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１９９６（平成 ８）年 

◆社会：搭乗運用技術者-若田光一『ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ』で宇宙へ(1/11)。 

    O－157集団中毒発生(7/13)。 
        ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ TV(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ多ﾁｬﾝﾈﾙ衛星試験放送)開始(6/30)。 

【みやこめっせ完成(5/)】 

★流行語：『自分で自分をほめたい』 

◇SPT ：第26回 ｱﾄﾗﾝﾀ五輪(7/20～8/5) 

◇ﾃﾆｽ ：ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ大会( / )－伊達 公子 ﾍﾞｽﾄ 4。 

◇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＞ (3/  ～  日間) 宮崎市総合運動公園－青島 水光苑 

 
１９９６（平成 ８）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】 

    （１０月 ３日～１０日 マリンパーク北村） 
＜男子１部リーグ＞ 

× 同志社 ０（複０－３ 単０－６）９ 近 大① 

 
× 同志社 ２（複 －  単 － ）７ 京産大② 

 
× 同志社 ０（複０－３ 単０－６）９ 甲南大③ 

 

× 同志社 ２（複 －  単 － ）７ 大体大④ 

 
× 同志社 ３（複 －  単 － ）６ 関学大⑤ 

 
＜男子１部リーグ⑥位＞ ２部降格 同志社大学 ０勝５敗 
 

１９９６（平成 ８）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】     ＜女子の部＞ 

       （１０月 ３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 －  単 － ）４ 松蔭女大② 

 
× 同志社 ０（複０－２ 単０－３）５ 立命大③ 

 

× 同志社 ０（複０－２ 単０－３）５ 京産大④ 

 

× 同志社 ２（複 －  単 － ）３ 関学大⑤ 

            

＜女子１部リーグ⑥位＞ ２部降格 同志社大学(女) ０勝５敗 

 

１９９６(平成 ８）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （  月  日     立教大） 

○ 同志社 ６（複 －  単 － ）１ 立教大 

 
１９９６(平成 ８）年 

【定期戦】     対 立教大学戦     ＜女子の部＞ 

           （  月  日     立教大） 

× 同志社 １（複 －  単 － ）６ 立教大 

 
１９９６（平成 ８）年 

【定期戦】     対 青山学院大学戦 

           （  月  日     青学大） 

× 同志社 １（複 －  単 － ）８ 青学大 

 

１９９６（平成 ８）年 

予選【関西学生春季テニストーナメント】 

         予選（ ４月２０日～２９日 各大学） 
予選出場者 (男子シングルス) 
４回生 田島 一宏 東田 一樹 松田  純 三宅 武之 

向井 敏浩 
３回生 茨木 亮吉 梶谷 真之 橋本 明元 富永 宏紀 
２回生 竹田 佳生 沢松  登 前田 泰成 秋元 伸浩 

伊戸  崇 末松 和浩 深野 幸平 前田 博幸 
森上 徹平 吉村  達 

１回生 森本 昌康 東森 賀寛、上野山裕城 浅井陽二郎 
泉  真一 舟本  恵、川口 貴司 正司 宣彦 

予選出場組 (男子ダブルス) 
田島・吉村  東田・梶谷  松田・伊戸  三宅・前田 
向井・秋元  茨木・泉   橋本・深野  富永・末松 
竹田・森上  沢松・浅井  前田・舟本  森本・上野山 
東森・川口 

予選免除者 (男子シングルス) 
２回生 福田 勝志 寺内 健二 
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 中島 祐子 
３回生 林 由美子 
２回生 若林 純子 
１回生 伊藤加奈子 
予選出場組 (女子ダブルス) 
 

１９９６（平成 ８）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 

         本戦（ ５月 ６日～１２日 江坂TC） 
  (男子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
森本 昌泰   ６－１ ６－３   松永    （近 大） 
寺内 健二   ６－１ ６－２   磯野    （近 大） 
田島 一宏   ６－３ ６－２   橋本    （龍谷大） 
▽２回戦 
福田 勝志   ６－０ ６－０   山田    （龍谷大） 
森本 昌泰   ６－１ ６－３   美馬    （大体大） 
寺内 健二   ６－２ ６－２   山本    （近 大） 
田島 一宏   ０－６ ０－６   尾崎    （近 大） 
▽３回戦 
福田 勝志   ４－６ ２－６   藤原    （近 大） 
森本 昌泰   ０－６ １－６   大木    （近 大） 
寺内 健二 ４－６ ６－０ ５－７ 大滝    （京産大） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
森本･上野山 ３－６ ６－２ ２－６  宮原・堀内 （近 大） 
▽２回戦 
福田・寺内   ６－１ ６－０   太田・国友 （大体大） 
▽３回戦 
福田・寺内   ６－１ ６－３   畑田・辻  （近 大） 
▽準々決勝 
福田・寺内   ４－６ ３－６   帆足・劉  （近 大） 
(女子シングルス) （Ｂ－６４） 

▽１回戦 
内藤 雅子 ２－６ ６－１ ６－２ 井上    （大体大） 
松浦 佳月   ６－２ ６－３   角野  （武庫川女大） 
中島 祐子   ２－６ １－６   清水    （大教大） 
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▽２回戦 
内藤 雅子   ６－２ ６－２   岡村   （松蔭女大） 
松浦 佳月   ６－４ ６－３   加賀谷   （桃山大） 
▽３回戦 
内藤 雅子   ７－６ ６－２   宮本   （松蔭女大） 
松浦 佳月   ２－６ ２－６   北村    （関学大） 
▽準々決勝 
内藤 雅子 ４－６ ６－２ ６－３ 関口   （園田女大） 
▽準決勝 
内藤 雅子   ０－６ ３－６   北村    （関学大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
松浦・内藤 ５－７ ６－４ ６－４ 出村・松本（国際女大） 
中島・若林   ３－６ ４－６   小島・望岡 （京産大） 
▽２回戦 
松浦・内藤   ３－６ ３－６   兼森・宮本（松蔭女大） 
 
１９９６（平成 ８）年 

予選【関西学生テニス選手権】 

         予選（ ６月２２日～    各大学） 
予選出場者 (男子シングルス) 
４回生 田島 一宏 東田 一樹 松田  純 三宅 武之 

向井 敏浩 
３回生 茨木 亮吉 梶谷 真之 橋本 明元 富永 宏紀 
２回生 竹田 佳生 沢松  登 前田 泰成 秋元 伸浩 

伊戸  崇 末松 和浩 深野 幸平 前田 博幸 
森上 徹平 吉村  達 

１回生 森本 昌康 東森 賀寛 上野山裕城 浅井陽二郎 
泉  真一 舟本  恵 

予選出場組 (男子ダブルス) 
 
予選免除者 (男子シングルス) 
２回生 福田 勝志 寺内 健二 
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 中島 祐子 
３回生 林 由美子 
２回生 若林 純子 
１回生 伊藤加奈子 
予選出場組 (女子ダブルス) 
 

１９９６（平成 ８）年 

【関西学生テニス選手権】 

         本戦（ ８月２６日～９月１日 江坂TC） 
  (男子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
浅井陽二郎 ６－３ ４－６ ６－４ 小野田   （近 大） 
吉村  達   ５－７ ３－６   入船    （京産大） 
上野山祐城   ３－６ ２－６   田中    （大市大） 
常次 洋平   １－６ ２－６   小西    （神院大） 
田島 一宏   ５－７ ３－６   国光    （甲南大） 
森本 昌泰   ６－１ ６－４   岩佐    （龍谷大） 
▽２回戦 
浅井陽二郎   ４－６ １－６   帆足    （近 大） 
寺内 健二   ７－６ ６－４   上原    （京産大） 
福田 勝志   ６－０ ６－０   森本 昌泰 （同 大） 
▽３回戦 
寺内 健二   ４－６ ４－６   大滝    （京産大） 

福田 勝志   ６－０ ６－２   平井    （龍谷大） 
▽４回戦 
福田 勝志   ６－１ ６－３   佐治    （立命大） 
▽準々決勝 
福田 勝志   ６－０ ６－０   坂戸    （甲南大） 
▽準決勝 
福田 勝志 ７－５ ４－６ １－６ 劉     （近 大） 
  (男子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽２回戦 
福田・寺内   ６－１ ７－６   片山・東野 （近 大） 

▽３回戦 
福田・寺内 ６－２ ３－６ ６－３ 北村・川端 （大体大） 
▽準々決勝 
福田・寺内   ６－７ ４－６   帆足・劉  （近 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
若林 純子 ６－２ １－６ ３－６ 清水    （大教大） 
松浦 佳月   ０－６ ４－６   長谷川   （大体大） 
内藤 雅子   ７－５ ６－３   兼森   （松蔭女大） 
林 由美子   １－６ ０－６   宮脇    （京産大） 
中島 祐子   ４－６ ２－６   大谷  （武庫川女大） 
▽２回戦 
内藤 雅子   ６－１ ６－１   森村    （天理大） 
▽３回戦 
内藤 雅子   ６－１ ６－２   長谷川   （大体大） 
▽準々決勝 
内藤 雅子   ６－３ ６－１   湊    （園田女大） 
▽準決勝 
内藤 雅子   ２－６ ２－６   関口   （園田女大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
松浦・内藤   ６－２ ６－４   北村・谷井 （関学大） 
▽２回戦 
松浦・内藤 ２－６ ６－３ ７－６ 岡本・飯田（松蔭女大） 
▽準々決勝 
松浦・内藤 ６－４ １－６ ０－６ 稲角・牧田（松蔭女大） 
 
１９９６（平成 ８）年 

予選【関西学生室内テニス選手権】 

         予選（１１月２０日～２３日 薬業鳴尾浜） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 
▽１Ｒ 
森本 昌泰   ６－３ ６－４   萩原      （桃山大） 
▽２Ｒ 
森本 昌泰 ６－７ ６－３ １－６ 佐治      （立命大） 
 

１９９６（平成 ８）年 

【関西学生室内テニス選手権】 

     本戦（１２月１１日～１５日 神戸市立中央体育館） 
(男子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦 
寺内 健二 2-6  1-6  CHUNG  EUI  HYUN (MIYONGJI UNIV.) 
福田 勝志 ６－４ ４－６ １－６ 劉       （近 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽１回戦 
福田・寺内  2－6  5－7  CHUNG・IM  (MIYONGJI UNIV.) 
(女子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦 

内藤 雅子 ７－６ ６－７ ５－７ 堀井   （松蔭女大） 
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１９９６（平成 ８）年 

【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 茨木 亮吉 梶谷 真之 橋本 明元 富永 広起 

２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 

１回生 森本 昌康 東森 賀寛 上野山祐城 浅井陽二郎 

    泉  真一 舟本  恵 

(男子ダブルス) 

森本・上野山〈準優勝〉－佐治・佐藤（立命大） 

 (女子シングルス) 

３回生 林 由美子 小澤 明子 川本 羽奈 中西 眞季 

２回生 内藤 雅子 筧  雅子 若林 純子 山田麻紀子 

    道本 裕子 

１回生 伊藤加奈子 

(女子ダブルス) 

内藤・若林 〈優 勝〉－高木・尾崎（立命大） 

 

１９９６（平成 ８）年 

【関西学生チャレンジテニストーナメント】 

           （ ９月 ４日～１５日 各大学） 
(男子シングルス) 

▽２回戦  森上 徹平def福谷(英知大) 

東森 賀寛1-8高橋(関 大)  前田 泰成8-3藤本(京教大) 

末松 和浩def岡本(神 大)  伊戸  崇8-2正田(和 大) 

竹田 佳生8-0西田(帝 大)  舟木  恵8-2山田(獨協大) 

沢松  登8-3村上(奈産大) 

▽３回戦  森下 徹平8-2安岡(神国大) 

前田 泰成8-2中川(大院大)  末松 和浩6-8赤星(龍 大) 

伊戸  崇8-0小山(関学大)  竹田 佳生8-3酒井(和 大) 

舟木  恵6-8田井中(関学大) 沢松  登8-3養祖(京教大) 

▽４回戦  森下 徹平8-5桑路(大院大) 

前田 泰成8-5岩田(龍 大)  伊戸  崇－ 福田(大市大) 

竹田 佳生8-4吉岡(奈良大)  沢松  登－ 青木(大市大) 

 

１９９６（平成 ８）年 

【関西学生新進テニストーナメント】 

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

２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- 

１回生 森本 昌泰- 東森 賀寛- 上野山祐城- 浅井陽二郎- 

    泉  真一- 舟本  恵- 

予選 (男子ダブルス)（Ｂ－   ） 
 

予選 (女子シングルス)（Ｂ－   ） 

３回生 林 由美子- 小澤 明子- 

２回生 内藤 雅子- 土屋 香織- 筧  雅子- 若林 純子- 

１回生 伊藤加奈子- 

予選 (女子ダブルス)（Ｂ－   ） 

        本戦（１１月１２日～１８日 万博公園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） 

▽１・２・３回戦  寺内 健二－ 
▽準々決勝・準決勝 寺内 健二－ 
▽決 勝 
寺内 健二   ６－３ ６－３   福永    （大体大） 
〈優 勝〉 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

(女子シングルス)（Ｂ－４８）(女子ダブルス)（Ｂ－２４） 

 

１９９６（平成 ８）年 

【京都学生テニストーナメント】 

（  月  日～  日 ） 
(男子シングルス)（Ｂ－３２） (男子ダブルス)（Ｂ－１６） 

(女子シングルス)（Ｂ－２４） (女子ダブルス)（Ｂ－１３） 

 

１９９６（平成 ８）年 

【全日本学生テニス選手権】第６４回 

           本戦（ ８月 ３日～１１日 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦 
寺内 健二   ６－４ ６－１   新保  （中央大） 
福田 勝志   ６－１ ６－０   池ヶ谷 （中京大） 
▽２回戦 
寺内 健二   ４－６ ３－６   芳野  （亜細亜） 
福田 勝志   ６－０ ６－０   中沢  （青学大） 
▽３回戦 
福田 勝志   ４－６ ３－６   寺内  （中央大） 
▽４回戦 
福田 勝志 １－６ ６－３ ６－３ 重政  （甲南大） 
▽準々決勝 
福田 勝志   ６－３ ６－４  ｲﾗｳﾃﾞｨｵ鈴木（亜細亜） 
▽準決勝 
福田 勝志 ２－６ ６－４ ２－６ 坂井    （慶応大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
福田・寺内 ６－７ ６－４ ６－２ 姉川・倉光（亜細亜） 
▽２回戦 
福田・寺内   ６－４ ６－２   北村・川端（大体大） 
▽３回戦 
福田・寺内   ２－６ ２－６   木下・竹下（亜細亜） 
(女子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
松浦 佳月   １－６ ２－６   畠中  （立命大） 
▽２回戦 
内藤 雅子   ５－７ ５－７   湊  （園田女子） 
(女子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
松浦・内藤   ２－６ ２－６   小島・望岡（京産大） 
 
１９９６（平成 ８）年 

【全日本学生室内テニス選手権】第３３回 

          予選（１１月２８日~１２月１日荏原湘南SC） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 
▽１Ｒ 
福田 勝志   ６－０ ６－０   高橋  （日本大） 
▽２Ｒ 
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福田 勝志   ６－１ ６－０   小桜  （日本大） 
▽FIN 
福田 勝志   ３－６ ４－６   藤原  （近 大） 
予選 (女子シングルス)（Ｂ－３２） 

▽１Ｒ 
内藤 雅子   ３－６ ２－６   堀井 （松蔭女子） 
           本戦（１２月 ３日～ ８日 駒沢体育館） 
 
１９９６（平成 ８）年 
【全日本室内テニス選手権】第３２回 島津 

       予選（ ２月１６日～１８日 京都市立体育館） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 

S1R福田 勝志(四宮TC)  6－3  3－6  2－6 村上(ﾎﾞｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ) 
       本戦（ ２月１９日～２５日 京都市立体育館） 
 
１９９６（平成 ８）年 

【全日本テニス選手権】第７１回 ＩＢＭ 

       予選（ ９月１９日～２９日 有明テニスの森公園） 
予選Ａ (男子シングルス)（Ｂ－４８） 
S1R寺内 健二(同大)  ５－７ １－６   鈴木 （山形県） 
予選Ｂ (男子シングルス)（Ｂ－４８） 
S1R福田 勝志(同大)  ６－２ ６－１  久我（日本生命） 
FIN福田 勝志(同大)  ５－７ ４－６   山下 （亜細亜） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－２４） 
D1R梅津(OB)･中村(日生) 4-6  6-2  6-2 磐下･磐下(泉ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ TC) 
FIN梅津(OB)･中村(日生)6-4 7-5寺地(志津TC)･田口(新松戸ﾌｧﾐﾘｰTC) 
     本戦（ ９月１９日～２９日 有明テニスの森公園） 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 
▽１回戦 
梅津(OB)･中村(日本生命) ６－３ ７－５ 小野田・尾崎 (近大) 
内田･角田(日大三島) 2－6  1－6 山本(ﾌｪﾆｯｸｽﾘｿﾞｰﾄ)･佐藤(NEC) 
▽２回戦 
梅津(OB)･中村(日生) 0-6 6-4 3-6 山本(ﾌｪﾆｯｸｽﾘｿﾞｰﾄ)･佐藤(NEC) 
 
１９９６（平成 ８）年 

【全日本ベテランテニス選手権】第５８回 明治生命 

           （１０月 ２日～ ６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)   ６－３ ６－１   神山 (海上自衛隊) 

▽２回戦 

大沢  俊司(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  ０－６ １－６   高西   (日吉台TC) 

 
１９９６（平成 ８）年 

【京都市テニス選手権】第  回 

          （  月  日～  日 西院・小畑川） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２８）(男子ダブルス)（Ｂ－１６） 
４５歳以上 (男子シングルス)（Ｂ－１６）(男子ダブルス)(Ｂ－８) 
５５歳以上 (男子ダブルス)（Ｂ－  ）▽決 勝 
 

１９９６（平成 ８）年 

【京都府テニス選手権】第  回 

         本戦（１０月  日～  日 西院） 
(男子シングルス)（Ｂ－６４） (男子ダブルス)（Ｂ－３２） 
壮年 (男子シングルス)（Ｂ－２８） 
(女子シングルス)（Ｂ－３２） (女子ダブルス)（Ｂ－１６） 
 

１９９６（平成 ８）年 

【島津クラシックマスターズ】 

       本戦（  月  日～  日 京都市立体育館） 
予選 (男子シングルス)  予選 (男子ダブルス) 

(男子シングルス)（Ｂ－２４） 

 
１９９６（平成 ８）年 

【全日本ローンコートテニス選手権】第２０回 

   （１０月２８日～１１月３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) 4-6  7-5  0-6 久我 (日生) 
一般 (男子ダブルス) 

▽1回戦  梅津(OB日生)･中村(日生) 
               ６-７ ５-７  村上(朝生)･万木(豊田自動織機) 
 

１９９６（平成 ８）年 

【神戸オープンテニストーナメント】９６ ミキプルーン 

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

S1R吉岡 青樹(OB NTT関西)8-6森田(大体大) 

S1R寺内 健二(同大)9-8奥(島津製作所) 

S1R梅津 乾三(OB日生)6-8奥谷(ｷﾝｷｽﾎﾟｰﾂｻｰﾋﾞｽ) 

S2R吉岡 青樹(OB NTT関西)8-5高橋(関学) 

S2R寺内 健二(同大)8-5今井(伊予銀行) 

FIN吉岡 青樹(OB NTT関西)1-8坂戸(甲南大) 

FIN寺内 健二(同大)8-3渡邉(緑ケ丘ﾛｰﾝ TC) 

予選 (男子ダブルス) 

D2R吉岡(OB NTT)･澤(NTT関西) 8-4岩田(ﾙﾈｯｻﾝｽ早稲田)･高橋(ﾊﾞｰｽ) 

FIN吉岡(OB NTT)･澤(NTT関西) 8-2中本(ﾀﾞｲﾊﾂ)･福永(日本ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ) 

予選 (女子シングルス) 

S1R若林 純子(同大)8-1江草(BIWA TC) 

S1R羽賀 友美(同大)0-8牧田(松陰女大) 

S2R若林 純子(同大)8-6松村(中原IC) 

S2R林 由美子(同大)0-8牧田(松陰女大) 

FIN若林 純子(同大)8-6桜井(ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ) 

予選 (女子ダブルス) 

D1R林 ･羽賀(同大)0-8岡田(ｱｵﾉ TC)･岡田(ｱｲﾘﾊﾞｰ 84TR) 

D1R四方･赤井(同大)8-3紫田･駒村(大体大) 

D1R山田･土井(同大)7-9小林(江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀ )ー･赤崎(三井ｶﾞｰﾃﾞﾝ TC) 

D2R中島･若林(同大)6-8水島･阿部(夙川学高) 

D2R松浦･内藤(同大)8-6橋本･塩見(松蔭女大) 

D2R四方･赤井(同大)2-8小林･池田(東芝) 

FIN松浦･内藤(同大)8-3望岡･児玉(京産大) 

  本戦（ ４月 ８日～１４日 神戸総合運動公園砂入人工芝） 
 (男子シングルス) 
▽１回戦  寺内 健二(同大) ４－６ ４－６ 小野田 (近 大) 

            福田 勝志(同大)  6-1 6-4  二俣(熱田森文化-ｾﾝﾀｰ) 

▽２回戦  福田 勝志(同大) ６－２ ６－４ 伊藤 (岩田屋) 

▽３回戦  福田 勝志(同大) ７－５ ６－２ 駒田 (ﾓｷﾌﾟﾙｰﾝ) 

▽準々決勝 福田 勝志(同大)  1-6  7-6  6-3  城間(島津製作所) 

▽準決勝  福田 勝志(同大) ６－０ ７－５ 小谷 (岩田屋) 

▽決 勝  福田 勝志(同大)         坂口 (ﾐｸﾌﾟﾙｰﾝ) 
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 (男子ダブルス) 

▽１回戦  福田･寺内(同大) ６-２ ７-６ 奥 ･城間 (島津製作所) 

       吉岡(OB NTT)･澤(NTT関西) 6-2 5-7 1-6 栗田･大滝 (京産大) 

▽２回戦  福田･寺内(同大) ５-７ １-６ 近藤(ﾌﾘｰ)･重政(甲南大) 

 (女子シングルス) 

▽１回戦  松浦 佳月(同大)７-６ ５-７ １-６ 前田 (立命大) 

            若林 純子(同大)   １-６ ３-６   藤森(松蔭女大) 

            内藤 雅子(同大) ６-１ ６-１ 永浜(加古川ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

▽２回戦  内藤 雅子(同大)  ３-６ １-６    宮本(松蔭女大) 

 (女子ダブルス) 

▽１回戦  松浦･内藤(同大) ６-２ ６-２ 水島･阿部 (夙川学高) 

            松浦･内藤(同大) ４-６ ４-６ 唐津･坊(ｱｲｼﾝ精機) 

 

 


