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１９９８（平成１０）年 

◆社会：明石海峡大橋開通(3911m)(4/5)。毒入ｶﾚｰ事件(7/25)。 
       『日本版ﾋﾞｯｸﾊﾞﾝ』の金融ｼｽﾃﾑ改革法成立(6/5)。 

★流行語：『凡人・軍人・変人』 

◇SPC ：第18回 冬季五輪 長野大会(2/7～2/22)。 
◇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 

 
１９９８（平成１０）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】 

    （ ９月１９日～２５日 マリンパーク北村） 
＜男子１部リーグ＞ 

× 同志社 ２（複 －  単 － ）７ 近 大① 

 
○ 同志社 ７（複 －  単 － ）２ 京産大 

 
○ 同志社 ７（複 －  単 － ）２ 甲南大 

 

○ 同志社 ５（複 －  単 － ）３ 大体大 

 
○ 同志社 ６（複 －  単 － ）３ 関学大 

 
＜男子１部リーグ②位＞  同志社大学 ４勝１敗 
 

１９９８（平成１０）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３部リーグ＞ 

○ 同志社 ４（複 －  単 － ）１ 常磐会短大 

 

○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 神親和女大 

 
○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 関西外大 

 

○ 同志社 ３（複 －  単 － ）２ 大教育大 

 

○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 桃山院大 

 

＜女子３部リーグ①位＞  同志社大学 ５勝０敗 ２部昇格 

 

１９９８（平成１０）年 

【全日本大学対抗テニス王座決定試合】第５２回 

       （１０月２０～２３日長良川Ｔプラザ） 
＜男子＞ 

▽２回戦 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 札幌学院大 

（ダブルス） 

Ｎo１○福田・内田 ６－１ ６－１     古内・菅原 
Ｎo２○寺内・角田 ６－０ ６－０     永長・岡沼 
Ｎo３○森上・森本 ６－４ ６－３     長谷川・長峰 
（シングルス） 

Ｎo１○福田 勝志 ６－１ ６－１     長谷川大輔 
Ｎo２○内田 傑之 ６－２ ６－０     古内  洋 
Ｎo３○寺内 健二 ６－１ ６－１     笹島 誠悟 
Ｎo４○森本 昌泰 ７－５ ６－３     永長 茂樹 
Ｎo５○角田 博幸 ６－３ ６－１     岡沼 英記 
Ｎo６○吉村  達 ６－０ ６－１     長峰 久征 
▽準決勝 

× 同志社 ０（複０－３ 単０－６）９ 近畿大 

（ダブルス） 

Ｎo１×福田・内田 ５－７ ５－７     権 ・加藤 
Ｎo２×寺内・角田 ４－６ ４－６     藤原・小野田 
Ｎo３×森上・森本 ４－６ ４－６     山本・福本 
（シングルス） 

Ｎo１×福田 勝志 ０－６ ２－６     権  伍喜 
Ｎo２×内田 傑之 １－６ １－６     小野田倫久 
Ｎo３×寺内 健二 １－６ １－６     藤原 堅司 
Ｎo４×森本 昌泰 ４－６ ３－６     劉  冠均 
Ｎo５×角田 博幸 ４－６ ６－０ ３－６ 加藤 季温 
Ｎo６×吉村  達 ０－６ ２－６     福本  純 
▽３位戦 

○ 同志社 ５（複１－２ 単４－２）４ 亜細亜大 

（ダブルス） 

Ｎo１○福田・内田 ６－３ ４－６ ６－３ 吉川・石浦 
Ｎo２×寺内・角田 ６－７ ３－６     菊地・辻 
Ｎo３×森上・森本 ６－１ ５－７ ２－６ 石神・大迫 
（シングルス） 

Ｎo１○福田 勝志 ６－２ ６－３     石神 理貴 
Ｎo２○内田 傑之 ６－１ ０－６ ７－６ 竹下 順二 
Ｎo３○寺内 健二 ６－２ ７－６     三好  勲 
Ｎo４×森本 昌泰 ３－６ ０－６     吉川 真司 
Ｎo５○角田 博幸 ６－３ ６－４     石浦 純一 
Ｎo６×吉村  達 ０－６ １－６     辻  雄馬 
 
＜男子王座③位＞  同志社大学 

 

１９９８（平成１０）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （  月  日・  日 立教大） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  立教大 

 
１９９８（平成１０）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 

 

１９９９（平成１０）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 東森 賀寛 上野山祐城 浅井陽二郎 泉  真一 

    舟本  恵 

２回生 太田 啓一 伊東 清博 稲角 雅史 辻柿 俊明 

    吉崎 仁康 

１回生 角田 博幸 堀口 琢生 住田  進 小幡 隆志 

    東山 友和 

(女子シングルス) 

３回生 伊藤加奈子 

２回生 蔵本仁以奈 大橋美穂恵 中川 咲子 福島 浩美 

１回生 猪股 玲奈 松浦はるみ 馬場 美香 

 

１９９８（平成１０）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－   ） 
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３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- 

２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 

１回生 角田 博幸- 堀口 琢生- 住田  進- 小幡 隆志- 

    東山 友和- 

予選 (男子ダブルス)（Ｂ－   ） 
予選 (女子シングルス)（Ｂ－   ） 

３回生 伊藤加奈子- 

２回生 蔵本仁以奈- 大橋美穂恵- 

１回生 猪股 玲奈- 松浦はるみ- 馬場 美香- 

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） 
▽１・２・３回戦  森本 昌泰－ 
▽準々決勝     森本 昌泰－ 
▽準決勝 
森本 昌泰 ４－６ ６－３ ６－３ 坂田    （龍谷大） 
▽決 勝 
森本 昌泰   ３－６ ２－６   吉野    （立命大） 
〈準優勝〉 
(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） 

 

１９９８（平成１０）年 

【全日本学生テニス選手権】第６６回 

           （ ８月 １日～ ９日 香枦園TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦 
福田 勝志   ６－２ ６－２  堀口元ﾋﾞﾋﾞｱﾝ（亜細亜） 
寺内 健二 ６－３ ５－７ ６－１ 寺田     （中央大） 
内田 傑之   ６－１ ６－１   那須     （福岡大） 
森本 昌泰   ６－０ ６－１   向田     （愛工大） 
▽２回戦 
福田 勝志   ６－１ ６－２   武智     （京産大） 
寺内 健二   １－６ ０－６   陳威福  （日本大） 
内田 傑之 ５－７ ６－１ ６－４ 吉野   （立命大） 
森本 昌泰   ５－７ ３－６   竹下   （亜細亜） 
▽３回戦 
福田 勝志 ６－４ １－６ ６－０ 平田   （関学大） 
内田 傑之   ６－３ ６－３   福本   （近 大） 
▽４回戦 
福田 勝志   ６－３ ６－１   恒松   （筑波大） 
内田 傑之   ０－６ ２－６   陳威儒  （日本大） 
▽準々決勝 
福田 勝志   ３－６ １－６   片桐   （法政大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
福田・内田   ６－２ ６－３   下村・浅井（日本大） 
寺内・角田 ６－２ ２－６ ３－６ 山本・福本（近 大） 
▽２回戦 
福田・内田 ２－６ ６－２ ６－４ 石神・辻 （亜細亜） 
(女子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
内藤 雅子   ６－０ ６－０   杉本   （愛院大） 
▽２回戦 
内藤 雅子   ６－０ ６－０   池田  （園田女大） 

▽３回戦 
内藤 雅子   ４－６ １－６   小島   （専修大） 
 
１９９８（平成１０）年 

【全日本学生室内テニス選手権】第３５回 

          予選（１１月２７日～１２月１日荏原湖南SC） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 
▽１R 
角田 博幸   ６－１ ６－１   泉    （中京大） 
内田 傑之   ６－４ ６－０   高松   （早 大） 
▽２R 
角田 博幸   ６－３ ６－３   山本   （専修大） 
内田 傑之   ６－３ ６－０   菅崎   （東北大） 
▽FIN 
角田 博幸   ６－２ ６－３   加藤   （慶応大） 
内田 傑之   ６－７ ２－６   長谷川  （早 大） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－１６） 
▽１R 
内田・角田   ６－１ ６－３   宮崎・池本（四日市大） 
▽２R 
内田・角田   ６－３ ６－３   山本・八木（専修大） 
▽FIN 
内田・角田   ３－６ ３－６   八木・徳丸（法政大） 
         本戦（１２月 ８日～１３日 駒沢体育館） 

(男子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦 
福田 勝志 ７－６ ６－１ Sohn-Young-Shin (韓国－蔚山大) 
角田 博幸 ６－３ ３－６ ６－２ 石崎   （慶応大） 
▽２回戦 
福田 勝志   ６－４ ６－４   角田 博幸（同 大） 
▽準決勝 
福田 勝志 ６－７ ６－３ ６－４ 徳丸   （法政大） 
▽決 勝 
福田 勝志 ６－２ ６－１ IM SEONG－HO (韓国－明知大) 
(優 勝)                

 
１９９８（平成１０）年 
【全日本室内テニス選手権】第３４回 島津 

    予選・本戦（ ３月 7日～１５日 京都市立体育館） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 

S1R福田 勝志(同大)   ４－６ ０－６   小野田倫久 
 
１９９８（平成１０）年 

【全日本テニス選手権】第７３回 ＩＢＭ 

       （１１月 ５日～１５日 有明テニスの森公園） 
予選Ａ・Ｂ (男子シングルス)（Ｂ－９６） 
A-S1R角田 博幸(同大) ４－６ ７－５ ６－３ 一筆  (TC ﾊﾟﾌ) 
A-S2R角田 博幸(同大) ２－６ ６－３ ５－７ 重政  (ﾜｰﾙﾄﾞ) 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－４８） 
D1R内田・角田(同大) 6-2  7-5 赤木(SEEDTC)･白砂(あざみ野LTC) 
▽FIN 
内田・角田(同大)  ７－６ ７－５ 石崎・高田（慶応大） 
 (男子シングルス)（Ｂ－６４） 
▽１回戦 
福田 勝志(同大)   ６－３ ６－３   村上  （ﾌﾘｰ） 
▽２回戦 
福田 勝志(同大)   ２－６ ５－７   岩見 （ﾐｽﾞﾉ） 
 (男子ダブルス)（Ｂ－３２） 
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▽１回戦 
福田(同大)･伊藤(三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) 6-4RET熊谷(江坂TC)･谷川(ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ)
内田・角田(同大)     ２－６ ２－６   高田 (朝生)･松下(NEC) 
▽２回戦 
福田(同大)･伊藤(三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) 6-3 7-5大森(ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ)･本村(ﾌﾘｰ) 
▽３回戦 
福田(同大)･伊藤(三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) 1-6  0-6 原田(NEC)･古庄(ﾌﾘ )ー 
 (混合ダブルス) 
▽１回戦（Ｂ－１６） 
福田(同大)･福田(ﾜｺｰﾙ)  6-3  6-3 木村(ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ)･木暮(TH新所沢) 
▽２回戦 
福田(同大)･福田(ﾜｺｰﾙ) 2-6  6-4  6-1中村(日生)･鳥羽(島津製作所) 
▽準決勝 
福田(同大)･福田(ﾜｺｰﾙ)  １－６ ２－６  寺地(ﾐｽﾞﾉ)･森上(ﾐｷﾊｳｽ) 
 
１９９８（平成１０）年 

【全日本ベテランテニス選手権】第６０回 明治生命 

        （１０月１３日～１９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 ６-４ 酒井 （神戸LTC） 

▽２回戦 

秋山 政行(OB ﾘｯｸｽ西奈TC)     ９－８    高柳（ｸﾗｰｼﾞｭ TC） 

▽準々決勝 

秋山 政行(OBﾘｯｸｽ西奈TC)     ３－８    小黒  （山王会） 

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) ５－７ １－６ 

                                酒井(神戸LTC)･松田(ｱｵﾉ TC) 

６０歳以上 (男子ダブルス) 

久保(OB大阪国際LTC)･岡田(神戸LTC) ０－６ １－６ 

                                 川端(ｶﾜﾊﾞﾀ TC)･藤田(ｱｷﾗ TC) 

 
１９９８（平成１０）年 

【大阪毎日オープンテニス】 

         本戦（ ５月  日～  日   靭公園TC） 

 (男子ダブルス) 

▽決 勝  内田・角田 (同 大)〈優 勝〉 
 

 


