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２００１（平成１３）年 
◆社会：中央省庁改革－1府12省庁体制ｽﾀｰﾄ(1/6)。 

 実習船『えひめ丸』米国原子力潜水艦に衝突され沈没(2/10)。 

       明石市JR朝霧駅歩道橋事故(7/21)。 

    宇宙開発事業団－新主力『H2A』1号ﾛｹｯﾄ打上成功(8/29)。 

    米国－同時多発ﾃﾛ事件(NY世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ)(9/11)。 
    ﾉｰﾍﾞﾙ化学賞(触媒による不斉合成反応)－野依良治(10/10)。 

★流行語：『米百俵』 

◇本学ﾃﾆｽ： 

<校祖墓参> 若王子山頂－新島 襄 墓前  全部員 (2/24)。 

＜合  宿＞ (2/18～ 6日間) 宮崎市総合運動公園－青島 水光苑 

 
２００１（平成１３）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】 

    （ ９月１８日～２６日 マリンパーク北村） 
＜男子１部リーグ＞ 

× 同志社 ２（複１－２ 単１－５）７ 関学大 

（ダブルス） 

Ｎｏ１×下 ・星  ４－６ ６－４ ８－10 中村・今井 
Ｎｏ２○角田・沖  １－６ ６－３ ６－４ 川西・槙田 
Ｎｏ３×東山・中野 ４－６ ２－６     平田・毛利 
（シングルス） 
Ｎｏ１○角田 博幸 ６－２ ６－０     内田 
Ｎｏ２×下 圭太郎 ６－３ ２－３ RET   今井 

Ｎｏ３×星  隆祐 ２－６ ５－７     中村 
Ｎｏ４×岩月 真也 ０－６ ４－６     川西 
Ｎｏ５×沖  健太 ２－６ ５－７     平田 
Ｎｏ６×中野 友貴 １－６ ４－６     毛利 
 

○ 同志社 ７（複３－０ 単４－２）２ 立命大 

（ダブルス） 

Ｎｏ１○下 ・星  ６－１ ７－５   小川・星野 

Ｎｏ２○角田・沖  ６－４ ３－６ ６－３ 吉野・門園 

Ｎｏ３○東山・中野 ６－４ １－６ ６－４ 藤岡･松田 

（シングルス） 

Ｎｏ１○角田 博幸 ６－２ ４－６ ６－３ 吉野 

Ｎｏ２○下 圭太郎 ６－１ ６－２     門園 

Ｎｏ３×星  隆祐 ２－６ ６－２ ４－６ 星野 

Ｎｏ４○岩月 真也 ６－１ ６－１     佐藤 
Ｎｏ５○沖  健太 ６－３ ６－０     小川 
Ｎｏ６×中野 友貴 ４－６ ０－６     松田 

 

× 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 京産大 

（ダブルス） 

Ｎｏ１×下 ・星  ７－６ ６－７ ０－６ 稲田・島田 

Ｎｏ２○角田・沖  ７－６ ７－５     米田・中越 

Ｎｏ３×東山・中野 ２－６ ４－６     今井・辻本 

（シングルス） 

Ｎｏ１○角田 博幸 ６－２ ６－４     島田 

Ｎｏ２○下 圭太郎 ７－５ ６－１     稲田 

Ｎｏ３○星  隆祐 ７－６ ７－５     中越 

Ｎｏ４×岩月 真也 １－６ ６－２ ２－６ 今井 
Ｎｏ５×沖  健太 ６－３ ３－６ ３－６ 大西 
Ｎｏ６×中野 友貴 ２－６ ３－６     辻本 

 

× 同志社 ２（複１－２ 単１－５）７ 近 大 

（ダブルス） 

Ｎｏ１×下 ・星  １－６ ３－６     加藤・五藤 

Ｎｏ２○角田・沖  １－６ ２－６     李 ・藩 

Ｎｏ３×東山・中野 ３－６ ７－６ ２－６ 末田・福井 

（シングルス） 

Ｎｏ１○角田 博幸 ４－６  (RET)     五藤 

Ｎｏ２×下 圭太郎 ７－５ ６－１     加藤 

Ｎｏ３×星  隆祐 ３－６ ３－６     李 

Ｎｏ４×岩月 真也 ６－７ ２－６     末田 
Ｎｏ５×沖  健太 １－６ ６－７     町井 
Ｎｏ６×中野 友貴 ２－６ ７－５ ０－６ 植木 

 

○ 同志社 ７（複３－０ 単４－２）２ 甲南大 

（ダブルス） 

Ｎｏ１○下 ・星  ７－６ ６－２     梶本・春木 

Ｎｏ２○角田・沖  ６－４ ６－０     安居・城下 

Ｎｏ３○東山・中野 ７－６ ６－２     藤塚･池本 

（シングルス） 

Ｎｏ１○角田 博幸 ６－０ ６－０     春木 

Ｎｏ２○下 圭太郎 ６－４ ６－１     梶本 

Ｎｏ３○星  隆祐 ６－１ ７－６     藤塚 

Ｎｏ４×岩月 真也 ０－６ ０－６     池本 
Ｎｏ５×沖  健太 ４－６ ６－２ ３－６ 城下 
Ｎｏ６○中野 友貴 ６－２ ６－２     萩森 

 

＜男子１部リーグ④位＞    同志社大学 ２勝３敗 

 

２００１（平成１３）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】     ＜女子の部＞ 

        （ ６月２３日～７月１日 各大学） 
＜女子３部リーグ＞ 

○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 神親女大 

（ダブルス） 

Ｎｏ１○猪股・安達 ６－１ ６－２     飯田・平部 

Ｎｏ２○高山・菱岡 ７－６ ６－３     稲沢・川西 

（シングルス） 

Ｎｏ１○猪股 玲奈 ６－０ ６－０     飯田 

Ｎｏ２○安達 杏奈 ７－５ ６－３     平部 

Ｎｏ３○高山 麻美 ６－１ ６－３     金田 

 

× 同志社 ２（複１－１ 単１－２）３ 龍谷大 

（ダブルス） 

Ｎｏ１○猪股・安達 ２－６ ６－２ ３－６ 塚井・辻川 

Ｎｏ２×高山・菱岡 ６－３ ６－１     船見・長友 

（シングルス） 

Ｎｏ１○猪股 玲奈 ７－６ ６－０     辻川 

Ｎｏ２×安達 杏奈 ３－６ ３－６     塚井 

Ｎｏ３×高山 麻美 ６－２ ３－６ ３－６ 船見 

 

○ 同志社 ４（複１－１ 単３－０）１ 甲南女大 

（ダブルス） 

Ｎｏ１○猪股・高山 ６－２ ７－６     構 ・藤井 

Ｎｏ２×安達・菱岡 ３－６ ２－６     湊 ・瀧川 

シングルス 

Ｎｏ１○猪股 玲奈 ６－１ ６－０     藤井 

Ｎｏ２○安達 杏奈 ６－４ ６－２     構 

Ｎｏ３○高山 麻美 ６－３ ７－５     青野 

 
○ 同志社 ３（複２－０ 単１－２）２ 大谷女短 

（ダブルス） 

Ｎｏ１○猪股・安達 ６－２ ６－２     秋豆・田原 

Ｎｏ２○高山・菱岡 ６－２ ７－５     富井・西本 
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（シングルス） 

Ｎｏ１×猪股 玲奈 ４－６ ０－６     秋豆 

Ｎｏ２×安達 杏奈 ２－６ ４－６     田原 

Ｎｏ３○高山 麻美 ６－１ ６－１     南部 

 

○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 関西外大 

（ダブルス） 

Ｎｏ１○猪股・安達 ６－１ ２－６ ７－５ 川村・大坪 

Ｎｏ２×高山・菱岡 ２－６ ５－７     土井・井村 

（シングルス） 

Ｎｏ１○猪股 玲奈 ２－６ ７－６ ６－１ 川村 

Ｎｏ２×安達 杏奈 ５－７ ７－５ ５－７ 中嶋 

Ｎｏ３○高山 麻美 ７－５ ６－１     中西 

 

＜女子３部リーグ②位＞    同志社大学(女子) ４勝１敗 

 

２００１（平成１３）年 

【定期戦】     対 京都大学戦 

           （ ３月  日 ） 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 京都大 

（ダブルス） 

Ｎo１○沖 ・下    ６－１ ６－２   石川・本島 

Ｎo２○中野・外川   ６－１ ６－３   真野・鮫島 

Ｎo３○澤田・川本 ２－６ ７－５ ７－６ 伊藤・藤原 

（シングルス） 

Ｎo１○角田 博幸 ７－６ ３－６ ６－４ 石川 

Ｎo２○中野 友貴   ７－６ ７－５   本島 

Ｎo３○下 圭太郎   ６－０，６－１   真野 

Ｎo４○沖  健太   ６－４ ７－６   藤原 

Ｎo５○外川  敬   ６－４，６－４   鮫島 

Ｎo６○澤田  晋   ７－５，６－２   島津 

 

２００１（平成１３）年 

【対抗戦】     対 立命館大学戦 

           （ ８月 ７日     ） 

○ 同志社 ６（複１－２ 単５－１）３ 立命大 

（ダブルス） 

Ｎo１○下 ・星    ７－６ ６－１   小川・星野 

Ｎo２×角田・沖  ４－６ ７－５ ６－８ 吉野・門園 

Ｎo３×住田・岩月   ３－６ ６－７   藤岡・松田 

（シングルス） 

Ｎo１○角田 博幸   ６－３ ６－４   吉野 

Ｎo２○下 圭太郎   ６－１ ６－０   門園 

Ｎo３○星  隆祐   ６－２ ６－３   松田 

Ｎo４○岩月 真也   ６－１ ６－３   佐藤 

Ｎo５×沖  健太 ７－５ ２－６ ４－６ 小澤 

Ｎo６○東山 友和 ２－６ ６－３ ８－６ 小坂 

 
２００１（平成１３）年 

【対抗戦】     対 龍谷大学戦     ＜女子の部＞ 

           （ ８月  日 ） 

× 同志社 ２（複１－１ 単１－２）３ 龍谷大 

（ダブルス） 

Ｎo１×猪股・安達   １－６ ０－６   塚井・船見 

Ｎo２○高山・菱岡 ７－５ ４－６ ６－４ 中嶌・辻川 

（シングルス） 

Ｎo１×猪股 玲奈   １－６ ２－６   塚井 

Ｎo２○安達 杏奈 ６－３ ４－６ ６－２ 辻川 

Ｎo３×高山 麻美   １－６ ３－６   船見 

 

２００１（平成１３）年 

【対抗戦】     対 亜細亜大学戦 

           （ ８月  日     ） 

× 同志社 ２（複０－３ 単２－４）７ 亜細亜大 

（ダブルス） 

Ｎo１×下 ・星    ２－６ １－６   国吉・宮崎 

Ｎo２×角田・沖    ４－６ １－６   辻 ・後藤 

Ｎo３×東山・中野 ７－６ ０－６ ６－７ 相原・大山 

（シングルス） 

Ｎo１○角田 博幸   ６－３ ６－４   宮崎 

Ｎo２○下 圭太郎   ６－４ ７－５   比嘉 

Ｎo３×星  隆祐   ３－６ ２－６   国吉 

Ｎo４×岩月 真也   ０－６ ５－７   中川 

Ｎo５×沖  健太   ３－６ ６－７   相原 

Ｎo６×中野 友貴   １－６ ２－６   大山 

 
２００１（平成１３）年 

【対抗戦】     対 関西学院大学戦 

           （  月  日     ） 

× 同志社 ２（複１－２ 単１－５）７ 関学大 

（ダブルス） 

Ｎo１×下・星   ４－６ ６－４ ８－10 中村・今井 

Ｎo２○角田・沖  １－６ ６－３ ６－４ 川西・槙田 

Ｎo３×東山・中野   ４－６ ２－６   平田・毛利 

シングルス 

Ｎo１○角田 博幸   ６－２ ６－０   内田 

Ｎo２×下 圭太郎   ６－３ ２－３ RET 今井 

Ｎo３×星  隆祐   ２－６ ５－７   中村 

Ｎo４×岩月 真也   ０－６ ４－６   川西 
Ｎo５×沖  健太   ２－６ ５－７   平田 
Ｎo６×中野 友貴   １－６ ４－６   毛利 

 

２００１（平成１３）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （１１月２５日 同大 田辺） 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 立教大 

（ダブルス） 

Ｎo１○中野・星    ６－２ ６－０   橘 ・四家 

Ｎo２○沖 ・外川   ６－４ ６－１   生嶋・宇賀神 

Ｎo３○澤田・佐藤   ６－２ ６－１   鮫島・真鍋 

シングルス 

Ｎo１○星  隆祐   ６－３ ６－１   橘  

Ｎo２○沖  健太   ６－２ ６－１   四家 

Ｎo３○中野 友貴   ６－２ ６－４   生嶋 

Ｎo４○外川  敬   ６－０ ６－０   宇賀神 

Ｎo５○澤田  晋 ６－３ ２－６ ６－４ 飯島 

Ｎo６○佐藤 浩行   ６－１ ６－１   真鍋 

 

２００１（平成１３）年 

【定期戦】     対 立教大学戦     ＜女子の部＞ 

           （１１月２５日 同大 田辺） 

× 同志社 ３（複１－１ 単２－３）４ 立教大 

（ダブルス） 

Ｎo１×安達・岡部   １－６ ４－６   吉井・広瀬 

Ｎo２○高山・橋本   ６－２ ６－０   寺岡・中條 

（シングルス） 

Ｎo１×安達 杏奈   ５－７ ６－７   吉井 

Ｎo２×高山 麻美   ４－６ ２－６   広瀬 
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Ｎo３○橋本 香織   ６－１ ６－１   油木 

Ｎo４×川田 晴日   ２－６ ３－６   寺岡 

Ｎo５○野上 絢子 ６－７ ６－３ ６－４ 中條 

 

２００１（平成１３）年 

予選【関西学生春季テニストーナメント】 
         予選（ ４月２８日～５月８日 各大学） 
予選 (男子シングルス) 

▽１Ｒ 
小幡 隆志   １－６ ２－６   山口    （京教大） 

川崎 裕史 ６－２ ４－６ ６－１ 平岡    (大経法大） 

中島  透 ２－６ ６－４ ６－４ 東谷     （大府大） 

服部 嘉晃      １－６ ２－６   加賀     （大院大） 
▽２Ｒ 
住田  進   ６－０ ６－２   岡田    （大教大） 

東山 友和   ７－５ ６－３   中村    （滋県大） 

堀口 琢生   ６－４ ６－４   追田    （関 大） 
沖  健太   ６－１ ６－０   永田    （大府大） 

中野 友貴   ６－０ ６－１   川島    （摂 大） 

澤田  晋   ６－１ ６－１   明城    （帝 大） 

川崎 裕史   ２－６ ３－６   今河    （大院大） 

外川  敬   ６－０ ６－１   尾崎    （流通大） 

川本  剛   ６－１ ６－３   足立    （大院大） 

寺下 真司   ６－２ ７－５   濱田    （大産大） 

中島  透   ２－６ ０－６   林     （関学大） 

佐藤 浩行   ６－４ ６－２   那須    （桃山大） 
▽３Ｒ 
住田  進   ６－０ ６－０   宮本    （神 大） 

東山 友和   ７－５ ６－２   山岸   （大経法大) 

堀口 琢生   ６－７ ３－６   中村    （神 大) 

沖  健太   ６－０ ６－０   岡田   （大経法大) 

中野 友貴   ６－２ ６－２   長崎    （関学大) 

澤田  晋   ６－１ ６－１   山口    （大院大) 

外川  敬   ６－１ ６－０   比名    （大院大） 

川本  剛   ３－６ ４－６   辰己    （近 大） 

寺下 真司   ０－６ ２－６   秋江    （神 大） 
佐藤 浩行 ７－６ ３－６ ６－７ 佐野    （龍谷大） 
▽FIN 
住田  進   ７－５ ６－３   海野    （関外大) 

東山 友和   ６－２ ６－１   山下    （京 大) 

沖  健太   ６－３ ６－４   森     （国際大) 

中野 友貴   ６－０ ６－１   井上    （大体大) 

澤田  晋   ６－１ ６－１   大坪    （大体大) 

外川  敬   ６－０ ６－０   楠本    （京 大） 

予選 (男子ダブルス) 

▽１Ｒ 

寺下・服部   ２－６ ３－６   大下・川野 （姫工大） 

▽２Ｒ 
住田・東山   ６－３ ６－０   明城    （経 大) 

堀口・小幡 ６－１ ３－６ ６－２ 岡野・五島（甲子園大) 
川崎・中島   ５－７ ２－６   早戸・宮田 （神商大) 

中野・岩月       def       石野・北  （京園大) 

澤田・佐藤   ６－１ ６－２   平野・岡本 （英知大) 

外川・川本       def        水島・八木 （奈良大) 

下 ・星    ６－０ ６－０   草加・荒井 （芦 大） 

▽３Ｒ 
住田・東山   ６－１ ７－５   秋田・岸田 （大体大) 

堀口・小幡   １－６ １－６   松井・野田 （大院大) 
中野・岩月   ６－３ ６－０   亀田・辻本 （大体大) 

澤田・佐藤   ２－６ ２－６   竹本・熊見 （関学大) 

外川・川本   ６－１ ６－１   田原・池田 （大工大） 

下 ・星    ６－０ ６－０   井上・茶木 （流通大） 

▽FIN 
住田・東山 ６－４ ３－６ ４－６ 森 ・坂本 （国際大) 

中野・岩月   ６－０ ６－４   米野・長崎 （関学大) 

外川・川本   ６－７ ５－７   辻本・荒川 （京産大) 

下 ・星    ６－０ ６－２   安藤・沖  （近 大） 

予選 (女子シングルス) 

▽１Ｒ 

松浦はるみ   ０－６ ３－６   佐野  （武庫川女大) 

川田 晴日   ６－２ ６－３   増田    （英知大） 

▽２Ｒ 

野上 絢子   ６－０ ６－０   中川    （大市大) 

安達 杏奈   ７－６ ６－４   木原    （関外大） 

高山 麻美   ６－４ ６－０   工藤    （関外大） 

橋本 香織   ６－４ ６－２   池西    （大体大） 
川田 晴日   ６－３ ６－０   広崎   （甲南女大） 

菱岡 佳世   ６－０ ６－０   平村    （京府大） 
多田 陽子   ７－５ ６－３   樋口    （神商大） 
▽３Ｒ 
野上 絢子   ０－６ ０－６   吉松   （松蔭女大) 

安達 杏奈   ７－６ ６－２   福田   （松蔭女大） 

高山 麻美   ６－４ ７－６   中村    （大体大） 

橋本 香織   ７－６ ６－１   川島   （甲南女大） 
川田 晴日   ４－６ ３－６   林     （大体大） 

菱岡 佳世   ７－６ ６－１   長安  （武庫川女大） 
多田 陽子   ４－６ ２－６   脇本   （甲南女大） 
▽FIN 
安達 杏奈 ７－５ ２－６ ２－６ 清水   （園田女大） 

高山 麻美   １－６ １－６   山田   （松蔭女大） 

橋本 香織   ２－６ ２－６   井村    （関外大） 
菱岡 佳世 ６－２ ３－６ ３－６ 上野    （立命大） 
予選 (女子ダブルス) 

▽２Ｒ 

猪股・安達   ６－０ ６－１   秋吉・松崎 （経 大） 

松浦・川田       def           鎌刈・島田（奈良教大) 

野上・多田   ２－６ １－６   大谷・東口 （大体大） 

高山・岡部   ６－４ ６－１   吉井・稲木（国際女大） 

橋本・菱岡   ６－０ ６－１   上山・佐藤 （天理大） 

▽３Ｒ 

猪股・安達   ６－１ ６－０   西山・工藤 （関外大） 

松浦・川田   ０－６ ０－６   北坂・池本（園田女大） 

高山・岡部   ６－４ ６－２   高橋・鈴木 （大教大） 

橋本・菱岡 ６－２ ３－６ ６－２ 吉松・福田（松蔭女大） 

▽FIN 
猪股・安達   ６－２ ６－３   清水・洞 （園田女大） 

高山・岡部   ２－６ １－６   上手・生野 （大体大） 

橋本・菱岡   １－６ ３－６   川村・大坪 （関外大） 

 

２００１（平成１３）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 
         本戦（ ５月２８日～６月３日 靭公園TC） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦 
住田  進   ４－６ ５－７   杉江    （大体大） 

東山 友和 ５－７ ６－４ ４－６ 長田    （和医大） 

沖  健太 ６－１ ４－６ ４－６ 江口    （大院大） 

中野 友貴   ６－４ ６－２   伊東    （近 大） 
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澤田  晋 ４－６ ６－２ ５－７ 青木    （近 大） 

岩月 真也   ６－１ ６－４   緒方    （大体大） 

外川  敬   ４－６ ６－７   福井    （近 大） 

▽２回戦 

角田 博幸   ６－４ ６－１   星野    （立命大） 

中野 友貴   ０－６ ３－６   李     （近 大） 

下 圭太郎   ７－５ ７－５   毛利    （関学大） 

星  隆祐   ６－３ ６－１   佐藤    （立命大） 

岩月 真也   ３－６ ３－６   五藤    （近 大） 

▽インカレ選考試合 

(インカレ選考試合) S1R  中野 友貴 ８－２ 藤田 (甲南大) 

(インカレ選考試合) S2R  中野 友貴 ７－９ 梶本 (甲南大) 

▽インカレ選考試合 

(インカレ選考試合) S1R 岩月 真也 ８－６ 槙田（関学大) 

(インカレ選考試合) S2R 岩月 真也 ８－６ 本島（京 大) 

(インカレ選考試合) S3R 岩月 真也 ９－８ 辻本（京産大) 

(インカレ選考試合) S4R 岩月 真也 １－８  毛利（関学大) 

(35位～36位) 決定戦   岩月 真也 ８－３ 藤田（関学大) 

▽３回戦 

角田 博幸   ６－２ ６－０   棚端    （関学大） 

下 圭太郎   ６－３ ６－２   稲田    （京産大） 

星  隆祐 ２－６ ７－６ ７－６ 島田    （京産大） 

▽４回戦 

角田 博幸   ６－４ ６－３   川西    （関学大） 

下 圭太郎   ６－１ ６－２   星  隆祐 （同 大） 

▽準々決勝 

角田 博幸 ６－３ ２－６ １－６ 五藤    （近 大） 

下 圭太郎   １－６ ２－６   李     （近 大） 

 (男子ダブルス) 

▽１回戦 

中野・岩月   ６－２ ６－２   河内・秋江 （近 大） 

下 ・星  ６－７ ７－６ ６－０ 吉田・戸江 （大体大） 

▽２回戦 

角田・沖    ６－４ ６－２   藤塚・城下 （甲南大） 

中野・岩月   ３－６ １－６   藤田・今井 （関学大） 

下 ・星    ６－２ ６－１   藤岡・松田 （立命大） 

▽３回戦 

角田・沖    ６－３ ６－３   毛利・内田 （関学大) 

下 ・星  ０－６ ７－５ ６－１ 米田・島田 （京産大） 

▽準々決勝 

下 ・星  ０－６ ６－２ ７－６ 角田・沖  （同 大） 

▽準決勝 

下 ・星    １－６ ４－６   加藤・李  （近 大） 

 (女子シングルス) 

▽１回戦 

猪股 玲奈 ６－２ ２－６ ３－６ 田原  （大谷女短大) 

安達 杏奈   １－６ １－６   矢部   （園田女大） 

 (女子ダブルス) 
▽１回戦 

猪股・安達   ６－４ ６－１   川村・大坪  (関外大) 

▽２回戦 

猪股・安達   ４－６ ４－６   垂井・山下  （立命大) 

▽インカレ選考試合 

(インカレ選考試合)   猪股･安達 ８－６ 小川･菅野(園田女大) 

 

２００１（平成１３）年 

予選【関西学生テニス選手権】（夏） 

     予選（ ７月２８日～８月７日 各大学） 

予選 (男子シングルス) 

▽１Ｒ 
住田  進   ６－３ ６－０   安藤    （関 大) 

堀口 琢生   ６－０ ６－０   田口    （神 大) 
小幡 隆志   ６－０ ６－０   大竹    （大教大) 

澤田  晋   ６－０ ６－０   八木    （奈良大) 

川崎 裕史   ６－２ ６－４   石井    （大産大) 

外川  敬   ６－２ ６－１   加来    （仏教大） 

寺下 真司   ６－４ ６－３   野田    （京 大） 
中島  透   １－６ ０－６   加藤    （神 大） 

▽２Ｒ 
住田  進   ６－０ ６－０   寺坂    （大産大) 

東山 友和   ６－１ ６－０   吉川    （大工大) 

堀口 琢生   ６－０ ６－０   井出    （関 大) 
小幡 隆志   ０－６ ０－６   和田    （神院大) 

沖  健太      def       宮崎    （福科大) 

中野 友貴       def       伊郷    （奈産大) 

澤田  晋   ６－０ ６－１   小泉    （龍谷大) 

川崎 裕史   ２－６ ３－６   畔波    （関 大) 

外川  敬   ６－１ ６－０   古谷    （大産大） 

寺下 真司   ４－６ ０－６   中村    （神 大） 

岩月 真也   ６－０ ６－０   渡辺    （桃山大） 
佐藤 浩行   ６－０ ６－０   雨宮    （和 大） 
▽３Ｒ 
住田  進   ０－６ ２－６   小坂    （立命大) 

東山 友和   ６－２ ６－３   井山    （大体大) 

堀口 琢生   ３－６ １－６   萩原    （関学大) 

沖  健太   ６－３ ６－１   松浦    （近 大) 

中野 友貴   １－６ 0-1RET     藤原    （京 大) 

澤田  晋   ６－０   def    田村    （大体大) 

外川  敬   ６－１ ６－２   戸田    （神 大） 

岩月 真也   ６－０ ６－０   岩田    （大市大） 
佐藤 浩行   ６－４ ６－４   永宗    （天理大） 
▽FIN 
東山 友和   ６－３ ７－６   米野    （関学大) 

沖  健太   ６－４ ６－４   伊藤    （神院大) 

澤田  晋   １－６ ３－６   萩森    （甲南大) 

外川  敬   ３－６ ５－７   山戸    （関 大） 

岩月 真也   ６－２ ６－１   河野    （甲南大） 
佐藤 浩行   ２－６ ２－６   大坪    （大体大） 
予選 (男子ダブルス) 

▽１Ｒ 

澤田・寺下   ６－１ ６－２   新村・高野 （京教大） 

川崎・中島         def        山本・緋田 （京教大） 

佐藤(同大)･萩森(甲南)７-６ ３-６ ６-３ 佐藤･下村 (大産大) 

▽２Ｒ 
堀口・小幡   ３－６ １－６   井山・山本 （大体大） 
東山・中野   ６－４ ７－５   野村・門前 （関外大） 

住田・外川   ６－０ ６－２   中井・藤井（甲子園大） 
澤田・寺下   ３－６ ４－６   浅川・留川 （京教大） 

川崎・中島   ２－６ ０－６   安井・松尾 （大府大） 

佐藤(同大)･萩森(甲南) ６－０ ６－３ 東田・辻土(神商大) 

▽３Ｒ 
東山・中野   ６－４ ７－５   松谷・藤原 （京 大） 

住田・外川   ６－０ ６－１   赤木・柴田 （甲南大） 
佐藤(同大)･萩森(甲南) ３－６ ０－６ 大坪・田村  （大体大） 

▽FIN 
東山・中野 ２－６ ６－３ ６－４ 遠藤・石田 （大体大） 

住田・外川   ６－４ ６－１   長崎・梶谷 （関学大） 

予選 (女子シングルス) 
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▽１Ｒ 

松浦はるみ   １－６ ３－６   矢野   （国際女大） 

野上 絢子   ６－０ ６－１   橋本    （国際大） 

橋本 香織   ６－３ ６－２   後藤    （仏教大） 
川田 晴日   ６－４ ６－２   高見    （関学大） 

菱岡 佳世        def       坂本   （国際女大） 
▽２Ｒ 

野上 絢子   １－６ ０－６   針宮    （大体大） 

安達 杏奈   ６－４ ６－１   高田    （関外大） 

高山 麻美   ６－３ ６－２   田中    （天理大） 

橋本 香織   ６－２ ６－４   石原    （関 大） 
川田 晴日   ６－４ ６－４   辻坂   （松蔭女大） 

菱岡 佳世   ７－６   def     井村    （関外大） 
▽３Ｒ 
安達 杏奈   ６－１ ６－０   大垣   （国際女大） 

高山 麻美 ６－２ ２－６ ６－４ 山田    （大体大） 

橋本 香織   ３－６ ４－６   山内    （天理大） 
川田 晴日 ４－６ ６－４ ２－６ 木佐   （甲南女大） 

菱岡 佳世 ６－４ ４－６ ４－６ 中安    （大体大） 
▽FIN 

安達 杏奈   ６－３ ６－４   中前    （大体大） 

高山 麻美   ６－７ ２－６   池上    （関学大） 

予選 (女子ダブルス) 
▽１Ｒ 

松浦・野上   ６－０ ６－１   宇津巻･行友 （龍谷大） 

橋本・川田   ６－２ ６－０   壇土・浜名 （京 大） 

▽２Ｒ 

松浦・野上   ０－６ ４－６      青野・原田（甲南女大） 

高山・菱岡   ６－１ ６－０   松本・今川 （英知大） 

橋本・川田 ２－６ ６－２ ２－６ 立野･深堀(武庫川女大） 

▽３Ｒ 

高山・菱岡 ５－７ ６－３ ７－６ 長安･木村(武庫川女大） 

▽FIN 
高山・菱岡   １－６ ２－６   田村・渡辺（園田女大） 

 

２００１（平成１３）年 
【関西学生テニス選手権】（夏） 

         本戦（ ９月 ３日～ ９日 靭TC） 
(男子シングルス) 

▽１回戦 
東山 友和   ３－６ ３－６   松田    （龍谷大） 

沖  健太   ６－２ ６－１   田中    （神院大） 

岩月 真也   ６－２ ６－３   本島    （京 大） 

外川  敬   ４－６ ６－７   福井    （近 大) 

▽２回戦 

角田 博幸   ６－１ ６－２   萩原    （関学大) 

沖  健太   ６－７ ２－６   藩     （近 大) 

下 圭太郎   ６－１ ６－３   荒川    （京産大） 

星  隆祐   ６－２ ６－１   石川    （京 大） 

岩月 真也 ４－６ ６－２ ６－０ 安居院   （近 大） 

▽３回戦 

角田 博幸   ７－５ ６－２   植木    （近 大) 

下 圭太郎   ６－２ ６－１   佐藤    （立命大） 

星  隆祐 １－６ ７－６ ３－６ 末田    （近 大） 

岩月 真也   ４－６ ５－７   吉野    （立命大） 

▽４回戦 

角田 博幸   ６－３ ６－４   下 圭太郎 （同 大） 

▽準々決勝 

角田 博幸   ７－６ ６－３   吉野    （立命大) 

▽準決勝 

角田 博幸   ６－２ ６－３   藩     （近 大) 

▽決勝 

角田 博幸   ７－５ ６－３   末田    （近 大) 

〈優 勝〉 
 (男子ダブルス) 

▽１回戦 

東山・中野   ６－４ ６－３   木村・大橋 （神院大) 

住田・外川   ６－０ ６－０   良田・木村 （関 大） 

▽２回戦 

角田・沖    ６－１ ６－１   串畑・中田 （関学大) 

東山・中野   １－６ １－６   町井・植木 （近 大) 

住田・外川   ６－７ ４－６   李 ・田中 （近 大） 

下 ・星    ６－１ ６－１   村田・佐野 （龍谷大） 

▽３回戦 

角田・沖    ６－４ ６－４   小川・星野 （立命大) 

下 ・星    ３－６ ２－６   中村・今井 （関学大） 

▽準々決勝 

角田・沖  ４－６ ７－５ ４－６ 李 ・田中 （近 大) 

 (女子シングルス) 

▽１回戦 

猪股 玲奈   ７－５ ６－３   辻川    （龍谷大) 

安達 杏奈   １－６ １－６   菅野   （園田女大） 

▽２回戦 

猪股 玲奈   ６－３ ６－４   阿部   （松蔭女大) 

▽３回戦 

猪股 玲奈 ６－１ １－６ １－６ 赤坂    （大教大) 

 (女子ダブルス) 
▽１回戦 

猪股・安達 ６－４ ３－６ ７－６ 加藤・半田(武庫川女大) 

▽２回戦 

猪股・安達 ４－６ ６－２ ３－６ 藤井・寺口（国際女大) 

 

２００１（平成１３）年 

【関西学生地域 (京都地区) テニストーナメント】 

（ ３月１３日～２２日 各大学） 
 (男子シングルス) 

▽２回戦 
堀口 琢生8－1片岡 (京工大) 住田  進  def 玉村(京教大) 

小幡 隆志8－3小藪 (京外大) 東山 友和 8－0 戸澤(京工大) 

沖  健太8－0森   (京教大) 川崎 裕史 8－2 山形(滋県大) 

中野 友貴8－1山田 (仏  大) 澤田  晋 8－0 安藤(京府大) 

下 圭太郎8－2町田 (仏 大)  寺下 真司  def 中村(仏 大) 
中島  透1－8橋本 (龍谷大)  外川  敬 8－2若松(京府大) 
川本  剛8－6島津 (京 大) 
▽３回戦 
堀口 琢生8－3 山下 (滋県大) 住田   進3－8 川東 (立命大) 

小幡 隆志4－8牛黄老(京産大)東山 友和8－3福田 (滋県大) 

沖  健太8－5伊藤 (京 大) 川崎 裕史2－8今井 (京産大) 

中野 友貴8－2山本 (京外大) 澤田  晋8－4小野 (立命大) 

下 圭太郎8－0仲野 (花園大)  寺下 真司 def 赤木 (京  大) 
外川  敬8－4佐藤 (立命大)  川本  剛8－4小澤 (立命大) 
▽４回戦 
堀口 琢生6－8島田 (京産大) 東山 友和  def 山田(立命大) 

沖  健太8－1中村 (滋県大) 中野 友貴 8－6 田原(龍谷大) 

澤田  晋9－8本島 (京 大) 下  圭太郎8－1無料井(京外大) 
寺下 真司3－8門園 (立命大)  外川   敬8－4中越 (京産大) 
川本  剛8－4山口 (京教大) 
▽５回戦 
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沖  健太8－5 門園(立命大) 中野 友貴8－3今井 (京産大) 

下 圭太郎8－4澤田 晋(同大) 外川  敬2－8松田 (龍谷大) 
川本  剛4－8島田 (京産大) 
▽準々決勝 
沖  健太   ４－６ ５－７   松田    (龍谷大) 

中野 友貴 ４－６ ６－２ ６－２ 石川    (京 大) 

下 圭太郎   ６－２ ７－６   西本    （龍谷大) 
▽準決勝 

中野 友貴 ６－３ １－６ ３-０RET  下 圭太郎（同 大） 

▽決 勝 

中野 友貴   ４－６ ４－６   島田    (京産大) 

〈準優勝〉 
(男子ダブルス)  

▽２回戦 

堀口･小幡3-8小澤･小野(立命)  住田･東山8-1加藤･伊藤(仏大) 
沖 ･下 8-0一柳･伊藤(花大)  中野･外川8-2山本･坂上(京教) 

澤田･川本8-0林  ･片岡(京工)  寺下･中島def内山･石野(京園) 
川崎(同大)･池田(立命)8-2八木･長田(滋県) 

▽３回戦 
住田･東山8-2大村･東  (京産)  沖 ・下  8-4中村･牛道(滋県) 

中野･外川8-0赤木･堀江(京大) 澤田･川本6-8川東･山田(立命) 

寺下･中島3-8林 ・森  (京大) 
川崎(同大)･池田(立命)0-8石川･元島(京大) 

▽４回戦 
住田･東山8-3小澤･小野(立命)  沖 ･下  8-3山口･嶽  (京教) 

中野･外川8-6堀  ･西本(龍大) 

▽準々決勝 
住田・東山   ６－７ ２－６   朝比奈・村田（龍谷大) 

沖 ・下    ６－４ ６－１   川東・山田 （立命大) 

中野・外川 ６－４ ５－７ ３－６ 今井・中越 （京産大) 

▽準決勝 

沖 ・下  ４－６ ６－４ ６－３ 小川・門園 （立命大) 

▽決 勝 

沖 ・下       def      今井・中越 （京産大) 

〈優 勝〉 
(女子シングルス) 

▽１回戦 
松浦はるみ8－0北条(京外大)   野上 絢子8－0入江(立命大) 

安達 杏奈8－0木村(京外大)   橋本 香織8－1岡田(京府大) 

▽２回戦 
松浦はるみ9－7浜田(京教大)  野上 絢子2－8田中 (仏教大) 
安達 杏奈8－0加野(京教大)  橋本 香織8－2谷本 (京外大) 

高山 麻美8－1宮島(京外大) 

▽３回戦 

松浦はるみ1－8川元 (京産大)  橋本 香織0－8塚井 (龍谷大) 

安達 杏奈8－2後藤 (仏教大)  高山 麻美8－0田尼 (仏教大) 

▽準々決勝 

安達 杏奈   ６－７ １－６   川元       (京産大) 

高山 麻美   ０－６ ０－６   堀内       (京産大) 

 (女子ダブルス) 

▽１回戦 
野上(同大)・行友(龍大)  ８－１   佐々木･福岡 (京府大) 
高山・橋本        ８－０   土柳・土本 (京府大) 

▽２回戦 
猪股・安達        ８－１     土田・石川  (京府大) 

野上(同大)・行友(龍大)    １－８   川土・谷田  (京産大) 
高山・橋本               ８－１   松本・中村   (京園大) 

▽３回戦 

猪股・安達   ６－３ ６－１   中島・沸坂  (龍谷大) 

高山・橋本            def         垂井 (立命)･林 (大体) 

▽準決勝 

猪股・安達   ７－５ ６－３   川元・谷口  (京産大) 

▽決 勝 

猪股・安達   ４－６ ４－６   塚井・辻川  (龍谷大) 

〈準優勝〉 
 
２００１（平成１３）年 

【関西学生チャレンジテニストーナメント】 

（ ９月３０日～１０月１０日 各大学） 
(男子シングルス) 

▽２回戦 

澤田  晋8－0 藤田(奈教大) 川崎 裕史 5－8 片岡(京工大) 

中野 友貴8－0 加来(仏 大) 外川   敬 8－0 木原(姫工大) 

寺下 真司 def 山本(京府大)  中島  透 3－8 森 (京 大) 

佐藤 浩行 def 松井(滋医大)  服部 嘉晃3－8 新藤(桃山大) 

▽３回戦 

澤田  晋8－2 岡田(大手前) 中野 友貴 8－0 河嶋(京 大) 

寺下 真司3－8 大林(大教大) 佐藤 浩行 8－4 重田(京園大) 

外川   敬8－6 鎚  (追  大) 

▽４回戦 

澤田  晋8－1 川南(滋賀大) 中野 友貴 4－8 岩崎(大工大) 

外川  敬8－2 寺本(滋賀大) 佐藤 浩行 8－6 山田(阪 大) 

▽５回戦 

澤田  晋8－2 榎本(大産大) 外川  敬 8－2 岩里(桃山大) 

佐藤 浩行3－8 良田(関 大) 

▽６回戦 

澤田  晋7－9 川東(立命大) 外川  敬 8－4 河田(関学大) 

▽７回戦 

外川  敬9－7 長尾(大院大) 

▽準々決勝 

外川  敬      ７－５ ６－３   柏木  (京工大) 

▽準決勝 

外川  敬      ６－０ ６－３   和田  (神院大) 

▽決 勝 

外川  敬      ７－６ ６－３   川東  (立命大) 

〈優 勝〉 
(男子ダブルス)  

▽２回戦 
澤田･佐藤8－3鳴海･當銘(桃大) 川崎･寺下def 楚田･辻 (姫工) 

中島･服部 def東田･辻上(神商) 

▽３回戦 

澤田･佐藤8-2寺坂･石井(大産) 川崎･寺下3-8辻本･植田(獨協) 

中島･服部 def高橋･真鍋(甲子園大) 

▽４回戦 

澤田･佐藤8-3宮本･加藤(神大) 中島･服部0-8鮫島･真野(京大) 

▽５回戦 

澤田･佐藤5－8 加藤･竹内(流通) 

(女子シングルス) 

▽２回戦 
野上 絢子8－0矢野 (神商大) 高山 麻美1－8松本 (芦女短) 

橋本 香織8－2 田中 (国仏大) 岡部 真里8－2上田 (姫工大) 

川田 晴日8－4 岸本 (芦女大) 菱岡 佳世 def 加藤 (大市大) 

▽３回戦 
野上 絢子2－8 渡辺(京教大) 橋本 香織8－3 宮下 (京産大) 

岡部 真里8－2 村上(大教大) 川田 晴日8－3松本 (京園大) 

▽４回戦 
橋本 香織7－9 安居(甲南女)  岡部 真里4－8 永田(立命大) 

川田 晴日9－7 原田(甲南女) 
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▽５回戦 

川田 晴日1-1RET東口(大体大) 

▽６回戦 

川田 晴日1－8船見(龍谷大) 

(女子ダブルス) 
▽２回戦 

野上･岡部8-0橋本･高橋(国際女)  高山･菱岡def 飴家･奥(大工) 

橋本･川田8-0戒田･嶋 (京女大) 

▽３回戦 
野上･岡部8-6神田･末川(桃大) 橋本･川田8-0西村･増田(神商) 

▽４回戦 
野上･岡部0-8熊澤･矢野(国際女)橋本･川田8-0上田･松井(大院) 

▽５回戦 

橋本･川田4-8山岡･石原(関大) 

 

２００１（平成１３）年 

【関西学生新進テニストーナメント】 

         予選（１０月２７日～１１月４日 各大学） 
予選 (男子シングルス) 

▽１Ｒ 
川崎 裕史   ４－６ ４－６   鈴木    (龍谷大) 

寺下 真司      def       赤川      (大手前大) 

川本  剛      def           小川    (大経大) 

中島  透        def      寺井    (神 大) 

佐藤 浩行   ６－４ ６－１   竹内    (流通大) 

服部 嘉晃   ６－３ ６－１   八木    (滋県大) 

▽２Ｒ 

澤田  晋   ６－１ ６－０   川畑    (追 大) 

中野 友貴      def       吉見        (阪外大) 

寺下 真司   ６－２ ７－６      中村        (仏教大) 

外川  敬   ６－４ ６－３   今城    (追 大) 

中島  透 ６－４ ０－６ ３－６ 大原    (関 大) 

佐藤 浩行   １－６ ２－６   桝谷     (大体大) 

服部 嘉晃   ６－３ ６－１   青島        (電通大) 

▽３Ｒ 

澤田  晋 １－６ ７－５ ６－１ 吉田     (大体大) 

中野 友貴   ６－０ ６－０   永宗     (天理大) 

寺下 真司   ０－６ ３－６   加藤    （流通大) 

外川  敬   ６－１ ６－３   川原    (大体大) 

服部 嘉晃   ０－６ ２－６   佐藤    (神院大) 

▽FIN 
澤田  晋 ４－６ ６－１ ３－６ 天野    (神 大) 

中野 友貴   ６－４ ６－３   長尾    (大院大) 

外川  敬   ２－６ ４－６   中島    (大院大) 

予選 (男子ダブルス) 

▽１Ｒ 

澤田・川崎   ６－１ ６－１   牛原・丸谷 (京外大) 

寺下(同大)･八十(関学)６－０ ６－３  矢内・松本 (滋賀大) 

川本・佐藤   ６－１ ７－５   西影・勢馬 (神院大) 

中島・服部   ６－１ ６－１   安藤・大竹 (大教大) 

▽２Ｒ 

澤田・川崎   ６－４ ７－５   中辻・田端 (追 大) 

寺下(同大)･八十(関学)    def     大歳・藤本  (大教大) 

外川・岩月   ６－１ ６－１   片岡・鳥生 (国際大) 

川本・佐藤   ６－１ ６－０   武吉・飛鳥井(大産大) 

中島・服部   ２－６ ３－６   松浦・小中 (近 大) 

▽３Ｒ 

澤田・川崎   ５－７ ５－７   末田・中久保(近 大) 

寺下(同大)･八十(関学)４－６ ２－６  高橋・青木  (近 大) 

外川・岩月 ４－６ ６－４ ６－２ 市川・佐藤 (神院大) 

川本・佐藤 ０－６ ６－２ ２－６ 辰巳・高瀬 (近 大) 

▽FIN 
外川・岩月   ６－２ ６－３   亀山・嶽  (京教大) 

予選 (女子シングルス) 

▽１Ｒ 

野上 絢子   ６－１ ６－３   佐々木    (ﾌﾟｰﾙ大) 

橋本 香織      def       後藤    (仏教大) 

岡部 真理   ６－０ ６－０   吉野     (奈良大) 
▽２Ｒ 
野上 絢子   ６－１ ６－３   高木    (関学大) 

高山 麻美      def       山本   (松蔭女大) 

橋本 香織   ６－０ ６－０   小西    (京外大) 

岡部 真理   ６－１ ６－１   山本     (常盤会) 
川田 晴日      def       下田    (同女大) 

▽３Ｒ 
野上 絢子   ０－６ ２－６   木津    (大体大) 

高山 麻美      def       浜村    (大谷女大) 

橋本 香織   １－６ ４－６   佐野   (武庫女大) 

岡部 真理   １－６ ２－６   東口     (大体大) 
川田 晴日   １－６ ５－７   正木   (園田女大) 

▽FIN 
高山 麻美   ７－５ ６－４   立野  (武庫川女大) 

予選 (女子ダブルス) 
▽１Ｒ 

野上・川田   ６－１ ６－０   池田・伊藤 (大府大) 

▽２Ｒ 

野上・川田   ６－１ ６－１   金田・井上 (京府大) 

安達・岡部   ６－０ ６－０   上田・山下 (姫工大) 

高山・橋本      def       森・西口  (奈良大) 

▽３Ｒ 

野上・川田   ０－６ １－６   青野・原田(甲南女大) 

安達・岡部   ６－３ ６－４   高田・浜田 (関外大) 

高山・橋本   ６－３ ６－１   中島・木原 (関外大) 

▽FIN 
安達・岡部   ６－１ ６－２   白川・辻阪(松蔭女大) 

高山・橋本   ６－３ ６－１   芳本・吉岡 (大教大) 

 

２００１（平成１３）年 

【関西学生新進テニストーナメント】 

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

▽１回戦 
中野 友貴 ４－６ ６－２ ３－６ 緒方    (大体大) 

▽２回戦 

沖  健太   ６－４ ６－３   大西    (京産大) 

星  隆祐   ６－３ ６－３   坂     (京産大) 

岩月 真也   ６－３ ６－０   江口    (大院大) 

▽３回戦 

沖  健太   １－６ ３－６   串畑    (関学大) 

星  隆祐   ６－３ ７－５   毛利    (関学大) 

岩月 真也 ４－６ ６－３ ４－６ 棚橋    (関学大) 

▽４回戦 

星  隆祐   ３－６ ０－６   中村    (関学大) 

(男子ダブルス)  
▽１回戦 

外川・岩月 ６－７ ６－２ ６－１ 山本(金経)・山下(金工) 

▽２回戦 
中野・星    ６－１ ６－２   金森・牧野  (関学大) 
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外川・岩月   ５－７ ２－６   棚橋・林   (関学大) 

▽３回戦 

中野・星  １－６ ６－４ ３－６ 中田・毛利  (関学大) 

(女子シングルス) 

▽１回戦 
安達 杏奈   ３－６ ２－６   渡辺   (園田女大) 

高山 麻美   ２－６ ０－６   山岡    (関 大) 

(女子ダブルス) 

▽１回戦 
安達・岡部   ６－４ ６－３   木津･東口  (大体大) 

高山・橋本   １－６ ２－６   荒井･大垣(武庫川女大) 

▽２回戦 

安達・岡部   １－６ ０－６   高山･中山 (松蔭女大) 

 

２００１（平成１３）年 

【全日本学生テニス選手権】第６９回 

         本戦（ ８月１０日～１９日 靭TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦 
岩月 真也   １－６ ３－６   大山    (亜細亜) 

下 圭太朗   ６－２ ６－０   谷     (亜細亜) 

星  隆祐   ６－７ ２－６   中村    (関学大) 

角田 博幸   ６－４ ６－１   坂戸    (関学大) 

▽２回戦 

下 圭太朗 ４－６ ７－６ ３－６ 手嶋    (早 大) 

角田 博幸   ６－１ ６－４   内海    (中央大) 

▽３回戦 

角田 博幸   ６－４ ６－４   比嘉    (亜細亜) 

▽４回戦 

角田 博幸 １－６ ６－２ ４－６ 朴     (亜細亜) 

(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 

下 ・星    ６－７ ４－６    宮崎・堂野 (早 大) 

角田・沖    ７－５ ６－１   千川・小板 (筑波大) 

▽２回戦 

角田・沖    ６－２ ６－２   梶山・落合 (日本大) 

▽３回戦 

角田・沖  ２－６ ６－４ ２－６ 陳 ・新田 (日本大) 

(女子ダブルス)（Ｂ－４８） 
▽１回戦 

猪股・安達   ６－１ ６－１   野村・藤木 (東海女) 

▽２回戦 

猪股・安達   ５－７ ３－６   山邉・西尾 (東海女) 

 

２００１（平成１３）年 

【全日本学生室内テニス選手権】第３８回 

        予選（１１月２９日～１２月２日 荏原SSC） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 

▽１Ｒ 
下 圭太朗   ６－０ ６－０   岡村    (北工大) 

▽２Ｒ 

下 圭太朗   ５－７ １－６   国吉    (亜細亜) 

予選 (男子ダブルス)（Ｂ－１６）  
▽１R 
下 ・星    ６－０ ６－１   原田(岡大)･杉井(岡商大) 

角田・沖    ６－２ ６－０    矢野・笠島（札幌大) 

▽２Ｒ 

下 ・星  ７－６ ５－７ ６－７  中村・今井 (関学大) 

角田・沖    ６－２ ６－４   横井(法大)･池本(四日市) 

▽FIN 

角田・沖    ４－６ ４－６   植村・金山  (早 大) 

        本戦（１２月１１日～１６日 駒沢公園体育館） 
 (男子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦 
角田 博幸 ７－５ ２－６ ６－３ 五藤    (近 大) 

▽２回戦 
角田 博幸   ３－６ １－６   宮崎    (早 大) 

 

２００１（平成１３）年 

【韓国秋季大学テニス大会】 

（１１月  日～ 韓国） 
S2R下 圭太朗(同大)  ６－０ ６－０  ﾘﾝﾔﾝｼｰ (ｺﾝﾔﾝ大) 

S3R下 圭太朗(同大)  ２－６ ４－６  ｵｰｽﾝﾌﾝ(ﾐｮﾝｼﾞｰ大) 

D2R下(同大)･末田(近大)4-6 6-4 7-6 ｷﾑｼﾞｮﾝｽｰ･ﾊﾞﾝﾐｭﾝｽｰ(ﾊｰﾘﾝ大) 

D3R下(同大)･末田(近大) ７-６ ６-４ ｱﾝﾄﾞｯｶﾝ･ﾁｪｰｽﾝﾔﾝ(ﾊｰﾘﾝ大) 

D4R下(同大)･末田(近大) ５-７ ５-７  ｷﾑﾎﾝｽｰ･ｶﾝﾔﾝﾌｰ(ﾊｰﾘﾝ大) 

 

２００１（平成１３）年 

【東海学生選抜室内テニス選手権】 

（１２月１８日～２２日 名古屋 千種SC） 
(男子シングルス) 

▽２回戦  星  隆祐(同大) ５－７ ４－６ 池本(四日市大) 

 

２００１（平成１３）年 
【全日本室内テニス選手権】第３７回 島津 

    予選・本戦（ ３月 ５日～１１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)  ３－６  ３－６  VAN . LOTTUM . JOHN (NED) 
 
２００１（平成１３）年 

【全日本テニス選手権】第７６回 ＩＢＭ 

       本戦（１１月 １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) 6－4 3－6  6－4 藤原 (ﾔｵｽﾎﾟｰﾂ) 
角田 博幸(同大)      ３－６ ２－６     宮尾 (早 大) 
▽２回戦 
福田 勝志(OB三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) ６－２ ４－６ ６－２ 宮崎(早大) 
▽３回戦 
福田 勝志(OB三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) ６－３ ６－０   李  (近 大) 
▽準々決勝 
福田 勝志(OB三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) ０－６ ５－７ 岩見(北日本物産) 
(男子ダブルス)（Ｂ－３２） 
▽１回戦 
内田(OB ﾘｺ )ー･角田(同大)  ５－７  １－６  駒田･星木 (ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ) 
福田(OB)･伊藤(三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) 4-6 6-4 5-7岸本(朝生)･佐竹(竜南TC) 
 
２００１（平成１３）年 

【全日本ベテランテニス選手権】第６３回 ダンロップ 

      （ ９月２８日～１０月４日 名古屋東山公園TC） 
４５歳以上 (男子シングルス) 

▽２回戦 

田中 英次(OB三和ﾃﾆｽｽｸｰﾙ)  ４－６ ２－６  小川  (ﾃﾞﾝｿｰ) 

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 ６-１安部 (日本ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ工業) 
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▽２回戦 

大沢 俊司(OB大原GTC) ２－６ ４－６ 塩見  (ﾃﾞｭﾎﾟｰﾑ六甲TC) 

５５歳以上 (男子シングルス) 

▽２回戦 

秋山 政行(OB ﾘｯｸｽ西奈TC)  ６－０ ６－３  瀬村  (ﾜｶﾔﾏ TC) 

▽準々決勝 

秋山 政行(OB ﾘｯｸｽ西奈TC) 6-3  2-6  2-6 渡邉(奉)(芦屋国際LTC) 

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) ６－４ ４－６ ６－７ 

                 渡部(ｸﾞﾚｲｽTC)･佐野(ｴｽｴｽﾋﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ) 

６０歳以上 (男子シングルス) 

▽２回戦 

良元 英河(OB TS ﾋﾟｼﾞｮﾝ) ２－６ ７－５ １－６ 宮川 (小平TC) 

恩智 宗和(OB奈良国際TC) ６－４ ４－６ ６－３ 松浦 ((ﾐﾀｶ TC) 

▽準々決勝 

恩智 宗和(OB奈良国際TC)   ３－６ ５－７   宮川(小平TC) 

 
２００１（平成１３）年 

【京都オープン】 

         予選（ ４月２３日～２４日 小畑川） 
予選 (男子シングルス) 
S1R中野友貴 6-1 6-1沖 (同大)S2R中野友貴6-4 6-3佐野(龍大) 

S1R沖 健太 1-6 1-6中野(同大) S2R下圭太郎6-3 6-4毛利(関学) 
S2R岩月真也3-6 5-7湯浅(ﾜｰﾙﾄﾞ)S1R星隆祐 6-3 6-1岩村(真魚) 

S2R星隆祐 3-6 6-4 1-6堀(協和発酵) 
予選 (男子ダブルス) 
D1R沖 ・中野   １－６ １－６   辻本・稲田(京産大) 

D1R下 ・星     ６－２ ６－２    原・大吉 （東山高） 

D2R下 ・星     ６－３ ６－４   辻本・稲田（京産大） 
D1R寺下・川本   ２－６ ５－７   山下・北村 （REX） 
         本戦（ ４月２５日～２９日 小畑川） 
(男子シングルス)  
S1R中野 友貴 ６－２ ２－６ ４－６ 坂口(OG ｽﾎﾟｰﾂ八尾南) 

S1R下 圭太郎   ４－６ ２－６   小川（大産大付属高） 

S1R星  隆祐   １－６ ２－６   木下 (三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) 
(男子ダブルス)  
D1R下 ・星     ６－２ ６－１   竹村・松永（東山高） 

D2R下 ・星 1-6 6-3 2-6久田(COZY朝霧)･坂井(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ加古川) 
 
２００１（平成１３）年 

【京都府テニス選手権】 

（ ９月  日～ ） 
(女子シングルス)  
S1R猪股 玲奈 ４－０ ４－０ ４－０ 石井 (ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝ｹ池) 

S2R猪股 玲奈 ４－０ ４－１ ４－０ 中村 (ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝ｹ池) 

QF  猪股 玲奈  def (夏関の為 棄権)  橋本 香織 (同 大) 

S1R野上 絢子 １－４ ０－４ ０－４ 三辻       (ﾌﾘｰ) 

S1R橋本 香織 ４－２ ４－０ ４－０ 高山(西ﾉ岡ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

S2R橋本 香織 ４－２ ４－１ ４－０  池田      (村田機械) 

QF 橋本 香織        def          猪股 玲奈  (同 大) 

SF 橋本 香織  ０－４ ０－４ ０－４  福井 (舞鶴ｸﾞﾘｰﾝ TC) 

S1R川田 晴日 ０－４ １－４ ０－４  前田(西院ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

S1R菱岡 佳世 def(けがの為 棄権)  新谷(西ﾉ岡ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

 

２００１（平成１３）年 

【アオノ正月インドアオープンテニス】本線 
（ １月 ８日～１４日 青野総合運動公園） 

(男子シングルス) 

S1R角田 博幸    ６－０ ６－０   阿部   (ﾃﾆｽﾒｲﾄ) 
S2R角田 博幸    ６－４ ６－４    富田(ｱｻﾞﾐﾉﾛｰﾝ TC) 
S3R角田 博幸  ６－０ ６－１    広瀬(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ宝ｹ池) 
S4R角田 博幸    ６－４ ６－０   中村   (関学大) 
FIN角田 博幸    ２－６ ０－６   權      (近 大) 
S1R沖  健太    ４－６ ２－６   伊藤     (ﾜｰﾙﾄﾞ) 

S1R中野 友貴    ３－６ ２－６   川嶋(ｱｻﾞﾐﾉﾛｰﾝ TC) 

S1R下 圭太郎  ６－２ ４－６ ６－２ 杉江    (JSS) 
S2R下 圭太郎     ６－１ ６－１   森田    (ﾃﾆｽﾒｲﾄ) 
S3R下 圭太郎    ２－６ ２－６   中村    (関学大) 
(女子シングルス) 

S1R猪俣 玲奈    ７－６ ６－３   洞   (松蔭女大) 
S2R猪俣 玲奈    ２－６ ０－６    西川  (松蔭女大) 
 
２００１（平成１３）年 

【グリーンピア安浦広島オープン】 
（ 1月１６日～２１日 グリーンピア安浦） 

予選 (男子シングルス)  （1月13日・14日 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ安浦） 
S1R住田 進 8-3遠藤(ﾌﾘｰ)  S2R住田 進 1-8仁田(三和SPC) 
S2R東山友和 9-8三浦(広島大) S3R東山友和 8-3渡辺  (TTC) 
FIN東山友和 5-8小芝(大院大附属高) 
S1R堀口琢生 1-8徳永(広島経済大) 

S2R沖  健太 8-4新谷(大産附高)FIN沖健太8-6関谷(西条RPC) 

S2R中野友貴8-4星野(清風高) FIN中野友貴8-1内村(ﾁｰﾑ真魚) 

 (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) 

S1R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) 

D2R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) 

 

２００１（平成１３）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） 
予選 (男子シングルス) （2月29日～3月5日南伊勢町ｸﾞﾗﾝﾄﾞ） 
S2R沖 健太 8-5中島(東海園大)FIN沖 健太 8-3岩井(舞島TG) 

S1R中野友貴8-0小出(TEG)     S3R中野友貴6-8田嶋 (流通大) 

S1R澤田 晋5-8佐々木(三井火災海上) 

S1R外川 敬8-9田淵  (香里ｸﾞﾘｰﾝTC) 
S1R川本 剛8-1吉田(相模原)S2R川本 剛8-2三島(ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ) 

S3R川本 剛5-8内村(ﾁｰﾑまお) 

予選 (男子ダブルス)   （2月29日～3月5日南伊勢町ｸﾞﾗﾝﾄﾞ） 
D1R澤田･川本 8-2 長山･西田(丸ｴｽ) 

D2R澤田･川本 6-8 東･佐藤(東海学園大) 

D1R下 ･外川 3-8 船津･竹森(愛知学院大) 
(男子シングルス) 
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S1R沖  健太   ６－４ ６－３   杉 （名鉄熱田の森） 

S2R沖  健太   ０－６ ３－６   白砂 (ｱｻﾞﾐﾉﾛｰﾝ TC) 

S1R中野 友貴   ７－６ ６－４   田渕(香里ｸﾞﾘｰﾝ TC) 

S2R中野 友貴 ６－０ ２－６ ２－６  池上(名鉄熱田の森) 

S1R下 圭太郎   ７－５ ６－２   浅香   （法政大） 

S2R下 圭太郎   ６－１ ６－３   市川(ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ) 
S3R下 圭太郎 ６－３ ５－７ ６－２ 渡辺 （ｸﾚｰﾙ ITS） 

S4R下 圭太郎   ４－６ ２－６   梶山   (日本大) 
S1R川本  剛   ４－６ ６－７   池上(名鉄熱田の森) 

 (男子ダブルス) 
D1R沖 ・中野 ５－７ ３－６ 広瀬・押田(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ･ｳｲﾙﾃﾆｽ) 

 

２００１（平成１３）年 

【神戸オープン】 

 ( ４月 ９日～１５日 神戸総合運動公園) 
予選 (男子シングルス)   （4月4日～6日 神戸総合運動公園） 
S2R沖  健太8-5池本(甲南) FIN沖  健太8-1前田(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱ西宮) 

S2R岩月真也8-４早津(NTT神戸)FIN岩月真也0-8藤本(明石城西) 

(男子シングルス) 

S1R沖  健太 ６－４ ３－６ ５－７ 門園  (立命大) 

S1R下 圭太郎   ３－６ ３－６   吉川    (ﾜｰﾙﾄﾞ) 
 (男子ダブルス) 

D1R沖 ・下   ３－６ ６－２ ２－６ 劉・吉川 (ﾜｰﾙﾄﾞ) 

 

２００１（平成１３）年 

【三和カップ】第１０回 

（ ４月  日～ ） 
D予選D ﾘｰｸﾞ 野上･菱岡 ５－６ 石山･渡辺 (三和) 

D予選D ﾘｰｸﾞ 野上･菱岡 ６－５ 上村･畑山 (ﾌﾘｰ) 

D予選D ﾘｰｸﾞ 野上･菱岡 ３－６ 杉野･高岡(三和香里ｸﾞﾘｰﾝ) 

D予選B ﾘｰｸﾞ 川田･多田 ６－５ 山口･島津 (三和) 

D予選B ﾘｰｸﾞ 川田･多田 ４－６ 山口･東屋敷(ｶﾙﾋﾟｽ TC) 

D予選B ﾘｰｸﾞ 川田･多田 ０－６ 杉野･高岡 (ﾌﾘｰ) 

 

２００１（平成１３）年 

【大阪オープン】 

（ ５月 １日～ ６日 靭TC） 
S1R角田 博幸  ３－６ ６－２ ６－３ 大西  (京産大) 

S2R角田 博幸    ６－２ ６－４    山根(茶圓ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

S3R角田 博幸    ６－３ ７－６   吉田 (ﾒﾙﾌｨｰﾕ TC) 

QF  角田 博幸 ７－６ ２－６ ０－６ 吉川   (ﾜｰﾙﾄﾞ) 

S1R下 圭太郎  ６－４ ２－６ ２－６  城間(島津製作所) 
 

２００１（平成１３）年 

【大阪毎日オープンテニス選手権】 

（ ５月１４日～２１日 靭TC） 
(男子シングルス) 

S2R吉崎仁康def藤塚(甲南) S3R吉崎仁康1-62-6高安(ﾚｯｸ興発) 

S2R堀口琢生2-8和田(神院) S2R住田進8-0石飛(大阪市ﾃﾆｽ協会) 

S3R住田進6-3 4-6 1-6吉岡(神院大) 

S1R川本剛 8-6 近藤(ﾍﾞﾙﾘｰｶﾞﾙ TC)  S2R川本剛 def 末田(近大) 

S3R川本剛6-0 6-1吉岡(ﾃﾆｽｽﾎﾟｯﾄ)S4R川本剛3-6 2-6池本(甲南) 

S1R外川敬 8-1山本(ﾍﾞﾙﾘｰｶﾞﾙ TC) S2R外川敬2-6 1-6伊藤(OGSP) 

S2R寺下真司2-8水本(松原TC)    S2R 星隆祐3-6 RET菊川(ｸﾚｽﾄ) 
S2R佐藤浩行def西田(A-TPLUS) 佐藤浩行6-14-6 4-6小川(立命) 

(男子ダブルス) 

D1R吉崎･住田2-8桝谷･立花(桃大) 寺下･佐藤6-8和田･西尾(神院) 
D1R外川･川本8-5村岡･佐野(龍大) 
D2R外川･川本   ６－２ ６－２   青木･高瀬(近 大) 

D3R外川･川本   ６－１ ６－２   岩里･南  (桃 大) 

D4R外川･川本   ３－６ １－６   福井･植木(近 大) 

 

２００１（平成１３）年 

【石川オープン】 

                  予選（ ５月  日～ ） 
予選 (男子シングルス) 

S1R岩月真也8-1内山(明大)FIN岩月真也FIN6-26-4片山(ｱｲ TC) 

                  本戦（ ５月  日～ ） 

(男子シングルス) 

S1R沖  健太   ２－６ ２－６   駒田  (ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ) 

S1R中野 友貴   ３－６ ３－６   田中  (ｸﾚｰﾙ ITS) 

S1R岩月 真也   １－６ ０－６   岡崎      (ﾘｺｰ) 

S1R角田 博幸   ６－２ ６－３   井上 (海上自衛隊) 

S2R角田 博幸   ６－１ ６－４   島田   (京産大) 

S3R角田 博幸 ６－１３－６ ６－２  武藤(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ宝ｹ池) 

QF  角田 博幸 ４－６ ６－４ ７－５ 岡崎    (ﾘｺｰ) 

SF  角田 博幸   ６－４ ６－２   石井  (荏原SSC) 

F   角田 博幸   ４－６ ４－６   土屋   (向山TC) 

〈準優勝〉 
(男子ダブルス) 

D1R角田・沖       def     平尾・小堀(拓殖大) 

D2R角田・ 沖   ７-６ ６-４ 山森(ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞ)･片山(ｱｲﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

SF  角田・沖    ４-６ １-６   駒田(ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ)･岩崎(荏原SSC) 

D1R中野・岩月 0-6 6-3 2-6 坂井(ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ)･河内(神大) 

 

２００１（平成１３）年 

【鈴鹿テニス選手権】 

                本戦（ ６月 ５日～ ９日 ｳｴﾙﾈｽﾊﾟｰｸ五色） 
(男子シングルス)  
S1R中島  透 6-4 伊藤(SKR TC)   S2R中島  透 6-4 森(GO GO) 

S1R中島  透 2-6 水野(本田技研) 

 

２００１（平成１３）年 

【淡路島オープン】 

                本戦（ ６月 ５日～ ９日 ｳｴﾙﾈｽﾊﾟｰｸ五色） 
(男子シングルス)  
S1R沖  健太   ６－０ ６－０  福島(香枦園ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

S2R沖  健太   ２－６ ４－６   劉    (ﾜｰﾙﾄﾞ) 

S1R中野 友貴   ３－６ ３－６   中越   (京産大) 

(男子ダブルス)  
D1R沖・中野６-４ ４-６ ６-３ 北村(ﾃﾞｭﾎﾟｰﾑ神戸)･山下(REX) 

D2R沖・中野 ６－３ ４－６ ６－２ 永山・松岡  (丸ｴｽ) 

QF 沖・中野    ２－６ ４－６   稲田・中越 (京産大) 

 

２００１（平成１３）年 

【神奈川オープン】ダンロップ 

         本戦（ ６月１９日～２０日 荏原SSC） 
S1R角田 博幸   ６－０ ７－５   木下(三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) 

S2R角田 博幸   ６－２ ６－３   石崎   (中央大) 

S3R角田 博幸 ３－６ ６－２ ４－６ 堂野   (早 大) 

 

２００１（平成１３）年 

【シーサイドオープンin舞洲】 

      予選（ ６月２５日～２６日ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲） 
予選 (男子シングルス) 
S2R中野友貴def近藤(三木RTC)S3R中野8-3 山本(古川ﾃﾆｽ企画) 

FIN中野友貴6-8湯浅(ﾜｰﾙﾄﾞ) S2R下圭太朗8-1 高橋(星和高原) 

S3R下圭太朗8-2 小林(三和SP) FIN下圭太朗 8-1中村(木曜会) 
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    本戦（ ６月２７日～７月１日 ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲） 

 (男子シングルス) 
S1R角田 博幸   ６－２ ６－０   油地 (伊予銀行) 

S2R角田 博幸   ７－５ ６－２   横井 (伊予銀行) 

S3R角田 博幸   ６－４ ６－４   木下(三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) 

SF 角田 博幸    ４－６ ６－７   小川(大産大附属高) 

S1R下 圭太朗   ６－２ ７－６   安居院 (近 大) 

S2R下 圭太朗   １－６ ５－７   坂口  (高知LTC) 

 (男子ダブルス) 
D1R角田・下    ６－２ ６－３   唐津･横山(香里GTC) 

D2R角田・下   ２－６ ０－６  木下(三和HS)･渡辺(三和SP) 

 

２００１（平成１３）年 

【ミルフィーユカップうつぼオープン】 

         予選（ ７月 ４日～８日 靭TC） 
予選 (男子シングルス) 
S1R沖 健太8-3 佐藤(神院大) S2R沖 健太3-8 門園(立命大) 

S1R中野友貴8-3 川崎(ﾐﾙﾌｨｰﾕ) S2R中野2-8 湊(ﾃﾞｻﾞｰﾄｵﾌﾞｶﾚｯｼﾞ) 

         本戦（ ７月 ４日～８日 靭TC） 

 (男子シングルス) 
S1R角田 博幸 ６－３ ２－６ ６－４ 大西  (京産大) 

S2R角田 博幸   ７－６ ６－１   中村  (関学大) 

QF 角田 博幸     ４－６ ２－６    李      (近 大) 

 (男子ダブルス) 
D1R角田・沖    ６－３ ７－６   中村･米野(関学大) 

D2R角田・沖  ２－６ １－６ 福田(OB)･伊藤(三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) 

 

２００１（平成１３）年 

【東海中日テニス選手権大会】 

        本戦（ ７月３０日～８月４日 東山公園TC） 
(男子シングルス) 
S2R角田 博幸     ８－０     吉原 (NAS ｻﾝﾏﾙｼｪ) 

S3R角田 博幸   ６－０ ６－０   松嶋(千代ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

S4R角田 博幸   ６－２ ６－１   桑原  (中央大) 

QF 角田 博幸    ６－２ ６－３   鈴木  (亜細亜) 

SF 角田 博幸  ６－７ ６－１ ６－４ 飯田  (筑波大) 

F  角田 博幸     ６－１ ６－１   佐野  (慶応大) 

(男子ダブルス) 
D2R内田(OB ﾘｺｰ)･角田(同大)６－０ ６－１ 中島･水野(ﾐｽﾞﾉ TC) 

D3R内田(OB ﾘｺｰ)･角田(同大)６－０ ６－０ 小林･千頭(ﾁｪﾘｰ TC) 

SF 内田(OB ﾘｺｰ)･角田(同大)６-１ ６-４田渕･杉(名鉄熱田の森) 

F内田(OB ﾘｺｰ)･角田(同大) 6-2 6-4 渡辺(ﾃｨﾉｰｽ)･中村(ｸﾚｰﾙ ITC) 

 

２００１（平成１３）年 

【昭和の森オープン】 

（１１月  日～ ） 
S1R角田 博幸   ６－１ ６－１   高森   (ｸﾞﾘｰﾝ TC) 

S2R角田 博幸   ６－１ ６－１   木村  (ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ) 

S3R角田 博幸  ５－７ ６－３ ６－２ 小清水(立川ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 

S4R角田 博幸   ６－３ ７－５      秋山      (鷹ﾉ台) 

SF 角田 博幸     １－６ １－６     石神   (亜細亜) 

 

２００１（平成１３）年 

【ウィル奈良オープンテニストーナメント】 

         予選（１１月  日～ ） 
予選 (男子シングルス) 

S1R外川 敬8-6水本(松原ﾃﾆｽｽｸｰﾙ) S2R外川8-5池田(中京大) 

S3R外川 敬5-8中山(ﾁｰﾑﾏｵ)    S1R寺下真司4-8青木(近大) 

S1R川本 剛9-7大森(たるみｸﾞﾘｰﾝ) S2R川本8-3林(ｽﾎﾟｰﾂﾅｶﾊﾞ) 

S3R川本 剛5-8青木(近大) 

S1R星隆祐8-0藤川(NTT西日本神戸) S2R星隆祐8-3本田(ﾁｰﾑｶﾒｵ) 

S3R星隆祐8-3相原(ﾁｰﾑﾏｵ) 

S1R岩月真也8-0松田(香里GTA)   S2R岩月真也8-2野村(ｱｸﾄｽ) 

S3R岩月真也8-0高橋(江坂TC) 

S1R佐藤浩行def池田(法経大)  S2R佐藤浩行5-8 坪田(関西高) 

予選 (男子ダブルス) 

D1R外川・寺下 ３－８ 森谷(仁川)･藪中(清風) 

D1R川本・佐藤 ８－３ 北町･出口(日光ｽﾎﾟｰﾂ) 

D2R川本・佐藤 ６－８ 萬福･森(三和ｽﾎﾟｰﾂ) 

         本戦（１１月  日～ ） 

 (男子シングルス) 

S1R沖  健太 ４－６ ６－１ ６－７ 坂田  (ﾁｰﾑ真魚) 

S1R中野 友貴   ６－１ ６－０   池田   (TIPS) 

S2R中野 友貴   ６－２ ６－３  武藤(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝ｹ池) 

S3R中野 友貴 ６－４ ５－７ ６－０ 森   (三和ｽﾎﾟｰﾂ) 

S4R中野 友貴   ４－６ ３-４RET  小林  (京産大) 

S1R星  隆祐   ６－３ ６－１   今井  (京産大) 

S2R星  隆祐    ６－３ ６－３   岩月真也(同 大) 

S3R星  隆祐    ６－２ ６－４   大西  (京産大) 

S4R星  隆祐    １－６ ３－６   稲田  (京産大) 

S1R岩月 真也 ６－４ ６－７ ６－３ 大西  (荘原SSC) 

S2R岩月 真也   ３－６ ３－６   星 隆祐(同 大) 

 (男子ダブルス) 

D1R沖 ･中野  ６－３ ６－４   神田(TS奈良TC)･北村(REX) 

D2R沖 ･中野   ６－２ ７－５   奥村･佐野   (龍谷大) 

QF 沖 ･中野    ６－３  ６－１   森(三和ｽﾎﾟｰﾂ)･萬福(ﾌﾘｰ) 

SF 沖 ･中野 ２-６ ５-７江川(島津製作所)小川(大産大附属高) 

 

２００１（平成１３）年 

【滋賀県国体信州選考会】 

（ ６月  日～ ） 
S1R下圭太郎8-5久保(LUNTT) S2R下8-3本持(彦根ｸﾞﾘｰﾝTC) 
FIN下圭太郎8-2長谷川(四日市大) 
 

２００１（平成１３）年 

【静岡県団体テニス選考会】 

（ ６月  日～ ） 
S1R角田博幸5-4 4-0漆畑(愛院大) S2R角田4-2 5-3大久保(ﾔﾏﾊ) 

 

２００１（平成１３）年 

【静岡県団体テニス選考会】 

（ ６月  日～ ） 
S1R角田 博幸５-４ ４-０漆畑(愛院大) 

S2R角田 博幸４-２ ５-３大久保(ﾔﾏﾊ) 

 

２００１（平成１３）年 

【福井県テニス選手権】兼 下信越団体福井県予選 

（ ６月  日～ ） 
S2R猪股 玲奈   ４-１ ４-０      岩見  (ﾁｰﾑﾑｰｳﾞ) 

S3R猪股 玲奈   ４-０ ４-０      幸道 (ﾁｰﾑﾌﾟﾚｻﾞｰ) 

SF  猪股 玲奈      ４-１ ４-２      安達 杏奈 (同 大) 

F   猪股 玲奈     ２-４ １-４      金井  (亜細亜大) 

S2R 安達 杏奈    ４-１  ４-０   秋山     (DNR) 

S3R 安達 杏奈    ４-１ ４-０      中田  (ﾍﾟｶﾞｻｽ TP) 

SF  安達 杏奈     ２-４ １-４   猪股 玲奈(同 大) 
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近畿予選     予選（ ８月  日～ ） 
S1下 圭太朗８-２ 中西(奈良)         ※滋賀県2－1奈良県 

D1下・長谷川５-８ 後藤･土屋(奈良) 

S1下 圭太朗 (下－肘の靭帯損傷の為棄権)※滋賀県0－2大阪府 

S1下 圭太朗５-８ 千川(和歌山)     ※滋賀県1－2和歌山県 

D1下・長谷川５-８ 千川･石川(和歌山) 

東海予選     予選（ ８月  日～ ） 
S1R S1角田 博幸 ４-２ ５-３ 松原(岐阜)※静岡県2－0岐阜県 

F      角田 博幸 (角田－肩痛の為  棄権)※静岡県0－2三重県 

北信越予選    予選（ ８月  日～ ） 
S1R S2猪股 玲奈 ４-１ ４-１平原(新潟)※福井県2－0新潟県 

S2R S2猪股 玲奈 ４-２ ５-３本庄(奈良)※福井県2－0奈良県 

F   S2猪股 玲奈 ０-４ １-４飯島(富山)※福井県0－2富山県 

北海道予選    予選（  月  日～ ） 
S2R 高山 麻美   ４-０ ４-０   格口 (函館ﾃﾆｽ協会) 

SF  高山 麻美   ２-４ ２-４   溝渕 (札幌ﾃﾆｽ協会) 
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         本戦（１０月  日～ ） 
S1R S1角田 博幸 ０-４ 1-４ 土屋(富山)＊静岡県0－2富山県 

S1R S2猪股 玲奈 ３-５ 1-４ 加藤(福島)＊福井県0－2福島県 

 

２００１（平成１３）年 

【遠州選抜ダブルス選手権】 

（  月  日～ ） 
D1R下(同大)･小山(日大) ６－４ 三井･刑部      (NWTC) 
D2R下(同大)･小山(日大) ６－４ 冨田･嶋野 (浜松信用金庫) 
D3R下(同大)･小山(日大) ６－３ 高田･岩崎 (浜松工業高校) 
D4R下(同大)･小山(日大) ０-４１-４小杉･大久保(ｱｵﾔﾏﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 
 
２００１（平成１３）年 

【都市対抗近畿ブロック予選】 
（ ６月  日～ ） 

D1R下･長谷川 4-5  2-4田中･植木(大阪)＊大津市1-4大阪市 
S1R下 圭太郎(大津) 4-1 1-3(打切)下山＊大津市4-2和歌山市 
D1R下･長谷川(大津) 4-0 0-4  tiebreak(5) 下山･小島(和歌山) 
 
２００１（平成１３）年 

【鈴鹿テニス選手権】 
（ ５月  日～ ） 

S1R中島 透 6-4伊藤(SKR ﾃﾆｽｸﾗﾌ )゙ S2R中島 透 6-4森 (GOGO) 
S3R中島 透 2-6水野(本田技研) 
 
 


