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２０００（平成１２）年 

◆社会：IT革命推進(7/21)。有珠山噴火(3/31)。 

    BS ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送開始(12/1)。 

朝鮮半島分断後55年を経て､初の南北首脳会談(6/13)。 

     2000円札発行(42年ぶり新額面紙幣)(7/19)。 

       三宅村全員島外避難(9/4)。鳥取県西部地震(M7.3)(10/6)。 

    ﾉｰﾍﾞﾙ化学賞(導電性ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ開発)－白川 英樹(10/10)。 

★流行語：『最高で金 最低でも金』 

◇SPT : 第２７回 ｼﾄﾞﾆｰｵﾘﾝﾋﾟｯﾂｸ(9/15～10/1)。 
◇ﾃﾆｽ ：全米ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権(9/10)、 

        女子複優勝 杉山 愛・ﾃｷｭｼﾞｽ( )組。 

◇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＞ (3/5～ 6日間) 宮崎市総合運動公園－青島 水光苑 

 
２０００（平成１２）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】 

  （ ９月２５日～１０月５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 

（ダブルス） 

Ｎo１×内田・下  ０－６ ３－６     権 ・加藤 
Ｎo２×角田・沖  ３－６ ２－６     五藤・町井 
Ｎo３×伊東・東山 １－６ ２－６     藩 ・李 
（シングルス） 

Ｎo１×角田 博幸 ４－６ ０－６     加藤 季温 
Ｎo２×内田 傑之 ０－６ ２－６     権  伍喜 
Ｎo３×下 圭太朗 １－６ ３－６     五藤 
Ｎo４×伊東 清博 ４－６ １－６     福本  純 
Ｎo５×沖  健太 ３－６ １－６     町井 
Ｎo６×中野 友貴 ０－６ ３－６     陳 
 

× 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 京産大② 

（ダブルス） 

Ｎo１○内田・下  ３－６ ６－１ ６－３ 稲田・島田 
Ｎo２×角田・沖  １－６ ６－７     植木・中越 
Ｎo３×伊東・東山 ３－６ ２－６     今井・辻本 
（シングルス） 

Ｎo１○角田 博幸 ６－２ ６－１     稲田 
Ｎo２○内田 傑之 ６－４ ６－１     植木 
Ｎo３×下 圭太朗 ４－６ ４－６     中越 
Ｎo４×伊東 清博 ３－６ ２－６     辻本 
Ｎo５○沖  健太 ６－７ ６－３ ６－２ 今井 
Ｎo６×太田 啓一 １－６ ０－６     島田 
 

× 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 関学大④ 

（ダブルス） 

Ｎo１○内田・下  ６－３ ４－６ ６－３ 野中・川西 
Ｎo２×角田・沖  ６－２ ２－６ 10－12 中村・槇田 
Ｎo３×伊東・東山 ４－６ ７－５ ６－８ 平田・棚橋 
（シングルス） 

Ｎo１○角田 博幸 ６－２ ７－５     中村 
Ｎo２○内田 傑之 ７－５ ６－１     平田 
Ｎo３○下 圭太朗 ６－２ ６－７ ６－１ 川西 
Ｎo４×伊東 清博 ６－４ １－６ １－６ 串畑 
Ｎo５×沖  健太 ３－６ ２－６     古賀 
Ｎo６×中野 友貴 ３－６ ２－６     村田 
 

○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 甲南大⑤ 

（ダブルス） 

Ｎo１○内田・下  ６－０ ６－０     北尾・梶本 
Ｎo２○角田・沖  ７－５ ６－２     田中・橋本 
Ｎo３×伊東・東山 ３－６ ３－６     藤田・春木 
（シングルス） 

Ｎo１○角田 博幸 ６－３ ６－１     田中 
Ｎo２○内田 傑之 ６－１ ６－１     北尾 
Ｎo３○下 圭太朗 ６－４ ３－６ ８－６ 梶本 
Ｎo４○伊東 清博 ６－４ ７－６     藤田 
Ｎo５○沖  健太 ６－１ ６－３     橋本 
Ｎo６×中野 友貴 １－６ ５－７     池本 
 

○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 大体大⑥ 

（ダブルス） 

Ｎo１○内田・下  ６－４ ６－７ ６－１ 原口・富岡 
Ｎo２○角田・沖  ７－６ ６－４     澤田・藤本 
Ｎo３×伊東・東山 ０－６ ３－６     藤田・春木 
（シングルス） 

Ｎo１○角田 博幸 ６－３ ６－２     原口 
Ｎo２○内田 傑之 ６－３ ６－４     北岡 
Ｎo３○下 圭太朗 ６－３ ６－２     富岡 
Ｎo４○伊東 清博 ６－１ ６－１     澤田 
Ｎo５○沖  健太 ６－４ ６－４     藤本 
Ｎo６×中野 友貴 ２－６ ４－６     大坪 
 
＜男子１部リーグ③位＞    同志社大学 ２勝３敗 

 

２０００（平成１２）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】     ＜女子の部＞ 

     （ ６月  日～    各大学） 
＜女子３部リーグ＞ 

○ 同志社 ４（複２－０ 単２－１）１ 甲南女大 

（ダブルス） 

Ｎｏ１○猪俣・安達 ６－２ ６－３     朝野・田淵 
Ｎｏ２○瓶子・高山 ６－２ ６－２     構 ・藤井 
（シングルス） 

Ｎｏ１○猪俣 玲奈 ６－１ ６－４     朝野 
Ｎｏ２○瓶子    ６－４ ６－２     構 
Ｎｏ３×安達 杏奈 ４－６ ６－１ ４－６ 湊 
 

○ 同志社 ４（複２－０ 単２－１）１ 関外大 

（ダブルス） 

Ｎｏ１○猪俣・安達 ５－７ ６－２ ６－４ 川村・大坪 
Ｎｏ２○瓶子・高山 ７－６ ７－６     高橋・井村 
（シングルス） 

Ｎｏ１○猪俣 玲奈 ６－１ ６－１     大坪 
Ｎｏ２×瓶子    ３－６ １－６     川村 
Ｎｏ３○安達 杏奈 ２－６ ６－４ ６－４ 岡本 
 

○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 親和女大 

（ダブルス） 

Ｎｏ１○猪俣・安達 ６－２ ６－０     栄元・佐伯 
Ｎｏ２○瓶子・高山 ６－４ ６－３     小川・飯田 
（シングルス） 

Ｎｏ１○猪俣 玲奈 ６－０ ６－０     飯田 
Ｎｏ２○瓶子        ｄｅｆ     平部 
Ｎｏ３○高山 麻美 ６－２ ６－２     小川 
 

○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 大教大 
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（ダブルス） 

Ｎｏ１○猪俣・安達 ６－０ ６－０     御家・井手 
Ｎｏ２○瓶子・高山 ６－０ ７－５     高橋・鈴木 
（シングルス） 

Ｎｏ１○猪俣 玲奈 ６－０ ６－２     谷澤 
Ｎｏ２○瓶子    ６－１ ６－０     原 
Ｎｏ３○高山 麻美 ６－４ ６－４     高橋 

 

○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 龍谷大 

（ダブルス） 

Ｎｏ１×猪俣・安達 ３－６ ６－３ ３－６ 塚井・辻川 
Ｎｏ２○瓶子・高山 ６－３ ６－０     中嶌・岳川 
（シングルス） 

Ｎｏ１○猪俣 玲奈 ２－６ ６－０ ６－３ 塚井 
Ｎｏ２×瓶子    １－６ ２－６     辻川 
Ｎｏ３○安達 杏奈 ６－１ ６－４     中嶌 
 

＜女子３部リーグ①位＞ ２部昇格 同志社大学(女) ５勝０敗 

 

２０００（平成１２）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】     ＜女子の部＞ 

     （ ８月１６日～２３日 各大学） 
＜女子２部リーグ＞ 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  大国女大 

 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  甲南大 

 
－ 同志社  （複 －  単 － ）  関学大 

 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  武庫川女大 

 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  天理大 

 

＜女子２部リーグ 位＞    同志社大学(女子)  勝 敗 

 

２０００（平成１２）年 

【定期戦】     対 京都大学戦 

           （ ３月  日     ） 

○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 京都大 

（ダブルス） 

Ｎo１○内田・東山 ６－１ ６－０     梶川・石井 
Ｎo２○住田・沖  ６－４ ６－１     山下・木村 
Ｎo３×小幡・堀口 ６－３ ０－６ １－６ 山本・本島 
（シングルス） 

Ｎo１○内田 傑之 ６－１ ６－２     梶川 
Ｎo２○沖  健太 ６－３ ６－１     山下 
Ｎo３○東山 友和 ６－２ ６－０     石川 
Ｎo４○住田  進 ６－２ ４－６ ６－０ 木村 
Ｎo５○澤田  晋 ６－１ ６－０     本島 
Ｎo６×堀口 琢生 ４－６ ３－６     山本 
 

２０００（平成１２）年 

【対抗戦】     対 立命館大学戦 

           （ ８月  日     ） 

○ 同志社 ５（複１－２ 単４－２）４ 立命大 

（ダブルス） 

Ｎo１○内田・角田 ６－２ ４－６ ７－５ 吉野・門園 
Ｎo２×伊東・東山 １－６ ５－７     藤岡・松田 
Ｎo３×沖 ・下  ６－７ ４－６     片桐・酒井 

（シングルス） 

Ｎo１○角田 博幸 ６－７ ６－１ ６－３ 吉野 
Ｎo２○内田 傑之 ６－１ ６－０     松田 
Ｎo３○下 圭太朗 ７－５ ６－４     北口 
Ｎo４○伊東 清博 ６－２ ６－３     千葉 
Ｎo５×沖  健太 ４－６ ６－７     酒井 
Ｎo６×東山 友和 ２－６ ３－６     門園 
 
２０００（平成１２）年 

【対抗戦】     対 立命館大学戦    ＜女子の部＞ 

           （ ８月  日     ） 

○ 同志社 ４（複２－０ 単２－１）１ 立命大 

（ダブルス） 

Ｎo１○猪俣・安達 ６－１ ６－０     坪田・垂井 
Ｎo２○瓶子・高山 ６－３ ４－６ ７－５ 前田・永田 
（シングルス） 

Ｎo１×瓶子    １－６ ２－６     坪田 
Ｎo２○安達 杏奈 ６－２ ６－２     前田 
Ｎo３○高山 麻美 ６－１ ６－０     垂井 
 

２０００（平成１２）年 

【対抗戦】     対 京都産業大学戦  ＜女子の部＞ 

           （ ８月  日     ） 

× 同志社 ０（複０－２ 単０－３）５ 京産大 

（ダブルス） 

Ｎo１×猪俣・安達 ４－６ ４－６     駒井・堀内 
Ｎo２×蔵本・高山 ２－６ ６－４ ４－６ 川元・谷口 
（シングルス） 

Ｎo１×猪俣 玲奈 ６－３ ３－６ ３－６ 渡部 
Ｎo２×蔵本仁以奈 ２－６ １－６     駒井 
Ｎo３×安達 杏奈 ３－６ ０－６     川上 
 

２０００（平成１２）年 

【対抗戦】     対 大阪国際女子大学戦 ＜女子の部＞ 

           （ ８月  日     ） 

○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 大国女大 

（ダブルス） 

Ｎo１×猪俣・安達 ７－５ ４－６ ３－６ 藤井・寺口 
Ｎo２○蔵本・高山 ６－４ ６－３     稲木・吉井 
（シングルス） 

Ｎo１×猪俣 玲奈 ３－６ ４－６     寺口 
Ｎo２○蔵本仁以奈 ６－３ ７－６     熊沢 
Ｎo３○安達 杏奈 ６－０ ６－２     工藤 
 

２０００（平成１２）年 

【対抗戦】     対 慶応義塾大学戦 

           （ ８月  日     ） 

× 同志社 ２（複２－１ 単０－３）４ 慶応大 

（ダブルス）           ３打切 

Ｎo１○角田・沖  ６－３ ６－４     石崎・小宮 
Ｎo２○伊東・東山 ７－５ ６－４     谷 ・大橋 
Ｎo３×中野・下  ５－７ ６－２ ２－６ 田代・黒崎 
（シングルス） 

Ｎo１－角田 博幸 ６－３ 1-0雨天打切  石崎 
Ｎo２－下 圭太朗 ６－１ 2-0雨天打切  小宮 
Ｎo３－伊東 清博 ６－４ 1-2雨天打切  田代 
Ｎo４×沖  健太 ２－６ ２－６     黒崎 
Ｎo５×太田 啓一 ２－６ ４－６     清水 
Ｎo６×東山 友和 ４－６ ６－７     鈴木 
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２０００（平成１２）年 

【対抗戦】     対 法政大学戦 

           （ ８月  日     ） 

× 同志社 ２（複０－３ 単２－４）７ 法政大 

（ダブルス） 

Ｎo１×角田・沖  ２－６ ５－７     松永・畠中 
Ｎo２×伊東・東山 ０－６ ４－６     松田・馬島 
Ｎo３×中野・下  １－６ ６－３ ６－７ 山高・向井 
（シングルス） 

Ｎo１○角田 博幸 ７－５ ７－６     横井 
Ｎo２○下 圭太朗 ６－３ ６－２     畠中 
Ｎo３×伊東 清博 ０－６ ０－６     松永 
Ｎo４×沖  健太 １－６ ０－６     向井 
Ｎo５×太田 啓一 ２－６ ３－６     梅木 
Ｎo６×中野 友貴 ２－６ ４－６     馬島 
 
２０００（平成１２）年 

【対抗戦】     対 愛知学院大学戦 

           （ ８月  日     ） 

○ 同志社 ６（複３－０ 単３－３）３ 愛院大 

（ダブルス） 

Ｎo１○角田・沖  ６－４ ７－６     加藤・村井 
Ｎo２○伊東・東山 ７－６ ６－３     朝比奈・漆畑 
Ｎo３○中野・下  ６－４ ７－６     船津・竹森 
（シングルス） 

Ｎo１○角田 博幸 ６－３ １－６ ６－２ 船津 
Ｎo２×下 圭太朗 ２－３ ＲＥＴ     朝比奈 
Ｎo３○伊東 清博 ６－３ ２－６ ７－６ 岩井 
Ｎo４○沖  健太 ７－６ ６－３     加藤 
Ｎo５×東山 友和 ５－７ ５－７     竹森 
Ｎo６×中野 友貴 ３－６ ３－６     村井 
 
２０００（平成１２）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （１１月  日     ） 

○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 立教大 

（ダブルス） 

Ｎo１○沖 ・下  ６－７ ６－３ ６－３ 和田・立花 
Ｎo２○東山・中野 ６－４ ７－５     中山・四家 
Ｎo３×住田・外川 ５－７ ６－４ １－６ 富田・山内 
（シングルス） 

Ｎo１○角田 博幸 ６－０ ６－０     和田 
Ｎo２○沖  健太 ７－５ ７－５     中山 
Ｎo３○中野 友貴 ６－３ ６－３     猫橋 
Ｎo４×外川  敬 ５－７ ４－６     立花 
Ｎo５○東山 友和 ６－０ ６－４     富田 
Ｎo６○      ６－２ ２－６ ６－０ 四家 
 
２０００（平成１２）年 

【定期戦】     対 立教大学戦    ＜女子の部＞ 

           （１１月  日     ） 

× 同志社 ２（複１－１ 単１－３）４ 立教大 

（ダブルス）           １打切 

Ｎo１○猪俣・安達 ４－６ ６－４ ６－１ 平原・吉井 
Ｎo２×野上・橋本 １－６ １－６     松井・廣瀬 
（シングルス） 

Ｎo１－猪俣 玲奈 ４－６ 2-1打切    平原 
Ｎo２×安達 杏奈 １－６ １－６     吉井 

Ｎo３×野上 絢子 ２－６ ０－６     廣瀬 
Ｎo４×橋本 香織 ０－６ ０－６     松井 
Ｎo５○松浦はるみ ２－６ ６－３ ７－５ 寺岡 
 
２０００（平成１２）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 

 

２０００（平成１２）年 

予選【関西学生春季テニストーナメント】 

         予選（ ４月２２日～５月４日 各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 

▽１Ｒ 
辻柿 俊明         def  
吉崎 仁康         def 
住田  進   ７－５ ７－５   坂     （京産大） 
堀口 琢生   ６－１ ６－１   野村    （関外大） 
小幡 隆志   ６－１ ６－１   北嶋    （関学大） 
中野 友貴 ６－４ ３－６ ６－０ 菅野    （京産大） 
澤田  晋   ６－０ ６－０    山下    （関学大） 
川崎 裕史       def 
川本  剛   ６－１ ６－４   松浦    （阪 大） 
▽２Ｒ 
太田 啓一   ６－１ ６－０    牛道    （滋賀大） 
吉崎 仁康   １－６ ２－６   川東    （立命大） 
住田  進   ６－１ ６－２   中尾    （関外大） 
東山 友和   ６－２ ６－０   長尾    （京府大） 
堀口 琢生   ６－０ ６－０   松久    （大院大） 
小幡 隆志   ６－２ ６－４   東     （京産大） 
沖  健太 
中野 友貴   ６－１ ６－０   入江        （関学大） 
澤田  晋   ６－１ ６－１   上村    （大産大） 
川崎 裕史   ０－６ ３－６   岩田    （大院大） 
外川  敬   ６－１ ６－０   折田    （京外大） 
川本  剛   ６－２ ６－２   新井    （流通大） 
▽３Ｒ 
太田 啓一   ２－６ ２－６   本島    （京 大） 
住田  進   ３－６ ２－６   串畑    （関学大） 
東山 友和 ６－７ ６－４ ７－５ 森     （龍谷大） 
堀口 琢生    ０－６ １－６   槇田    （関学大） 
小幡 隆志   ０－６ ０－６   辰己    （近 大） 

沖  健太   ６－４ ６－４   田嶋    （流通大） 
中野 友貴 ７－５ ３－６ １－６ 北口    （立命大） 
澤田  晋   １－６ ３－６   木村    （神院大） 
外川  敬 ３－６ ６－０ ６－３ 武藤    （関学大） 
川本  剛   ６－４ ６－３   西本    （関外大） 
▽FIN 
東山 友和   ５－７ ２－６   安居院   （近 大） 
沖  健太 ６－３ １－６ ６－３ 東海    （大市大） 
外川  敬   ２－６ ０－６   山下    （京 大） 
川本  剛   ２－６ ３－６   長田    （和医大） 
予選出場組 (男子ダブルス) 

▽１Ｒ 
川崎・寺下   １－６ ２－６   菅野・角山 （追 大） 
▽２Ｒ 
伊東・太田   ６－０ ６－１   中尾・小林 （関外大） 
辻柿・吉崎 ２－６ ６－４ ６－３ 高木・池田 （大工大） 
小幡・堀口 ３－６ ６－２ ５－７ 永原・出来 （流通大） 



 4

住田・沖    ６－０ ６－１   辻本・横田 （獨協大） 
東山・下    ６－３ ６－３   安西・大槻 （大経大） 
沢田・川本 ３－６ ６－２ ６－２ 久米川・牧野（関学大） 
中野・外川   ６－２ ６－０   森下・小澤 （立命大） 
▽３Ｒ 
伊東・太田   ６－２ ６－２   山敷・大熊 （大経大） 
辻柿・吉崎   ３－６ ０－６   額田・朝比奈（龍谷大） 
住田・沖    ６－０ ６－３   松尾・杉本 （奈産大） 
東山・下    ６－２ ６－１   岡本・村上 （大教大） 
沢田・川本   ４－６ ２－６   山本・和田 （神院大） 
中野・外川   ６－０ ６－４   久山・森  （龍谷大） 
▽FIN 
伊東・太田   ６－７ ６－７   林 ・棚橋 （関学大） 
住田・沖    ３－６ ３－６   槇田・串畑 （関学大） 
東山・下    ６－０ ６－４   藤塚・池本 （甲南大） 
中野・外川 ６－７ ６－２ ６－７ 安庭・枡谷 （桃山大） 
予選出場者 (女子シングルス) 

▽１Ｒ 
松浦はるみ   ６－０ ６－１   木下    （国際大） 
野上 絢子         def 
安達 杏奈   ６－２ ６－４   渡邊    （関外大） 
橋本 香織   ６－０ ６－２   鈴木    （京 大） 
▽２Ｒ 
蔵本仁以奈   ６－１ ６－１   山寺    （関学大） 
猪股 玲奈   ６－０ ６－０   高橋    （大教大） 
松浦はるみ   ６－２ ６－３   新井    （大体大） 
野上 絢子 ６－３ ２－６ ４－６ 渡部    （京教大） 
瓶子      ６－２ ６－２   鈴木    （関 大） 
安達 杏奈   ６－２ ６－０   農守    （京 大） 
高山 麻美   ６－０ ６－０   八溝    （大産大） 
橋本 香織   ６－３ ６－２   山口   （園田女大） 
▽３Ｒ 
蔵本仁以奈   ６－１ ６－２   正木   （園田女大） 
猪股 玲奈   ６－１ ６－２   小川   （親和女大） 
松浦はるみ   １－６ ０－６   高山   （松蔭女大） 
瓶子      ６－０ ６－０   小西    （京外大） 
安達 杏奈   ６－４ ７－６   北阪   （園田女大） 
高山 麻美   ６－２ ６－２   阿開   （松蔭女大） 
橋本 香織   ０－６ ２－６   吉松   （松蔭女大） 
▽FIN 
蔵本仁以奈 ２－６ ６－２ ３－６ 丹下    （大体大） 
猪股 玲奈   ６－３ ６－０   中村    （大体大） 
瓶子      ６－１ ６－４   朝桐    （大体大） 
安達 杏奈 ４－６ ６－３ ４－６ 谷     （京教大） 
高山 麻美   ３－６ ３－６   大垣  （武庫川女大） 
予選出場組 (女子ダブルス) 

▽１Ｒ 
松浦・野上   ６－１ ６－３   井出・村上 （大教大） 
橋本(同大)･武部(京産) 6－3  3－6  4－6 山本・野中(成蹊女短) 
▽２Ｒ 
蔵本(同大)･前田(立命) ６－３ ６－４ 舟橋・鈴木（成蹊女短） 
猪股・瓶子   ６－０ ６－２   栄元・川西（親和女大） 
松浦・野上         def 
安達・高山   ６－０ ６－１   安部・小藪 （桃山大） 
▽３Ｒ 
蔵本(同大)･前田(立命) ６－４ ７－６ 寺田・池元（園田女大） 
猪股・瓶子   ６－１ ６－３   高橋・舟木 （大教大） 
松浦・野上   ２－６ ３－６   山内・谷  （天理大） 
安達・高山 ６－３ ５－７ ６－２ 中村・長安（武庫川女） 

▽FIN 
蔵本(同大)･前田(立命) ６－２ ６－０ 立石・川元（武庫川女） 
猪股・瓶子   ６－７ ３－６   八木・寺口（国際女大） 
安達・高山 ６－４ ６－７ ６－４ 岩倉・山岸（園田女大） 
 

２０００（平成１２）年 
【関西学生春季テニストーナメント】 

         本戦（ ５月 ８日～１４日 靭TC） 
(男子シングルス) 

▽１回戦 
伊東 清博 ４－６ ６－２ ２－６ 木村    （阪 大） 
沖  健太   ２－６ ４－６   島田    （京産大） 
下 圭太郎   ６－０ ６－１   長谷川   （大体大） 
▽２回戦 
内田 傑之   ６－１ ６－１   藤本    （大体大） 
角田 博幸 ６－３ ３－６ ６－２ 長田    （和医大） 
下 圭太郎   ３－６ ０－６   五藤    （近 大） 
▽３回戦 
内田 傑之   ６－３ ６－２   辻本    （京産大） 
角田 博幸   ６－１ ６－２   浅田    （大体大） 
▽４回戦 
内田 傑之   ６－３ ６－４   藩     （近 大） 
角田 博幸   ６－４ ６－０   稲田    （京産大） 
▽準々決勝 
内田 傑之   １－６ １－６   權     （近 大） 
角田 博幸   ２－６ ２－６   李     （近 大） 
(男子ダブルス) 

▽１回戦 
東山・下    ６－１ ７－６   安庭・枡谷 （桃山大） 
▽２回戦 
内田・角田   ６－３ ６－２   古賀・坂戸 （関学大） 
東山・下    １－６ １－６   權 ・加藤 （近 大） 
▽３回戦 
内田・角田   ６－２ ６－２   北尾・梶本 （甲南大） 
▽準々決勝 
内田・角田   ６－２ ６－４   福元・町井 （近 大） 
▽準決勝 
内田・角田   ６－２ ６－３   五藤・李  （近 大） 
▽決 勝 
内田・角田   ３－６ ６－７   權 ・加藤 （近 大） 
〈準優勝〉 
(女子シングルス) 

▽１回戦 
猪股 玲奈   ６－０ ６－０   山岸   （園田女大） 
瓶子      ０－６ １－６   池田   （園田女大） 
▽２回戦 
猪股 玲奈 ２－６ ６－２ ６－４ 坪田    （立命大） 
▽３回戦 
猪股 玲奈   ４－６ ２－６   中越   （園田女大） 
(女子ダブルス) 

▽１回戦 
蔵本(同大)・前田(立命) ３－６ ６－７ 武末・佐藤（武庫川女） 
安達・高山   １－６ ０－６   新谷・菅  （大体大） 
 

２０００（平成１２）年 

予選【関西学生テニス選手権】（夏） 

     予選（ ６月２９日～７月７日 各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 

▽１Ｒ 
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稲角 雅史 ４－６ ６－４ ４－６ 宮崎    （大工大） 
辻柿 俊明   ６－０ ６－０   森口    （神商大） 
吉崎 仁康   ６－０ ６－０   今橋    （英和大） 
住田  進   ６－１ ６－１   江川    （和 大） 
東山 友和   ６－１ ６－０   草加    （芦 大） 
堀口 琢生   ６－１ ６－２   藤平    （電通大） 
小幡 隆志       def 
沖  健太   ６－１ ６－１   武野    （仏 大） 
中野 友貴       def 
澤田  晋       def 
川崎 裕史   ６－３ ６－１   鎌田    （神外大） 
外川  敬   ６－１ ７－５   田中    （京工大） 
中島  透       def 
▽２Ｒ 
太田 啓一 ６－０ ２－０  RET  小藪    （京外大） 
辻柿 俊明   ６－０ ６－３   永田    （大府大） 
吉崎 仁康 ６－１ ４－６ ６－１ 片岡    （国際大） 
住田  進   ６－４ ６－２   長尾    （京府大） 
東山 友和   ６－４ ６－１   古谷    （大産大） 
堀口 琢生   ６－１ ６－０   吉田    （摂南大） 
小幡 隆志   ６－２ ６－３   小出    （滋医大） 
沖  健太   ６－１ ６－０   富田    （京工大） 
中野 友貴       def 
澤田  晋   ６－０ ６－０   小島    （京教大） 
川崎 裕史   １－６ ４－６   山口    （京教大） 
外川  敬   ６－０ ６－３   辻本    （流通大） 
中島  透   ０－６ １－６   田伏    （流通大） 
▽３Ｒ 
太田 啓一   ６－０ ６－２   扇     （神院大） 
辻柿 俊明   ０－６ ０－６   良田    （関 大） 
吉崎 仁康   ０－６ ０－６   北口    （立命大） 
住田  進   ６－３ ６－１   清良    （阪 大） 
東山 友和 ６－７ ６－２ ３－６ 山戸    （関 大） 
堀口 琢生  ６－１ ６－７ ５－７ 野口    （大体大） 
小幡 隆志   ３－６ ４－６   松本    （阪 大） 

沖  健太   ６－１ ６－４   井上    （大院大） 
中野 友貴   ６－０ ６－０   糸井    （京府大） 
澤田  晋   ３－６ ２－６   山下    （京 大） 
外川  敬   ０－６ ３－６   小川    （立命大） 
▽FIN 
太田 啓一 ３－６ ６－４ ４－６ 村井    （近 大） 
住田  進   ５－７ ２－６   高橋    （近 大） 
沖  健太 ５－７ ６－０ ３－６ 萩原    （関学大） 
中野 友貴   ２－６ ３－６   酒井    （立命大） 
予選出場組 (男子ダブルス) 

▽１Ｒ 
辻柿・吉崎 ６－４ ５－７ ６－４ 高田・牧野 （奈良大） 
東山・伊東 ６－０ ２－６ ４－６ 町井・中本 （近 大） 
小幡・寺下 ６－４ ５－７ ６－４ 丸山・原田 （大産大） 
川崎・中島   ２－６ ２－６   弓倉・早川 （大市大） 
▽２Ｒ 
太田・住田   ６－０ ６－０   細野・稲川 （神船大） 
稲角・堀口   ６－１ ６－２   中尾・小林 （関外大） 
辻柿・吉崎   ６－４ ６－２   山辺・大熊 （大経大） 
小幡・寺下   ６－２ ７－５   赤木・楠木 （京 大） 
沖 ・下    ６－０ ６－０   林 ・片岡 （京工大） 
中野・外川   ６－０ ６－３   古谷・寺阪 （大産大） 
▽３Ｒ 
太田・住田 ５－７ ６－１ ３－６ 池本・竹林 （甲南大） 

稲角・堀口 ７－５ ０－６ ５－７ 天野・井谷 （神 大） 
辻柿・吉崎      def 
小幡・寺下   ０－６ ０－６   林 ・片岡 （京工大） 
沖 ・下    ６－１ ６－１   武野・虎田 （仏 大） 
中野・外川   ６－１ ６－３   上谷・菅野 （大院大） 
▽FIN 
辻柿・吉崎   １－６ １－６   松田・松本 （龍谷大） 
沖 ・下    ７－６ ６－２   伊東・安藤 （近 大） 
中野・外川   ２－６ ４－６   橋本・藤田 （甲南大） 
予選出場者 (女子シングルス) 

▽１Ｒ 
野上 絢子      def 
安達 杏奈   ６－０ ６－０   岩崎    （神商大） 
▽２Ｒ 
蔵本仁以奈   ６－１ ６－３   大野  （大谷女短大） 
松浦はるみ ７－５ ４－６ ６－３ 金田   （親和女大） 
安達 杏奈   ６－４ ６－１   岡田    （関外大） 
高山 麻美   ６－１ ６－０   上山    （天理大） 
▽３Ｒ 
蔵本仁以奈   ６－０ ６－０   永田    （立命大） 
松浦はるみ   ７－５ ６－４   田中  （武庫川女大） 
安達 杏奈   ６－４ ６－３   中江   （国際女大） 
高山 麻美   ６－１ ６－２   大谷    （大体大） 
▽FIN 
蔵本仁以奈   ７－５ ６－１   伊東   （国際女大） 
松浦はるみ   ２－６ ０－６   川上    （京産大） 
安達 杏奈   ３－６ ３－６   大垣  （武庫川女大） 
高山 麻美   １－６ １－６   菅野   （園田女大） 
予選出場組 (女子ダブルス) 

▽２Ｒ 
蔵本・松浦   ６－１ ６－１   菅野   （園田女大） 
猪股・安達   ６－０ ６－０   加野・鈴木 （京教大） 
瓶子・高山   ６－１ ６－２   酒井・大西 （阪外大） 
▽３Ｒ 
蔵本・松浦 ６－４ ３－６ ７－５ 妹尾・細目（園田女大） 
猪股・安達   ６－０ ６－１   工藤・木下 （関外大） 
瓶子・高山   ６－２ ６－４   工藤・熊沢（国際女大） 
▽FIN 
蔵本・松浦   ０－６ ５－７   大坪・川村 （関外大） 
猪股・安達 ４－６ ６－０ ６－２ 生野・福山 （大体大） 
瓶子・高山   ６－３ ６－１   前田・永田 （立命大） 
 
２０００（平成１２）年 
【関西学生テニス選手権】（夏） 

         本戦（ ９月 ２日～ ８日 靭TC） 
(男子シングルス) 

▽１回戦 
伊藤 清博 １－６ １－２  RET  安居院   （近 大） 
下 圭太郎   ６－２ ６－３   千葉    （立命大） 
▽２回戦 
内田 傑之 ６－３ ４－６ ６－２ 松田    （龍谷大） 
角田 博幸   ６－２ ６－３   千葉    （立命大） 
下 圭太郎   ７－６ ６－３   中村    （関学大） 
▽３回戦 
内田 傑之   ６－１ ６－３   石上    （近 大） 
角田 博幸   ７－５ ６－４   北岡    （甲南大） 
下 圭太郎   ６－０ ７－６   串畑    （関学大） 
▽４回戦 
内田 傑之   ６－３ ６－２   植木    （京産大） 
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角田 博幸   ６－０ ６－４   町井    （近 大） 
▽準々決勝 
内田 傑之 ４－６ ６－４ ６－３ 五藤    （近 大） 
角田 博幸   ５－７ ６－７   吉野    （立命大） 
▽準決勝 
内田 傑之   ４－６ ４－６   李     （近 大） 
 (男子ダブルス) 

▽１回戦 
伊藤・東山 ６－０ ２－６ ４－６ 町井・中本 （近 大） 
沖 ・下    ６－２ ６－２   中島・西本 （龍谷大） 
▽２回戦 
内田・角田   ６－２ ６－３   木村・大橋 （神院大） 
沖 ・下  ６－７ ６－０ ６－１ 片桐・藤岡 （立命大） 
▽３回戦 
内田・角田   ６－４ ６－４   吉野・松田 （立命大） 
沖 ・下    ６－４ ６－４   植木・辻本 （京産大） 
▽準々決勝 
内田・角田   ６－１ ６－４   北尾・梶本 （甲南大） 
沖 ・下    ４－６ ６－７   中村・川西 （関学大） 
▽準決勝 
内田・角田   ６－４ ７－６   福本・李  （近 大） 
▽決 勝 
内田・角田   ６－１ ６－４   五藤・町井 （近 大） 
〈優 勝〉 
(女子シングルス) 

▽１回戦 
猪股 玲奈   ６－４ ６－４   水島   （松蔭女大） 
▽２回戦 
猪股 玲奈 ６－４ ４－６ ３－６ 小此木  （園田女大） 
(女子ダブルス) 
▽１回戦 
猪股・安達   ４－６ ５－７   西俣・矢部（園田女大） 
 
２０００（平成１２）年（１１年度） 

【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) 

▽２回戦  伊東 清博8-0長尾（京府大）   太田 啓一def 

稲角 雅史def    辻柿 俊明def    吉崎 仁康def 

東山 友和8-5床井（京工大）住田  進def 小幡 隆志def 

堀口 琢生def 中野 友貴8-1山口（京教大）澤田  晋def 

▽３回戦 

伊東 清博8-1鮫島（京 大） 東山 友和8-3武野（仏 大） 

住田   進8-2山本（京 大） 小幡 隆志2-8山下（京 大） 

中野 友貴4-8今井（京産大） 澤田  晋3-8吉野（立命大） 

▽４回戦  伊東 清博8-5久山（龍谷大） 

東山 友和4-8松岡（龍谷大） 住田  進8-4藤岡（立命大） 

▽５回戦  伊東 清博8-0住田 進（同 大）  

▽準々決勝 伊東 清博 ６-３ ４-６ ７-６ 今井 （京産大） 

▽準決勝  伊東 清博  ０－６ ０－６  吉野 （立命大） 

(男子ダブルス) 

▽２回戦  伊東･太田8-2伊吹･澤野(京府) 

稲角･吉崎def    辻柿･川崎5-8西･阿部(立命) 

東山･住田8-3山本･本島(京大) 中野･澤田8-1小野･田中(花園) 

小幡･堀口8-6山下･牛黄(京産) 

▽３回戦  伊東･太田8-3森下･小澤(立命) 

東山･住田8-2田中･林 (京工) 中野･澤田8-4中島･松本(龍大) 

小幡･堀口2-8佐久間･山地(京工) 

▽４回戦  伊東･太田3-8米田･島田(京産) 

東山･住田8-4山下･木村(京大) 中野･澤田7-9片桐･小川(立命) 

▽５回戦  東山･住田  ５-７ ３-６  今井･中越(京産) 

(女子シングルス) 

▽２回戦  松浦はるみ8-1楠戸（京府大） 

野上 絢子4-8脇田（京教大） 瓶子 理恵8-2並河（仏教大） 

▽３回戦  松浦はるみ9-8永田（立命大） 

      瓶子 理恵8-1上田（京府大） 

▽４回戦  松浦はるみ6-8川元（京産大） 

      瓶子 理恵8-0中島（龍谷大） 

▽準々決勝 瓶子 理恵   １－６ １－６  辻川 （龍谷大） 

(女子ダブルス) 

▽準々決勝 猪俣・瓶子－ 

▽準決勝   猪俣・瓶子－塚井・辻川（龍谷大） 

 
２０００（平成１２）年 

【関西学生チャレンジテニストーナメント】 
         本戦（１０月 ９日～１９日 各大学） 

(男子シングルス) 

▽１回戦 
堀口 琢生 def 
▽２回戦 
住田  進 def        東山 友和 def 
小幡 隆志8－4服部 (神 大) 沖  健太8－4梅沢  (天理大) 
中野 友貴8－0宮田 (ﾌﾟｰﾙ大) 澤田  晋8－0三本松(神商大) 
外川  敬8－0東浦 (ﾌﾟｰﾙ大) 寺下 真司2－8藤岡  (立命大) 
川崎 裕史 def          中島  透 def 
▽３回戦 
住田  進8－1清水 (京工大) 東山 友和8－1黒田  (阪外大) 
小幡 隆志3－8金森 (関学大) 沖  健太8－3宮田  (京工大) 
中野 友貴8－0東谷 (大府大) 澤田  晋8－1戸川  (関学大) 
川崎 裕史4－8島ﾉ江(大経法) 外川  敬8－1藤田  (阪 大) 
中島  透8－2境   (神商大) 
▽４回戦 
住田  進8－3高木 (大工大) 東山 友和8－0原田  (摂 大) 
沖  健太8－0中村 (神  大) 中野 友貴7－9橋元  (大教大) 
澤田  晋7－9池本 (甲南大) 外川  敬8－2戸田  (神  大) 
中島  透1－6山岸 (大経法) 
▽５回戦 
住田  進4－8吉田 (追  大) 東山 友和8－5熊見  (関学大) 
沖  健太8－1松井 (神院大) 外川  敬8－5菅野  (英和大) 
▽６回戦 
東山 友和8－2林   (京工大) 沖  健太8－5山越  (京産大) 
外川  敬8－5垣野 (国際大) 
▽７回戦 
東山 友和2－8辰巳 (近  大) 沖  健太8－6高瀬  (近  大) 
外川  敬3－8鮫島 (京  大) 
▽準々決勝 
沖  健太   ６－２ ６－２   鮫島    （京 大） 
▽準決勝 
沖  健太   ６－７ ２－６   吉田    （追 大） 
(男子ダブルス) 
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▽１回戦 
寺下・澤田   ６－１ ６－０   桂田・前田 （流通大） 
▽２回戦 
寺下・澤田   ４－６ ２－６   山岸・広橋（大経法大） 
 
２０００（平成１２）年 

【関西学生チャレンジテニストーナメント】   <女子の部> 
         本戦（１０月 ９日～１９日 各大学） 

(女子シングルス) 

▽１回戦  野上 絢子 def 
▽２回戦  野上 絢子8－5加藤 (大市大) 安達 杏奈 def 
▽３回戦 
野上 絢子6－8青野 (甲南女) 安達 杏奈8－0鎌針 (奈教大) 
▽４回戦  安達 杏奈8－4寺川 (阪  大) 
▽５回戦  安達 杏奈8－2樽井 (立命大) 
▽６回戦  安達 杏奈8－6中江 (国際女) 
▽準々決勝 
安達 杏奈   ６－３ ６－０   新井  （武庫川女大） 
▽準決勝 
安達 杏奈   ６－３ ６－１   構    （甲南女大） 
▽決勝 
安達 杏奈   ６－３ ６－２   山内    （天理大） 
〈優 勝〉 
 
２０００（平成１２）年 

予選【関西学生新進テニストーナメント】 
         予選（１１月 ２日～１１日 各大学） 

予選出場者 (男子シングルス) 

▽１Ｒ 
小幡 隆志   ３－６ ３－６   橘     （桃山大） 
住田  進   ６－０ ６－０   内藤    （摂 大） 
中野 友貴   ６－０ ６－０   深津    （京外大） 
澤田  晋   ６－１ ６－０   尾崎    （帝 大） 
外川  敬   ６－１ ６－１   牛原    （京外大） 
寺下 真司   ７－５ ６－１   今橋    （英和大） 
中島  透   １－６ １－６   加賀    （大院大） 
▽２Ｒ 
住田  進 ０－６ ６－１ ６－１ 足立    （大院大） 
東山 友和   ６－２ ６－２   高井    （摂 大） 
堀口 琢生   ６－１ ６－１   後藤    （仏 大） 
沖  健太   ６－２ ６－１   原田    （摂 大） 
中野 友貴   ６－１ ６－０   田口    （神 大） 
澤田  晋   ６－０ ６－２   島津    （京 大） 
外川  敬   ６－２ ６－２   石田    （大体大） 
寺下 真司   １－６ １－６   石田    （大体大） 
▽３Ｒ 
住田  進 ６－４ ５－７ ５－７ 山戸    （関 大） 
東山 友和   ６－１ ６－１   佐藤    （大院大） 
堀口 琢生 ６－０ ４－６ ４－６ 金森    （関学大） 
沖  健太   ６－１ ６－０   一瀬    （大産大） 
中野 友貴   ６－３ ６－２   松井    （大院大） 
澤田  晋 ６－２ ６－７ ０－６ 西本    （龍谷大） 
外川  敬   ３－６ ４－６   本島    （京 大） 
▽FIN 
東山 友和 ７－６ ３－６ ６－０ 亀田    （大体大） 
沖  健太   ６－０ ６－０   岩里    （桃山大） 
中野 友貴 ６－４ ６－７ ６－０ 大西・井上 （大体大） 
予選出場組 (男子ダブルス) 

▽１Ｒ 

澤田・寺下   ６－１ ６－０   桂田・前田 （流通大） 
堀口・小幡   ６－３ ６－０   尾崎・前田 （流通大） 
中島・川崎   ０－６ ０－６   戸川・入江 （関学大） 
▽２Ｒ 
澤田・寺下   ４－６ ２－６   山岸・広橋（大経法大） 
住田・外川   ６－１ ６－１   西 ・湯野 （兵庫大） 
東山・中野   ６－２ ６－０   垣野・片岡 （国際大） 
堀口・小幡   １－６ ２－６   清家・中根 （阪 大） 
▽３Ｒ 
住田・外川 ６－３ ７－６ ６－４ 伊藤・藤原 （京 大） 
東山・中野   ６－０ ６－１   田淵・吉田 （大体大） 
▽FIN 
住田・外川   ７－６ ６－０   大西・井上 （大体大） 
東山・中野   ６－３ ６－２   萩原・金森 （関学大） 
予選出場者 (女子シングルス) 

▽２Ｒ 
松浦はるみ       def 
野上 絢子   ６－３ ６－０   松浦    （大府大） 
安達 杏奈   ６－０ ６－０   春木    （阪外大） 
高山 麻美   ６－０ ６－０   頼野    （奈教大） 
▽３Ｒ 
松浦はるみ   ６－３ ６－２   清水    （京 大） 
野上 絢子   ６－２ ６－２   永井    （阪外大） 
安達 杏奈   ６－３ ６－１   片岡    （関外大） 
高山 麻美       def 
▽４Ｒ 
松浦はるみ   ６－１ ６－１   村上    （関学大） 
野上 絢子 
安達 杏奈   ６－０ ６－３   石原    （関 大） 
高山 麻美   ６－３ ６－２   木津    （大体大） 
▽FIN 
松浦はるみ   ０－６ ６－７   根来    （関 大） 
安達 杏奈   ６－２ ７－５   中村    （大体大） 
高山 麻美   ５－７ ４－６   工藤   （国際女大） 
予選出場組 (女子ダブルス) 

▽１Ｒ 
猪股・安達   ６－０ ６－０   南 ・森田 （京女大） 
高山・松浦   ６－０ ６－０   中井・細田 （芦屋大） 
野上(同大)･谷口(京産) ６－３ ６－３  中島・飴家  （大工大） 
▽２Ｒ 
猪股・安達   ６－０ ６－１   吉野・金井 （奈良大） 
高山・松浦   ６－２ ６－１   村上・高見 （関学大） 
野上(同大)･谷口(京産) ６－３ ６－３  安部・小藪 （桃山大） 
▽３Ｒ 
猪股・安達   ６－０ ６－３   中島・仏坂 （龍谷大） 
高山・松浦   ３－６ ４－６   池元・北阪（園田女大） 
野上(同大)･谷口(京産) ２－６ ４－６ 池元・北阪（園田女大） 
▽FIN 
猪股・安達   ６－２ ６－１   工藤・土井 （関外大） 
 
２０００（平成１２）年 

【関西学生新進テニストーナメント】 
         本戦（１１月１３日～１９日 万博公園） 

 (男子シングルス) 

▽１回戦 
東山 友和   ６－２ ６－３   内藤    （大市大） 
沖  健太   ６－３ ７－５   秋江    （神 大） 
中野 友貴   ４－６ ２－６   佐藤    （立命大） 
▽２回戦 



 8

東山 友和   １－６ ５－７   吉野    （立命大） 
沖  健太 ６－７ ６－４ ２－６ 朝比奈   （龍谷大） 
下 圭太郎   ６－０ ６－２   木村    （神院大） 
▽３回戦 
下 圭太郎   ５－７ ４－６   陳     （近 大） 
(男子ダブルス) 

▽１回戦 
住田・外川   ４－６ ３－６   佐藤・伊藤 （神院大） 
東山・中野 ６－４ ６－７ ６－４ 松田・田原 （龍谷大） 
▽２回戦 
東山・中野   ６－２ ６－４   今井・辻本 （京産大） 
沖 ・下    ６－４ ６－３   木村・大橋 （神院大） 
▽３回戦 
東山・中野   ３－６ ２－６   藤本・大坪 （大体大） 
沖 ・下  ６－２ ３－６ ２－６ 村井・田中 （近 大） 

 (女子シングルス) 

▽２回戦 
猪股 玲奈   ４－６ ４－６   山田   （松蔭女大） 
安達 杏奈   ２－６ ２－６   井上   （松蔭女大） 
(女子ダブルス) 

▽１回戦 
猪股・安達   ６－２ ６－４   長安・佐野(武庫川女大) 
▽２回戦 
猪股・安達 ６－３ ５－７ ６－２ 加藤・半田(武庫川女大) 
▽３回戦 
猪股・安達   ３－６ １－６   野間・松尾 （大体大） 
 
２０００（平成１２）年 

【全日本学生テニス選手権】第６８回 

         本戦（ ８月 ５日～１３日 昭和の森TC） 

(男子シングルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦 
内田 傑之   ６－０ ６－１   岡部    （愛工大） 
角田 博幸   ６－２ ６－１   鹿内    （青森大） 
▽２回戦 
内田 傑之   ６－０ ７－６   長峰    （中央大） 
角田 博幸   ７－６ ６－３   加藤    （専修大） 
▽３回戦 
内田 傑之   ６－４ ６－１   藩     （近 大） 
角田 博幸 ４－６ ６－３ ６－１ 大迫    （亜細亜） 
▽４回戦 
内田 傑之 １－６ ０－１   RET  石神    （亜細亜） 
角田 博幸 ４－６ ７－６ ７－６ 加藤    （近 大） 
▽準々決勝 
角田 博幸   ２－６ １－６   權     （近 大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
内田・角田   ６－１ ６－０   尾園・高津 （松山大） 
▽２回戦 
内田・角田   ６－２ ６－２   池本・長谷川(四日市大) 
▽３回戦 
内田・角田 ６－２ ２－６ ６－１ 宮崎・堂野 （早 大） 
▽４回戦 
内田・角田   ６－３ ７－５   石神・朴  （亜細亜） 
▽準決勝 
内田・角田 ４－６ ７－６ ６－４ 陳 ・松本 （日本大） 
▽決 勝 
内田・角田   ３－６ ３－６   權 ・加藤 （近 大） 
〈準優勝〉 

 (女子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
猪股 玲奈   ６－７ ３－６   坪田   （立命大） 
 

２０００（平成１２）年 

【全日本学生室内テニス選手権】第３７回 

         予選（１１月２９日～１２月３日 江坂TC） 

予選 (男子ダブルス) 

▽１Ｒ   沖 健太・下圭太郎 
        本戦（１２月１１日～１６日 尼崎市立体育館） 

 (男子シングルス)（Ｂ－１６） 
▽１回戦 
角田 博幸   ２－６ ４－６   石崎    （慶応大） 
(男子ダブルス) （Ｂ－８） 

▽１回戦 
角田(同大)・加藤(近大) ７－６ ６－３ 清水・糟屋  （早 大） 
▽準決勝 
角田(同大)・加藤(近大)    ｗｏ   神原・小林 （早 大） 
▽決 勝 
角田(同大)・加藤(近大) ４－６ ４－６ 宮崎・堂野 （早 大） 
〈準優勝〉 
 
２０００（平成１２）年 
【全日本室内テニス選手権】第３６回 島津 

       本戦（ ３月 ６日～１２日 京都市立体育館） 
 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
福田 勝志(OB三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) 3－6 0－6 PHAU BJORN(GER) 
(男子ダブルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦 
福田(OB)･城間(三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) 2－6  0－6 李(KOR)･木村(JPN) 
 
２０００（平成１２）年 

【全日本テニス選手権】第７５回 ＩＢＭ 

       予選（１１月３日・４日 有明テニスの森公園) 
予選 Ｂ(男子シングルス)（Ｂ－４８） 

▽Ｂ－１Ｒ 
内田 傑之(同大)      ３－６ ３－６   本村   （ﾌﾘｰ） 
      本戦（１１月 ６日～１２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(OB三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) ４－６ １－６ 陳  （日本大） 
角田 博幸(同大)    ４－６ ２－６   原田    （NEC） 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
福田(OB)･伊藤(三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) 6-7 3-6 岩渕(ﾖﾈｯｸｽ)･高田(朝日生命) 
内田・角田(同大)   ５－７ ６－７  酒井・土屋(北日本物産) 
(混合ダブルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦 
内田(同大)･石川(朝生) 4－2  1－4  0－1佐藤(FILA)･土屋(ﾌﾘ )ー 
 
２０００（平成１２）年 

【全日本ベテランテニス選手権】第６２回 明治生命 

      （ ９月２８日～１０月４日 名古屋東山公園TC） 
４５歳以上 (男子ダブルス) 

▽１回戦 

柴垣(OB MBS ﾛｲﾔﾙ TC)･坪倉(FLTC) ２－６ ５－７ 
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             浜條(武田薬品)･斉藤(さつき野TC) 

５０歳以上 (男子シングルス) 

▽１回戦 

大沢 俊司(OB大原GTC) ４－６ ６－４ ６－３ 高尾 (あかぎTC) 

▽２回戦 

大沢 俊司(OB大原GTC)  ７－６ 3-0 RET     直江(ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ) 

▽準々決勝 

大沢 俊司(OB大原GTC)    ６－１ ６－１  松原  (岐阜GTC) 

▽準決勝 

大沢 俊司(OB大原GTC)  ０－６ ３－６  竹下(大林TG光明池) 

５５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)  ６-２ ６-２  森田  (ﾓﾘﾀﾃﾆｽ企画) 

▽２回戦 

秋山 政行(OB ﾘｯｸｽ西奈TC)  ６-３ ６-４ 生井(栃木県高倶楽部) 

▽準々決勝 

秋山 政行(OB ﾘｯｸｽ西奈TC) ６-７ ６-２ ６-４ 福永(姫路書写TC) 

▽準決勝 

秋山 政行(OB ﾘｯｸｽ西奈TC) ６-２ ２-６ ６-２ 松村 (熊本ｷﾘﾝ C) 

▽決 勝 

秋山 政行(OB ﾘｯｸｽ西奈TC) ６-４ ３-６ ０-６ 酒井 （神戸LTC） 

〈準優勝〉 

５５歳以上 (男子ダブルス) 

▽１回戦 

秋山(OB西奈TC)･山本(静清信金) ４－６ ６－４ ６－３ 

                    松井(庭仁貴知TC)･吉岡(三井ガラス科学) 

▽準々決勝 

秋山(OB西奈TC)･山本(静清信金) ４－６ ６－３ ６－３ 

                松浦(ﾐﾀｶ TC)･有本(成城ｷﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ TC) 

▽準決勝 

秋山(OB西奈TC)･山本(静清信金) ６－４ ２－６ ２－６ 

               奥村(古川ﾃﾆｽ企画)･福永(姫路書写TC) 
６０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)    ４－６ ２－６  田中（三菱重工業） 

▽２回戦 

恩智 宗和(OB奈良国際TC) ２-６ ６-１ ６-２ 玉水(三菱重工神戸) 

▽準々決勝 

恩智 宗和(OB奈良国際TC)  ６－１ ７－５ 杉本 (別府LTC) 

▽準決勝 

恩智 宗和(OB奈良国際TC) ３-６ ６-２ １-６ 藤原(ﾔｵｽﾎﾟｰﾂ) 

６０歳以上 (男子ダブルス) 

▽１回戦 

恩智(OB奈良国際TC)･立田(奈良国際TC) ２－６ ３－６ 

           南後(成城ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ TC)･猪熊(東京LTC) 

 

２０００（平成１２）年 

【京都府民シングルス】 

 （ ６月  日～  日 ） 

 (男子シングルス)  

S1R伊東清博 8-5中山(京産大)  S2R伊東清博 8-4武藤(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 
S3R伊東清博 2-8西村(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ) 
S1R東山友和 8-2酒井(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) S2R東山友和8-2船本(西日本) 

S3R東山友和 8-4堀口琢生(同大) S4R東山友和2-8綿谷(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 

S1R堀口琢生 def          S2R堀口琢生8-2相川  (ﾌﾘｰ) 
S3R堀口琢生 4-8東山友和(同大) 
S1R澤田 晋 8-4梅本(ﾊﾝｷﾞｰｽﾞ) S2R澤田 晋 7-9中西(ﾊﾝｷﾞｰｽﾞ) 

S1R中野友貴 0-8小林(東山高) S2R沖 健太 4-8小林(東山高) 

S1R外川 敬8-2牛黄者(京産大) S2R 外川 敬 8-5武藤 (ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 

S3R外川 敬6-8浅井(ﾐﾉﾙﾀ) 

S1R寺下真司１-8西川(京産大) 

 
２０００（平成１２）年 

【アオノ正月インドアオープンテニス】 
    （ １月  日～  日 青野総合運動公園） 

(男子シングルス) 

S1R 内田 傑之   ６－４ ７－５  大栗(NAT TENNS TEAM ) 
S2R 内田 傑之   ６－２ ６－２   西川    (京産大) 
S3R 内田 傑之   ６－２ ６－３   重政      (ﾜｰﾙﾄ )゙ 
S4R 内田 傑之    7－５ ６－４    熊谷    (江坂TC) 
SF  内田 傑之   ４－６ ６－７  福田 勝志 (OB三和HS) 
S1R 角田 博幸   ６－３ ６－４   山本      (ﾜｰﾙﾄﾞ) 
S2R 角田 博幸   ６－２ ６－２    高橋     (米子東高) 
S3R 角田 博幸   ６－３ ６－４   五藤       (近 大) 
S4R 角田 博幸 ４－６ ６－４ ６－３ 右近     (ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ) 
SF  角田 博幸    １－６ ３－６   谷川     (ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ) 
 
２０００（平成１２）年 

【グリンピア広島安浦オープンテニス】 
（ 1月  日～  日 グリーンピア安浦） 

予選 (男子シングルス) （1月  日・  日 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ安浦） 
S2R中野友貴8-1藤野(香里GTC)  FIN中野友貴8-3渡辺(ﾓﾘﾀﾃﾆｽ) 
 (男子シングルス) 

S1R中野 友貴   ６－４ ７－６   矢野  (ﾆｺﾆｺｸﾗﾌ )゙ 
S2R中野 友貴        def 
 (男子ダブルス) 

中野(同大)･武藤(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝ｹ池)  １－６ ２－６  加古・平井 
 (I RIVER 84 TR) 

２０００（平成１２）年 

【南勢オープン】 

（ ２月２９日～３月５日 南伊勢町ｸﾞﾗﾝﾄﾞ） 
(男子シングルス) 

S1R内田 傑之 ５－７ ６－１ ６－２ 太田(三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) 
S2R内田 傑之    ６－２ ６－２   植木   (京産大) 
S3R内田 傑之   ６－３ ６－４   稲田    (京産大) 
S4R内田 傑之    ６－０ ７－６   岡田     (ｼｬｰﾌ )゚ 
SF  内田 傑之    1－６ ３－６     安藤 (ｱｲｼﾝ精機) 
S1R角田 博幸     ６－０ ６－１     堀江 (ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ) 
S2R角田 博幸    ６－1  ６－1   田淵 (名鉄熱田の森) 
S3R角田 博幸    ６－２ ６－２   新田     (日本大) 
S4R角田 博幸 ６－７ ７－５ ６－３ 押田 (ｳｲﾙﾃﾆｽ企画) 
SF  角田 博幸   ６－２ ６－２   梶山    (日本大) 
F   角田 博幸   ６－３ ６－３   安藤  (ｱｲｼﾝ精機) 
〈優 勝〉 
(男子ダブルス) 

D1R 内田･角田  ６－３ ６－４  森橋・村上(ﾏﾝﾂﾈ･東海園大) 

D2R 内田･角田  ６－３ ６－１  高橋・市川(豊田車体・ｺｽﾓ) 

D3R 内田･角田  ６－０ ６－１   井上・赤松  (ﾁｪﾘｰ･三菱電) 
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SF  内田･角田 ６－０ ７－６   唐沢・山本 (香里・造幣局) 

F  内田･角田 ４－６ ６－１ ６－３ 植木・稲田(京産大) 

〈優 勝〉 
 

２０００（平成１２）年 

【ルネッサンス千葉オープンテニス】 
      予選（ ３月１３日～１５日 千葉 鷹の台ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 

予選 (女子シングルス) 

S1R 猪俣玲奈 8-2 藤縄(妙正 TC) S2R 猪股玲奈 8-6 平田(亜細亜)  
FIN 猪俣玲奈4-8飯田(亜細亜) 
 
２０００（平成１２）年 

【湘南オープンテニス】 

（ ３月１５日～１９日 荏原ＳＳＣ） 
 (男子シングルス) 

S1R 内田 傑之 ６－４ ４－６ ２－６ 島田   (京産大) 
S1R角田 博幸     ６－２ ６－３   沖村     (中央大) 
S2R角田 博幸 ３－６  ６－３ ６－４ 松本    (法政大) 
S3R角田 博幸          def 
(男子ダブルス) 

D1R 内田･角田 ６－４ ６－２ 橘 ・山高    (法政大) 

D2R 内田･角田  ６－４ ６－１ 日下部・加藤   (専修大) 

SF  内田･角田 ７－５ ６－１ 北沢(中央大)･石崎(慶応大) 

F  内田･角田 ６－４ ６－３ 植木(日大)･稲田(湘南工付) 

〈優 勝〉 
 

２０００（平成１２）年 

【ウエストパームオープンテニス】 

 （ ３月２１日～２６日 横須賀ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 
(男子シングルス) 

S1R内田 傑之   ６－４ ６－４    重松      (TTC) 
S2R内田 傑之   ２－６ １－６    岸本    (筑波大) 
S1R角田 博幸    ６－４ ６－０    寺田    (中央大) 
S2R角田 博幸    ６－４ ６－１    木村(ﾌｪﾆｯｸｽｽﾎﾟｰﾂ) 
S3R角田 博幸 ７－６ ２－６  ４－６ ﾘｰﾎｰﾗﾝﾄ (゙ｳｴｽﾄﾊﾟｰﾑ) 
(男子ダブルス) 

D1R内田･角田 ６－１ ６－２ 山里・村田    (ﾌﾞﾗｯｸｿｯｸｽ) 

D2R内田･角田  ６－３ ６－２ 金沢(中大)･星野(ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ) 

D3R内田･角田  ６－２ ６－４ 佐竹(中大)･森田(あざみのLTC) 

SF 内田･角田 ６－４ ４－６ ６－０  リー･棚瀬(ｳｴｽﾄﾊﾟｰﾑ) 

F  内田･角田    ６－３ ６－４   梶山･金田 (日本大) 

〈優 勝〉 
 

２０００（平成１２）年 

【オリビアンオープンテニス】 

       予選（ ３月２６日・２７日 ｵﾘﾋﾞｱﾝ小豆島TC） 

予選 (女子シングルス)  

S1R猪俣玲奈 ６－３ ２－６ ６－３ 藤井（大阪国際女大） 

FIN猪俣玲奈   ３－６ ４－６   佐藤    (NYLON) 
予選 (女子ダブルス) 

FIN猪俣(同大)･藤井(大国女) 6-2 6-4 八木･寺口(大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ) 
       本戦（ ３月３０日～４月１日 ｵﾘﾋﾞｱﾝ小豆島TC） 

 (女子ダブルス) 

D1R猪俣(同大)･藤井(大国女) 4-6 1-6 鈴木･西川(七七BK･松蔭) 
 

２００１（平成１３）年 

【ウイル平安京オープン】 

（ ４月 ４日～９日 平安京ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 

予選 (男子シングルス) 

S1R 沖  健太  def    FIN  沖  健太9-8高瀬 (近大) 
(男子シングルス) 

S1R内田 傑之  ６－２ ４－６ ６－４ 長谷川(ﾌﾞﾗｯｸｿｯｸｽ) 
S2R内田 傑之    ６－４ ６－２   松下 (ﾁｰﾑ ﾗﾋﾞｯﾄ) 
S3R内田 傑之    ６－３ ６－３   牧浦     （ﾏﾙｴｽ） 
S4R内田 傑之    ６－０ ６－２   高石(ﾌﾐﾔTS市川） 
S1R角田 博幸    ６－２ ６－０   太田(三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ） 
S2R角田 博幸    ６－４ ６－１  沖  健太(同 大） 
S3R角田 博幸    ６－１ ６－１   横山（香里GTC） 
S4R角田 博幸    ６－２ ６－３   辻本  （京産大） 
SF 角田 博幸  ６－７ ６－２ ６－３ 内田 傑之(同 大) 
F  角田 博幸      ３－６ ３－６     田口      (ﾌﾘ )ー 
〈準優勝〉 
S1R沖  健太     ６－４ ６－２   菅野      (T NET) 
S1R下 圭太郎     ６－２ ６－３  武藤(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝ｹ池） 
S2R下 圭太郎     ６－４ ６－２  高橋  (豊田車体） 
S3R下 圭太郎     ５－７ ３－６  木下(三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ） 
(男子ダブルス) 

D1R内田･角田  ６－４ ６－１ 西井・池田(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･池田整骨） 

D2R内田･角田  ６－２ ６－３ 小板橋・古賀(ﾃｨﾝﾊﾞｰ･ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ) 

D3R内田･角田  ６－０ ６－０  植木・辻本      (京産大) 

SF  内田･角田  ６－４ ６－１  高島・国友(SB岸和田･T ﾄﾋﾟｱ) 

F   内田･角田  3－6 6－3 7－5   木下・渡辺(三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) 
〈優 勝〉                  
 (女子シングルス) 

S1R猪俣 玲奈 ６－４ ２－６ ２－６ 中越   (園田女大) 

S1R瓶子 (同大)   ６－２ ６－３   山本   (帝塚山高) 

S2R瓶子 (同大)    １－６ １－６   小川  (園田女大) 

 (女子ダブルス) 

D1R猪俣･瓶子(同大)  １－６ １－６  谷井･中越(TＭ FL･園田) 

 

２０００（平成１２）年 

【神戸オープンテニス】 

（ ４月１０日～１６日 神戸総合運動公園） 

(男子シングルス) 

S1R内田 傑之    ３－６ ２－６   駒田   (ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ) 
S1R角田 博幸     ６－２ ６－２   中本 (ﾀﾞｲﾊﾂ工業) 
S2R角田 博幸    ７－５ ６－２   稲田  (京産大) 
S3R角田 博幸 ５－７ ７－５ ６－７  坂口  (朝日生命) 
 (男子ダブルス) 

D1R内田･角田 ６－１ ６－１  平井･古賀     (I ﾘﾊﾞｰ 84TR) 

D2R内田･角田 ６－２ ６－３ 川瀬(ﾜｰﾙﾄﾞ)･久田(CO2朝霧TC) 

D3R内田･角田      def 

 

２０００（平成１２）年 

【大阪オープンテニス】 

         予選（ ４月  日～ 日 靭公園） 

予選 (男子ダブルス)  

D1R下(同大)･町井(近大) ８-３ 古賀･林 (関学大) 

FIN下(同大)･町井(近大) ８-４ 池本･春木(甲南大) 

予選 (女子シングルス) （ ４月  日～ 日 靭公園） 

S2R猪俣玲奈3-8谷井(TM ﾌｫｰﾘｰﾌﾞｽ) 

S1R瓶子(同大) 8-2前田(大阪TA) S2R瓶子(同大) 2-8矢部(大阪TA) 
S1R野上絢子  def             S2R野上絢子  1-8福田(大阪TA) 
予選 (女子ダブルス)  （3月26日・27日 ｵﾘﾋﾞｱﾝ小豆島TC） 



 11

D1R猪俣(同大)･藤井(大国女) ８－６ 福田･伊東(大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐ )ー 

D2R猪俣(同大)･藤井(大国女) ８－５ 水田･林 (ﾁｰﾑ真魚・ﾕﾆﾁｶ) 
FIN猪俣(同大)･藤井(大国女) ８－９ 川上･堀内   (京産大) 
D1R松浦(同大)･野上(同大)  ２－８ 渡部･川元    (京産大) 

D1R瓶子(同大)･谷(京教大)  ８－５ 工藤･久 (大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐ )ー 

D2R瓶子(同大)･谷(京教大)  ７－９ 小川･田村   (園田女大) 

         本戦（ ５月 ２日～７日 靭公園） 

(男子シングルス) 

S1R内田 傑之  ６－３ ３－６ ６－１ 石田 (伊予銀行) 
S2R内田 傑之    ６－３ ６－２   渡辺 (三和ｽﾎﾟｰﾂ) 
S3R内田 傑之    ６－２ 1-0 RET    劉     （ﾜｰﾙﾄﾞ） 
QF 内田 傑之     １－６ ２－６   駒田  (ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ) 
S1R角田 博幸     ６－１ ６－３   萩尾   (瑞光TC） 
S2R角田 博幸     ６－４ ６－１   陳   (近 大） 
S3R角田 博幸    ４－６ ４－６   駒田  (ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ) 
S1R下 圭太郎     ６－４ ６－２   山本     (ﾜｰﾙﾄﾞ） 
S2R下 圭太郎     ６－４ ６－２  木下(三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ） 
S3R下 圭太郎     ５－７ ３－６   城間(島津製作所) 
(男子ダブルス) 

D1R内田･角田 ６－１ ６－２ 西川･中山      (京産大) 

D2R内田･角田 ６－２ ６－２ 横山(香里GTC)･山本(造幣局) 

D3R内田･角田７－６ ６－４ 木下(三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ)･渡辺(三和SP） 

SF 内田･角田  ７－６ ７－６ 駒田・星木     (ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ) 
F  内田･角田  ６－４ ４－６ ５－７ 權 ・加藤 （近 大） 

〈準優勝〉 
D1R下(同大)･町井(近大)  ６-０ ６-３ 島田･米田   (京産大) 

D2R下(同大)･町井(近大)   5-7 4-6  石田(伊予BK)･藤原(八尾南) 

 

２０００（平成１２）年 

【毎日オープンテニス】 

（ ５月１５日～２１日 香枦園TC） 

 (男子シングルス) （  月  日～ 日 靭公園TC） 

S2R東山友和2-8西村(ｼﾗｻｷ TC) 

S1R堀口琢生8-3川崎(同大)    S2R堀口琢生8-2原 (神院大) 
S3R堀口琢生 4-6 5-7澤田(同大) 
S1R小幡隆志 def 

S1R澤田 晋 8-1須藤(大外大)  S2R澤田 晋 8-2小山(開智高) 

S3R澤田 晋 6-4 7-5堀口(同大)  S4R澤田 晋       () 

S1R中野友貴 def         S2R中野友 8-0 安居(甲南大) 

S3R中野友貴 3-6 5-7高橋(関学大) 

S2R沖 健太 2-8村田(大外大) 

S1R寺下真司 6-8小森(NECL ｲﾝﾄﾞｱ TP) 

S2R外川 敬 4-8網谷(KTI) 

F  福田勝志(OB三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ)〈優 勝〉 
 (男子ダブルス)  （  月  日～ 日 靭公園） 

D1R小幡･堀口(同大) ３-８ 前田･天羽(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ西宮) 

D1R東山･外川(同大)  ３-８ 北尾･梶本(甲南大) 

D1R澤田･川本(同大)  ４-８ 植木･三島(ATP芦屋) 

D1R川崎･寺下(同大)  ２-８ 中西･山根(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝ｹ池) 

D2R沖 ･中野(同大)   D3R   def 
D4R沖 ･中野(同大)  ３-８ 山田･北口(立命大) 

 

２０００（平成１２）年 

【プロテニス日本オープンテニス】 

         予選（５月１５日～１９日 香里ｸﾞﾘｰﾝ TC） 

予選 (男子シングルス)  

S2R角田博幸 8-3中本(ﾀﾞｲﾊﾂ工業)  S3R角田博幸 8-2長瀬(HRK) 

         本戦（ ５月２３日～２８日 香里ｸﾞﾘｰﾝ TC） 
(男子シングルス) 

▽１回戦 
角田 博幸(同大)   ７－５   RET    宮地  （ﾌﾘｰ） 

▽２回戦 

角田 博幸(同大) ７－６ ２－６ ２－６ 田中（北日本物産） 

 (男子ダブルス) 

▽１回戦 
内田・角田(同大)  1-6  6-4  4-6  辻野(北日本物産)･岩見(ﾐｽﾞﾉ) 
 

２０００（平成１２）年 

【淡路島オープンテニス】 

         予選（ ５月２７日～２９日 ｳｴﾙﾈｽﾊﾟｰｸ） 

予選 (男子シングルス) 

S1R沖 健太8-2溝口(ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ) FIN沖 健太 8-3小林(平野南) 
S1R寺下真司2-8篠原(三豊TC)  
予選 (男子ダブルス) 

FIN沖 ･中野(同大) ８-５ 奥村･西田(千里丘TC) 

D1R寺下･川本(同大) ９-７ 中田･田中(ﾃﾆｽｱﾘｰﾅｶﾞｰﾃﾞﾝ) 

FIN寺下･川本(同大) ８-４ 中崎(ｵﾔｼﾞﾗﾝﾄﾞ)･紙谷(紙谷工務店) 

         本戦（  月  日～  日 ｳｴﾙﾈｽﾊﾟｰｸ） 

 (男子シングルス) 

▽１回戦 
中野 友貴(同大)   ６－２ ６－２   辰己(ﾁｰﾑﾊﾞﾝﾋﾞｰｽﾞ) 
沖  健太(同大)    ５－２  RET     草川   (三菱電機) 
▽２回戦 
中野 友貴(同大)   ４－６ １－６   岡田     (ｼｬｰﾌ )゚ 
(男子ダブルス) 

▽１回戦 
沖 ･中野(同大) １－６ ６－４ ６－４ 今村･磯川(ITC ｱﾚｯﾀ) 

寺下･川本(同大) ６－３ ４－６ ６－２ 磯奥･日浦(I RIVER84TR) 

▽２回戦 
沖 ･中野(同大)  ２－６ ２－６   劉 ･重政  (ﾜｰﾙﾄﾞ) 

寺下･川本(同大)  2－6 1－6  市川(ﾌﾐﾔ TS)･押田(ｳｲﾙ TS西大寺) 

 

２０００（平成１２）年 

【アオノオープンテニス】 

         予選（ ６月  日～  日 ） 

予選 (男子シングルス)  

S1R沖 健太 8-0小野(TC加古川)  S2R沖 健太8-1矢上(ｽｸﾛｰﾝ) 
FIN沖 健太 8-5大崎(伊豫銀行) 
S1R中野友貴 8-3竹林(甲南大)  S2R中野友貴 4-8西川(京産大) 

FIN寺下真司 6-8井上(垂水ｸﾞﾘｰﾝ TC) 

予選 (男子ダブルス) 

D1R沖 ･中野(同大) ８-４ 今村(ITC ｱｼｯｸ)･山根(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 

D2R沖 ･中野(同大) ３-８ 稲田(ﾅｯｸﾙｲﾝﾄﾞｱ TC)･西村(ｼﾗｻｷﾞ TC) 

D1R下(同大)･町井(近大)８-３井上(垂水ｸﾞﾘｰﾝ)･ｱﾝｿﾝ(東ﾃﾈｼｰ大) 

D1R下(同大)･町井(近大)８-２北尾･梶本(甲南大) 

FIN下(同大)･町井(近大)８-２青木･安居院(近大) 

         本戦（ ６月  日～  日 ） 

(男子シングルス) 

S1R内田 傑之    ６－１ ７－５   小板橋(ﾃｨﾝﾊﾞｰTC) 
S2R内田 傑之    ６－１ ６－３   久田 (Cozy朝霧) 
S3R内田 傑之    ６－２ ６－１   石田  (伊豫銀行) 
QF  内田 傑之    ６－７ ０－６   藤原 (OG八尾南) 

S1R角田 博幸      ６－２ ６－２   唐沢 (香里GTC) 
S2R角田 博幸     ６－３ ６－２   大川(朝生久我山) 
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S3R角田 博幸    ６－４ ７－６   吉野  (立命大) 
QF  角田 博之  ６－３ ４－６ ４－６  劉       (ﾜｰﾙﾄ )゙ 
S1R沖  健太     ６－２ ６－１   菅野     (T Net) 
S2R沖  健太     ０－６ ４－６    重政     (ﾜｰﾙﾄ )゙ 
S1R下 圭太郎     ６－２ ６－１   棚橋    (関学大) 
S2R下 圭太郎     ６－３ ６－４    湯浅     (ﾜｰﾙﾄ )゙ 
S3R下 圭太郎     ３－６ ６－７   平田  (関学大) 
(男子ダブルス) 

D1R内田･角田２-６ ７-６ ６-２稲田(ﾅｯｸﾙｲﾝﾄﾞｱ)･西村(ｼﾗｻｷﾞ) 

D2R内田･角田   ７－６ ６－１   吉野･門園(立命大) 

D3R内田･角田 ３－６ ６－４ ７－５ 山本･重政 (ﾜｰﾙﾄﾞ) 
SF 内田･角田   ６－２ ６－２   石田･湯地(伊豫銀行) 
F  内田･角田 ６-３ ３-６ ２-６ 駒田(ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ)･藤原(八尾南) 
〈準優勝〉 
D1R下(同大)･町井(近大) １-６ ７-５ ６-２平田･槇田(関学大) 

D2R下(同大)･町井(近大) ６-１６-２ 中野(ﾚﾗｳﾞｪﾙ)･池戸(難波徹) 

D3R下(同大)･町井(近大) ６-７７-５４-６ 石田･湯地(伊豫銀行) 
 

２０００（平成１２）年 

【岐阜ヨネックスオープンテニス】 

         （ ９月 ４日～１０日 長良川ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ） 
予選 (男子シングルス) 

S1R田中英次(OB三和ﾃﾆｽｽｸｰﾙ)  ８－３ 安藤   (近 大) 
S2R田中英次(OB三和ﾃﾆｽｽｸｰﾙ)  ８－２ 福田   (近 大) 
FIN田中英次(OB三和ﾃﾆｽｽｸｰﾙ)  ８－５ 市川   (ｺｽﾓ石油) 
予選 (男子ダブルス) 

D1R田中英次(OB三和TS)･國井(凛心TC) 8-3岸野･長尾(岐商高) 
D2R田中英次(OB三和TS)･國井(凛心TC) 6-8 浅野･東後 (ITC) 
(男子シングルス) 

S1R田中英次(OB三和TS) １-６ ２-６ 熊谷 (江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 

 
２０００（平成１２）年 

【はいばらレディースオープン】 
（１０月  日～ ） 

予選 (女子シングルス) 
S2R猪股 玲奈    ６－１ ６－２    清水  (高瀬ﾃﾆｽﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞ) 
FIN猪股 玲奈   ６－４ ７－６   海堀 (湯山泰次ﾃﾆｽｽｸｰﾙ) 
(女子シングルス) 

▽1回戦 
猪股 玲奈   ６－１ ６－１   細江    （鈴鹿高） 
 
２０００（平成１２）年 

【ルネッサ稲取テニストーナメント】 
         本戦（１１月  日～ ） 

(男子シングルス) 

S1R下 圭太郎     ６－２ ６－２    折本   （ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ） 
S2R下 圭太郎    ６－０ ６－３   宮下 （ﾏｻｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ） 
S3R下 圭太郎     ６－４ ７－６     毛利（夜宮調剤薬局） 
S4R下 圭太郎     ４－６ ３－６   八木         （ﾘｺｰ） 
 
２０００（平成１２）年 

【国民体育大会】 
近畿予選     予選（  月  日～ ） 

S1R下 圭太郎 ６－８ 福田(OB同大)   滋賀０－５京都 
東海予選     予選（  月  日～ ） 

S1R内田 傑之  ５－８  畠中      静岡３－１三重 
S1R角田 博幸  ８－５  横井      静岡３－１三重 
S2R内田 傑之  ８－９  津森      静岡１－３愛知 
S2R角田 博幸  ５－８  本田      静岡１－３愛知 

北信越予選    予選（  月  日～ ） 

S1R猪股 玲奈   ８－３   本城 
S2R猪股 玲奈   ８－２   長沢 

猪股 玲奈                     福井２－０長野 
北海道予選    予選（  月  日～ ） 
S1R高山 麻美   ８－０   鈴木（室蘭ﾃﾆｽ協会） 
S2R高山 麻美   ８－２   狭山（札幌大） 
 

２０００（平成１２）年 

【国民体育大会】 
         本戦（１０月  日～ ） 

成年男子S1R内田 傑之 ８－９ 重政  静岡０－３兵庫 
成年男子S1R角田 博幸  ２－８ 谷川  静岡０－３兵庫 

成年女子S1R猪股 玲奈  ５－８ 井上（広島） 
猪俣・金井 ４－８ 磯村・井上(広島) 福井１－２広島 

S1R高山 麻美 ２－８ 倉田（神奈川）北海道０－２神奈川 
 

２０００（平成１２）年 ＜２００１（平成１３）年分＞ 

予選【アオノ正月インドアオープンテニス】 
    予選（１２月１１日～  青野総合運動公園) 

予選 (男子シングルス) 

S1R沖  健太 8-6 星野(清風高)  S2R沖  健太8-5 浅岡 
FIN沖  健太 8-3早津(NTT西日本神戸) 
S1R中野 友貴 def     S2R中野 友貴8-4青木(近大) 
FIN中野 友貴 8-3 伊藤(神院大) 
S1R安達 杏奈 2-8 桜井(三和ｽﾎﾟｰﾂ) 
S1R橋本 香織 5-8 西村(四ﾉ宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 
 

２０００（平成１２）年 

【イザワクリスマスオープン】 
        予選（１１月２９日～１２月３日 江坂TC） 

予選 (男子シングルス)  

S1R角田 博幸   ６－７ １－６   本村（北日本物産） 
予選 (男子ダブルス) 

D1R角田・内田 ３－６ １－６ 辻野・岩見 (北日本物産・ﾐｽﾞﾉ) 
       本戦（１２月１８日～２３日 神戸ﾜｰﾙﾄﾞ記念ﾎｰﾙ) 

 (男子シングルス) 

S1R角田 博幸   ６－２ ６－２   久田   (朝霧TC) 
S2R角田 博幸   ６－１ ６－４   岩田   (中国電力) 
S3R角田 博幸   ６－１ ６－１   星野  (瀬谷GTC) 
QF 角田 博幸   ６－４ ６－４    堀       (REX) 
SF 角田 博幸   ６－４ 1-0RET    伊藤   (ﾃﾞｨﾉ TC) 
F  角田 博幸 ４－６ ７－５ ４－６   五藤   (近 大) 
S1R東山 友和   ６－０ ７－５   上本   (大阪府庁) 
S2R東山 友和   １－６ １－６   安藤     (ｱｲｼﾝ) 

S1R沖  健太 2－6  6－4  1－6 桑島(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ加古川) 

S1R中野 友貴  ５－７ ６－４ ４－６ 佐藤  (佐藤GTC) 

 (男子ダブルス) 
D1R角田・沖    ６－０ ６－３  出口・小川(ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ) 

D1R角田・沖  5-7 6-4 6-4 磯部(ﾃｨﾝﾊﾞｰ TC)･星野(瀬谷GTC) 

QF 角田・沖        def     仁田・小林(三和STC) 

SF角田・沖2-6 6-3 1-6久田(COZY朝霧)･高井(ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝ加古川) 

 
 


