ 江馬    （京産大） 

▽準々決勝 
寺内 健二 ６－３ ４－６ ０－６ 平山    （関学大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１・２回戦  福田・寺内－ 

▽準々決勝 
福田・寺内   ６－４ ６－４   北村・川端 （大体大） 
▽準決勝 
福田・寺内   ６－３ ６－３   田中・吉野 （立命大） 
▽決 勝 
福田・寺内 ７－６ ２－６ ４－６ 重政・坂戸 （甲南大） 
〈準優勝〉 

(女子シングルス) （Ｂ－４８） 

▽１・２回戦  松浦 佳月－    内藤 雅子－ 

▽３回戦 

松浦 佳月   ２－６ ５－７   清水    （大教大） 

内藤 雅子   ６－１ ６－２   岡本   （松蔭女大） 

▽準々決勝 

内藤 雅子 ６－３ ４－６ ２－６ 兼森   （松蔭女大） 

(女子ダブルス)（Ｂ－２４） 

 

１９９５（平成 ７）年 

【全日本学生テニス選手権】第６３回 

         本戦（ ８月 ５日～１３日 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦 
福田 勝志   ６－１ ６－０   佐々木 （札幌大） 
常次 洋平 ６－４ ２－６ ６－４ 山本  （山口大） 
▽２回戦 
福田 勝志   ７－５ ６－４   堀井  （専修大） 
常次 洋平   ５－７ １－６   緒方  （明治大） 
▽３回戦 
福田 勝志   ３－６ ５－７   中島  （立命大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
福田・寺内 ６－３ ４－６ ７－５ 日野村・濱浦（日本大） 
▽２回戦 
福田・寺内 ３－６ ６－４ ６－２ 玉井・和泉 （早 大） 
▽３回戦 
福田・寺内   ２－６ １－６   梅田・永見 （青学大） 
(女子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
内藤 雅子   ７－５ ７－５   三橋 （鹿屋体大） 
中島 祐子   ３－６ ２－６   荻野  （立命大） 
松浦 佳月 ６－３ ２－６ ５－７ 藤山  （日体大） 
西脇 由花   ２－６ ４－６   勝見  （専修大） 
▽２回戦 
内藤 雅子   １－６ ４－６   託魔  （青学大） 
 
１９９５（平成 ７）年 

【全日本学生室内テニス選手権】第３２回 

       予選（１１月２４日～２６日 慶応大・亜細亜） 

予選 (男子ダブルス)（Ｂ－１６） 
D1R福田・寺内   3－6 4－6   重政・坂戸（甲南大） 
     本戦（１1月２８日～１２月３日 駒沢公園体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦 
福田 勝志   ４－６ ４－６   永久  （日本大） 
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１９９５（平成 ７）年 
【全日本室内テニス選手権】第３１回 ブリジストンカップ 

         予選（ １月２４日～２７日  朝日生命久我山） 

予選 (女子シングルス)（Ｂ－３２） 

S1R遠藤真由美(OB日本電装)   3－6 1－6   山崎 (NEC) 
予選 (女子ダブルス)（Ｂ－１６） 

D1R遠藤(OB)･佐々木(日本電装)  3-6  1-6  高木･鳥羽(島津製作所) 
         本戦（ ２月１３日～１９日 東京体育館） 
 

１９９５（平成 ７）年 

【全日本テニス選手権】第７０回 ＩＢＭ 

       （ ９月２１日～１０月１日 有明テニスの森公園） 
予選Ｂ (男子シングルス)（Ｂ－４８） 
S1R福田勝志(同大) 7－5 5－7 4－6 小谷  (岩田屋) 
予選 (男子ダブルス)（B－２４） 
D1R梅津(OB日生)･藤田(日生)  2－6 4－6  久我・溝口(日生) 
予選Ａ (女子シングルス)（B－４８） 
S1R内藤雅子(同大)   6－1 6－2   天野 (徳島市立高) 
S2R内藤雅子(同大)   2－6 6－7   内田    (筑波大) 
予選 (女子ダブルス)（B－２４） 
S1R遠藤(OB)･佐々木(日本電装) 6-2 5-7 6-7 藤田･吉岡 (日新火災) 
 
１９９５（平成 ７）年 

【全日本ベテランテニス選手権】第５７回 明治生命 

           （１０月 ３日～ ７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 

大沢 俊司(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  １－６ １－６  井上（京都東山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) ６－１ ７－６  宮川 （小平TC） 

▽２回戦 

良元 英河(OB TS ﾋﾟｼﾞｮﾝ) １－６ ０－６ 玉光 (三菱重工神戸) 

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) 7-5  4-6  6-3 郡司(金子GTA)･熊谷(ﾗﾎﾟｰﾑ) 

▽準々決勝 

大沢(OB)･篠原(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ６－２ ６－０ 足立･布野 (日本航空) 

▽準決勝 

大沢(OB)･篠原(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)6-4 7-6樋口(GTC津久井)･松岡(大島ﾌﾗﾜｰ TC) 

▽決 勝 

大沢(OB)･篠原(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 6-7  0-6 福井(ふくいTC)･小幡(ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ) 

〈準優勝〉 
 

１９９５（平成 ７）年 

【東海毎日テニス選手権】第４８回 ダンロップ 

       （ ５月 ８日～２１日 名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 
予選 (女子ダブルス) 

D1R遠藤(OB日電装)･橋本(ﾄﾖﾀ自動車)  6-3 6-2  下條･平山(愛院大) 
FIN遠藤(OB日電装)･橋本(ﾄﾖﾀ自動車) 6-1 6-3机渕･服部(ﾄﾖﾀ自動車) 
     本戦（ ５月 ８日～２１日 名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 
(女子シングルス) 

▽１回戦 
遠藤真由美(OB日本電装) ５-７ ６-４ １-６ 結城 (朝日生命) 
(女子ダブルス) 

▽１回戦 
遠藤(OB日電装)･橋本(ﾄﾖﾀ自動車) 6-2 4-6 6-7 福澤･土方(ｱｲｼﾝ精機) 
 
 


