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１９９７（平成 ９）年 

◆社会：米火星探査機ﾏｰｽﾞ･ﾊﾞｽﾌｧｲﾝﾀﾞｰ火星到着(7/4)。 

     消費税(５％)(4/1)。容器ﾘｻｲｸﾙ法施行(4/1)。 

        香港返還(１国２制度)(7/1)。介護保険制度成立(12/9)。 

    東京湾海底横断道路開通(12/18)。臓器移植法(6/17)。 
【京都駅ビル完成(9/)】 

★流行語：『たまごっち』 

◇SPC ：大場満郎－単独北極海徒歩横断に成功(6/24)(世界初)。 

◇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 

 
１９９７（平成 ９）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】 

       （ ８月  日～    各大学） 
＜男子２部リーグ＞ 

○ 同志社 ６（複 －  単 － ）３ 関外大 

 
○ 同志社 ８（複 －  単 － ）１ 阪 大 

 
○ 同志社 ８（複 －  単 － ）１ 龍谷大 

 

○ 同志社 ８（複 －  単 － ）１ 神院大 

 
○ 同志社 ６（複 －  単 － ）３ 立命大 

 
＜男子２部リーグ①位＞  同志社大学 ５勝０敗 １部昇格 
 

（１０月  日～ マリンパーク北村） 
＜男子１部リーグ＞ 

× 同志社 １（複 －  単 － ）８ 近 大① 

 
× 同志社 ４（複 －  単 － ）５ 京産大② 

 
○ 同志社 ５（複 －  単 － ）４ 甲南大④ 

 

○ 同志社 ８（複 －  単 － ）１ 大体大⑤ 

 
○ 同志社 ５（複 －  単 － ）４ 関学大⑥ 

 
＜男子１部リーグ③位＞  同志社大学 ３勝２敗 
 

１９９７（平成 ９）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】     ＜女子の部＞ 

     （  月  日～    各大学） 
＜女子２部リーグ＞ 

× 同志社 １（複 －  単 － ）４ 甲南大 

 

× 同志社 ２（複 －  単 － ）３ 大女国大 

 
× 同志社 １（複 －  単 － ）４ 大体大 

 

× 同志社 １（複 －  単 － ）４ 武庫川女大 

 

× 同志社 ２（複 －  単 － ）３ 天理大 

 

＜女子２部リーグ⑥位＞  同志社大学 ０勝５敗 ３部降格 

 

１９９７（平成 ９）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （  月  日     同大 田辺） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  立教大 

 
１９９７（平成 ９）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 

 

１９９７（平成 ９）年 

【対抗戦】春季   対 慶応義塾大学戦 

           （ ２月  日     同大 田辺） 

× 同志社 ０（複０－３ 単０－６）９ 慶応大 

 

１９９６（平成 ８）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 

         本戦（ ５月 ８日～１６日 靭TC） 
  (男子シングルス)（Ｂ－  ） 

▽（Ｂ－１６）  寺内 健二－   内田 傑之－ 

▽準決勝（Ｂ－４）福田 勝志－ 

 (女子シングルス)（Ｂ－  ） 

▽（Ｂ－１６）  内藤 雅子－ 

 

１９９７（平成 ９）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 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 

２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 

１回生 内田 傑之 太田 啓一 伊東 清博 稲角 雅史 

    辻柿 俊明 吉崎 仁康 

(女子シングルス) 

３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 

２回生 伊藤加奈子 

１回生 蔵本仁以奈 大橋美穂恵 中川 咲子 福島 浩美 

 

１９９７（平成 ９）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 竹田 佳生- 沢松  登- 前田 泰成- 秋元 伸浩- 

    伊戸  崇- 末松 和浩- 森上 徹平- 吉村  達- 

２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- 

１回生 内田 傑之- 太田 啓一- 伊東 清博- 稲角 雅史- 

        辻柿 俊明- 吉崎 仁康- 

予選 (男子ダブルス)（Ｂ－   ） 
 

予選 (女子シングルス)（Ｂ－   ） 

３回生 内藤 雅子- 

２回生 伊藤加奈子- 
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１回生 蔵本仁以奈- 大橋美穂恵- 中川 咲子- 福島 浩美- 

予選 (女子ダブルス)（Ｂ－   ） 

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

 

１９９７（平成 ９）年 

【全日本学生テニス選手権】第６５回 

           本戦（ ８月 ２日～１０日 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦 
寺内 健二   ４－６ ２－６   本田  （愛院大） 
内田 傑之   １－６ ０－６   芳野  （亜細亜） 
福田 勝志   ６－２ ６－０   小桜  （日本大） 
森本 昌泰   １－６ ６－７   上野山 （日本大） 
▽２回戦 
福田 勝志   ６－２ ６－４   八木  （法政大） 
▽３回戦 
福田 勝志   ６－２ ６－０   山下  （法政大） 
▽４回戦 
福田 勝志 ６－２ ４－６ ６－０ 吉川  （亜細亜） 
▽準々決勝 
福田 勝志   ６－４ ６－１   山下  （青学大） 
▽準決勝 
福田 勝志   １－６ ３－６   徳丸  （法政大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
福田・内田   ７－６ ６－２   小泉・斎藤（明治大） 
寺内・森上 ４－６ ６－２ ６－３ 坂戸・国光（甲南大） 
▽２回戦 
福田・内田 ６－７ ６－４ ４－６ 村田・和田（慶応大） 
寺内・森上   １－６ ４－６   帆足・權 （近 大） 
(女子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽２回戦 
内藤 雅子 ６－１ ３－６ ４－６ 足立（大国際女大） 
 
１９９７（平成 ９）年 

【全日本学生室内テニス選手権】第３４回 

      予選（１２月 １日～ ７日 荏原湘南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 
▽１Ｒ 
寺内 健二      WO      矢野  （福岡大） 
内田 傑之 ３－６ ５－７     竹下  （亜細亜） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－１６） 
▽１Ｒ 
福田・内田   ６－２ ６－０   江口・中山（福岡大） 
▽２Ｒ 
福田・内田 ６－２ ２－６ ６－２ 斎藤・西原（専修大） 
▽FIN 
福田・内田   ３－６ ２－６   高田・和田（慶応大） 
予選 (女子シングルス)（Ｂ－３２） 
▽１Ｒ 
内藤 雅子 ６－２ ６－７ １－６ 北條  （専修大） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１６） 
▽１回戦 
福田 勝志 ３－６ ６－３ ６－３ 橋本  （亜細亜） 
▽２回戦 

福田 勝志   ２－６ ２－６   片桐  （法政大） 
 

１９９７（平成 ９）年 

【アジアテニス選手権】 

           （１２月 ８日～１４日 台北市） 
 (男子シングルス) (派遣選手) 福田 勝志(同大) 
 

１９９７（平成 ９）年 

【アジア学生テニス選手権】第１０回 

           （１２月１５日～２０日 香港） 
 (男子シングルス) 

▽準々決勝 福田 勝志(同大)－(KOR) 
▽準決勝  福田 勝志(同大)－ 
 
１９９７（平成 ９）年 
【全日本室内テニス選手権】第３３回 島津 

       予選（ ２月１３日～１５日  京都市立体育館） 

予選 (男子シングルス) 

▽１Ｒ（Ｂ－３２） 
福田 勝志(同大)   ６－３ ６－２     堀内ヤスヒロ 
▽２Ｒ 
福田 勝志(同大)   １－６ １－６   増田健太郎 
       本戦（ ２月１７日～２３日 京都市立体育館） 
 

１９９７（平成 ９）年 

【全日本テニス選手権】第７２回 ＩＢＭ 

       （１１月 ６日～１６日 有明テニスの森公園） 
予選Ａ (男子シングルス)（Ｂ－４８） 
▽Ａ－１R 
内田 傑之(同大) ６－３ ４－６ ６－１ 秋（磯部GTC） 
▽Ａ－２Ｒ 
内田 傑之(同大)   ６－２ ６－１   滝沢 （慶応大） 
▽Ａ－FIN 
内田 傑之(同大)   ２－６ ５－７   岡崎 （法政大） 
予選Ｂ (男子シングルス)（Ｂ－４８） 
▽Ｂ－１R 
福田 勝志(同大)   ６－４ ６－１   竹下（亜細亜） 
▽Ｂ－FIN 
福田 勝志(同大)      ６－３ ７－６ 菊水（島津製作所） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－２４） 
▽１R 
福田(同大)･藤解(近大) 6-7 2-6馬越(北日本物産)･菊水(島津製作所) 
     本戦（１１月 ６日～１６日 有明テニスの森公園） 
 (男子シングルス)（Ｂ－６４） 
▽１回戦 
福田 勝志(同大)   ７－６ ６－１   熊谷（岩田屋） 
▽２回戦 
福田 勝志(同大)     ３－６ １－６     増田  （ﾏﾝﾂﾈ） 
 
１９９７（平成 ９）年 

【全日本ベテランテニス選手権】第５９回 明治生命 

      （ ９月２８日～１０月３日 名古屋東山公園TC） 
５０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) ６-４ ４-６ ６-０ 川中  (ﾁｯｿ水保) 

▽２回戦 

秋山 政行(OB ﾘｯｸｽ西奈TC) ６-２ ６-４ 生井 (栃木県健康倶楽部) 
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▽準々決勝 

秋山 政行(OB ﾘｯｸｽ西奈TC) ６－１ ６－１ 佐野(ｴｽｴｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸ )゙ 

▽準決勝 

秋山 政行(OB ﾘｯｸｽ西奈TC)７-６ ４-６ ０-６ 高柳 (ｸﾗｰｼﾞｭ 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)  ２－６ ０－６ 小西 (名古屋MIDTC) 

５０歳以上 (男子ダブルス) 

▽１回戦 

秋山(OB西奈TC)･山本(静清信金) ６－４ ６－３ 

                               遠藤(上福岡TC)･奥田(防衛庁) 

▽準々決勝 

秋山(OB西奈TC)･山本(静清信金) ６－３ ７－６ 

                               川中(ﾁｯｿ水保)･池田(ｸﾗｼｯｸ TC) 

▽準決勝 

秋山(OB西奈TC)･山本(静清信金) ３－６ ６－４ ６－３ 

                                中田(SANAX)･梅原(徳山LTC) 

▽決 勝 

秋山(OB西奈TC)･山本(静清信金) ４－６ ４－６ 

〈準優勝〉        森田(ﾓﾘﾀﾃﾆｽ企画)･明石(明石ﾃﾆｽ企画) 

 
１９９７（平成 ９）年 

【大阪毎日オープンテニス】 

         本戦（ ４月２８日～５月１４日 靭公園TC） 

 (男子シングルス) 

▽決 勝  福田 勝志 (同 大)〈優 勝〉 
 

 


