
 1

１９９９（平成１１）年 

◆社会：欧州連合(EU)単一通貨『ﾕｰﾛ』11ヵ国に導入(1/1)。 
    国旗・国歌法成立(8/9)。世界人口６０億人突破(10/12)。 

        NATO軍ﾕｰｺﾞｽﾗﾋﾞｱを空爆。ｶｼﾐｰﾙ紛争。東ﾃｨﾓｰﾙ紛争。 

【芥川賞－京大生(平野啓一郎氏)受賞(1/)】 

★流行語：『学校（級）崩壊』 

◇本学ﾃﾆｽ：監督－山下 寛(S44)OB就任(4/1～)。 

<校祖墓参> 若王子山頂－新島 襄 墓前  全部員 (2/  )。 

＜合  宿＞ (3/5～ 6日間) 宮崎市総合運動公園－青島 水光苑 

 
１９９９（平成１１）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】 

  （ ９月２５日～１０月1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 ４（複 －  単 － ）５ 京産大③ 

 
○ 同志社 ６（複 －  単 － ）３ 大体大⑥ 

 

× 同志社  （複 －  単 － ）  甲南大⑤ 

 
○ 同志社 ５（複 －  単 － ）４ 関学大② 

 
＜男子１部リーグ④位＞  同志社大学 ２勝３敗 
 

１９９９（平成１１）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】      ＜女子の部＞ 

     （  月  日～    ） 
＜女子３部リーグ＞ 

○ 同志社  （複 －  単 － ） 

 

○ 同志社  （複 －  単 － ） 

 
○ 同志社  （複 －  単 － ） 

 

○ 同志社  （複 －  単 － ） 

 

○ 同志社  （複 －  単 － ） 

 

＜女子３部リーグ①位＞  同志社大学 ５勝０敗 

 

＜女子２部リーグ＞ 

× 同志社  （複 －  単 － ） 

 

× 同志社  （複 －  単 － ） 

 
× 同志社  （複 －  単 － ） 

 

× 同志社  （複 －  単 － ） 

 

× 同志社  （複 －  単 － ） 

 

＜女子２部リーグ⑥位＞  同志社大学 ０勝５敗 

 

１９９９（平成１１）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 

 
１９９９（平成１１）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 

 

１９９９（平成１１）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 
         本戦（  月  日～ 月 日 ） 
 (男子シングルス) 

▽決 勝  角田 博幸〈準優勝〉 
 (男子ダブルス) 

▽決 勝  内田・角田〈優 勝〉 
 

１９９９（平成１１）年 

【関西学生地域 (京都地区) テニストーナメント】 

           （ ３月１８日～２８日 各大学） 
 (男子シングルス) (男子ダブルス) 

 (女子シングルス) (女子ダブルス) 

 

１９９９（平成１１）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 太田 啓一- 伊東 清博- 稲角 雅史-  辻柿 俊明- 

    吉崎 仁康 

２回生 堀口 琢生- 住田  進- 小幡 隆志- 東山 友和- 

１回生 沖  健太- 川崎 裕史- 澤田  晋- 中野 友貴- 

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

３回生 蔵本仁以奈- 大橋美穂恵- 

２回生 猪股 玲奈- 松浦はるみ- 

１回生 野上 絢子- 黒田 純子- 西井佑梨子 

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） 

 

１９９９（平成１１）年 

【東海学生選抜室内テニス選手権】 

（１２月１５日～１９日 名古屋市立体育館） 
(男子シングルス) 

▽１回戦 
東山 友和(同大)   ７－５ ６－３   加藤（愛知院大） 

▽２回戦 

東山 友和(同大)   ４－６ ３－６   杉 （愛知工大） 

 

１９９９（平成１１）年 

【全日本学生テニス選手権】第６７回 

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

▽１回戦（Ｂ－１２８） 
角田 博幸   ６－０ ６－３   大崎   （高知大） 
森本 昌泰   ７－５ ６－４   植木   （京産大） 
内田 傑之   ６－３ ６－４   尾崎   （筑波大） 
▽２回戦 
角田 博幸 ４－６ ６－３ ６－０ 松村   （青学大） 
森本 昌泰   ２－６ ２－６   加藤   （近 大） 
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内田 傑之   ６－３ ６－３   宮崎  （四日市大） 
▽３回戦 
角田 博幸 ４－６ ６－１ ３－６ 嶺村   （早 大） 
内田 傑之   ３－６ １－６   小野田  （近 大） 
(男子ダブルス) 

▽１回戦（Ｂ－６４） 
内田・角田   ６－１ ６－４   坂戸・川西（関学大） 
▽２回戦 
内田・角田   ６－３ ６－４   立花・田中（甲南大） 
▽３回戦  
内田・角田 ３－６ ６－１ ４－６ 恒松・岸本（筑波大） 
(女子シングルス) 

▽１回戦（Ｂ－９６） 
猪股 玲奈   ４－６ ２－６   武田   （専修大） 
 
１９９９（平成１１）年 

【全日本学生室内テニス選手権】第３６回 

            （１２月 ７日～１２日 駒沢体育館） 
予選 (男子シングルス) (11月30日~12月3日荏原湖南SC) 
▽１Ｒ（Ｂ－３２） 
内田 傑之   １－６ ３－６   石崎  （慶応大） 
(男子シングルス) 

▽１回戦（Ｂ－１６） 
角田 博幸   ４－６ ４－６   高田  （慶応大） 
(男子ダブルス) 

▽１回戦（Ｂ－８） 
内田・角田   ７－６ ６－２   高松・嶺村（早 大） 
▽準決勝 
内田・角田 ７－５ ２－６ ２－６ 李 (明知大)･金 (韓国大) 
 
１９９９（平成１１）年 
【全日本室内テニス選手権】第３５回 島津 

（ ３月 ８日～１４日 京都市立体育館） 
予選 (男子シングルス)  ( 3月8日~14日  京都市立体育館) 
▽１Ｒ（Ｂ－３２） 
福田 勝志(同大)   ６－４ ６－０   杉山ノリカズ 
▽２Ｒ 
福田 勝志(同大)   ４－６ ０－６   岩見  亮（ﾐｽﾞﾉ） 
 
１９９９（平成１１）年 

【全日本テニス選手権】第７４回 ＩＢＭ 

         （１１月 ４日～１４日 有明テニスの森公園） 
予選Ａ・Ｂ (男子シングルス)（Ｂ－９６） 
▽Ａ－２R（Ｂ－４８） 
内田 傑之(同大)  ６－１ ６－２ 佐々木（ﾓﾘｵｶﾛｲﾔﾙTC） 
角田 博幸(同大)  ６－２ ６－４ 小永吉 （鹿児島銀行） 
▽Ａ－FIN 
内田 傑之(同大) ６－３ ６－７ ６－１ 高松     (早 大) 
角田 博幸(同大) ６－７ ６－２ ６－３  佐藤 (泉ﾊﾟｰｸﾀｳﾝTC) 
予選 (男子ダブルス) 
▽１R（Ｂ－２４） 
福田(OB)･伊藤(三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) ６－７ ３－６ 高松･嶺村 (早大) 
 (男子シングルス) 
▽１回戦（Ｂ－６４） 
角田 博幸(同大)  １－６ ４－６     本村 (北日本物産) 
内田 傑之(同大)  ０－６ １－６       増田    (ﾏﾝﾂﾈ) 
福田 勝志(OB三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) ６－３ ６－４ 恒松  （筑波大) 
▽２回戦 

福田 勝志(OB三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) ４－６ ６－３ ６－４ 宮地 (ﾌﾘｰ) 
▽３回戦 
福田 勝志(OB三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ)  ６－３ ６－３ 茶円 (ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ) 
▽準々決勝 
福田 勝志(OB三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ)  ２－６ ６－７  岩渕 (ﾖﾈｯｸｽ) 
 
１９９９（平成１１）年 

【全日本ベテランテニス選手権】第６１回 明治生命 

        （１０月１３日～１９日 名古屋東山公園TC） 
４５歳以上 (男子シングルス) 

▽１回戦 

石井 知信(OB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)  1-6 6-3  1-6 塚本   (塚本ﾃﾆｽｶﾚｯｼ )゙ 

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)  1-6 7-6 1-6 日高   (ﾍﾞｯﾌﾟ LTC) 
６０歳以上 (男子シングルス) 

▽１回戦 

久保(OB ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ学園前TC)･岡田(神戸LTC) ７-６ ５-７ ６-４ 

                                        池上･古川(小平TC) 

▽準々決勝 

久保(OB ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ学園前TC)･岡田(神戸LTC) ５－７ １－６ 

                          広瀬(ひろせTC)･小西(名古屋MIDTC) 
 

１９９９（平成１１）年 

【毎日オープンテニス】 

（ ５月  日～  日 香枦園TC） 

 (男子シングルス) 

▽決 勝   福田 勝志(OB三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ)〈優 勝〉 
 

１９９９（平成１１）年 

【岐阜ヨネックスオープンテニス】 

           （ ９月 ６日～１２日 長良川ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ） 
予選 (男子シングルス) 

S1R角田博幸(DC)8-3片山(ｱｲｼﾝ精機)2R角田博幸(DC)8-2服部(三和TC) 
FIN角田博幸(DC)8-0杉江(岐阜商高) 
S1R森本昌泰(DC)8-2大久保(ｱｵﾔﾏ C) S2R森本昌泰(DC)8-4中本(近大) 
FIN森本昌泰(DC)2-8原田(NTT) 
S1R吉岡青樹(OB NTT神戸)8-3伊東(近大) 
S2R吉岡青樹(OB NTT神戸)6-8石田(伊豫銀行) 
予選 (男子ダブルス) 

D1R浅井・森本(同大)8-4古林(中京大)･高島(ﾁｰﾑ ﾏｺﾞｺﾛ) 
D2R浅井・森本(同大)5-8石上･町井(近大) 
D1R吉岡(OB NTT)･早津(NTT神戸) 8-1加藤･喜多(熱田の森文化ｾﾝﾀｰ) 
D2R吉岡(OB NTT)･早津(NTT神戸)5-8 安藤(ｱｲｼﾝ精機)･本田(伊勢久) 
 (男子シングルス) 

▽１回戦  角田博幸(同大) ６－３ ６－３ 松原 (愛知院大) 
            内田傑之(同大)  ６－３ ７－５ 田中  (大市大) 
▽２回戦  角田博幸(同大)  7-6 3-6 6-3  石井(荏原湘南SC) 
            内田傑之(同大) ６－３ ６－０ 横井   (法政大) 
▽準々決勝  内田傑之(同大)  ６－２ ６－２ 角田博幸 (同大) 
▽準決勝  内田傑之(同大) １－６ ３－６ 藤原(OG八尾南TC) 
 (男子ダブルス) 

▽１回戦    内田･角田(同大) ７－６ ６－４ 重政･劉   (ﾜｰﾙﾄﾞ) 
▽２回戦   内田･角田(同大) 7-6  6-7  2-6 和田(慶大)･嶺村(早大) 
 
１９９１（平成１１）年 
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【９１イザワクリスマスオープンテニストーナメント】 

    予選（  月  日～  日 神戸市ワールド記念ホール） 

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) 
     本戦（１２月１７日～  日 神戸市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) ６－３ 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) 
 
 


