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２００２（平成１４）年 

◆社会：猿人の化石(最古700万年)ｱﾌﾘｶのﾁｬﾄﾞで発見(7/11)。 

        対北朝鮮－拉致問題・国交正常化交渉(9/17)。 

        拉致被害者５人帰国(10/15)。 

     ﾉｰﾍﾞﾙ物理学賞(ﾆｭｳﾄﾘﾉを使う天文学)－小柴 昌俊(10/8)。 

      ﾉｰﾍﾞﾙ化学賞(ﾀﾝﾊﾟｸ質の分析新手法)－田中 耕一(10/9)。 

★流行語：『タマちゃん』 

◇SPT ：ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｻｯｶｰ日韓共同開催(5/31～)。 
    第19回 冬季五輪ｿﾙﾄﾚｰｸｼﾃｨ大会(2/5～) 

◇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＞ (3/3～ 6日間) 宮崎市総合運動公園－青島 水光苑 

 
２００２（平成１４）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】 

           （ ９月２７～10月５日 ﾏﾘﾝﾊﾟｰｸ北村） 
＜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)              （１０月 ２日） 

No１×下 ・星  ０－６ ２－６     潘 ・李  
No２×外川・岩月 ２－６ ３－６     五藤・末田 
No３×沖 ・中野 ５－７ ３－６     町井・權  
(シングルス) 

No１×下 圭太朗 ６－７ ３－６     五藤 
No２×岩月 真也 ４－６ ６－３ ２－６ 田中 
No３×星  隆祐 ２－６ ４－６     潘 
No４×中野 友貴 ３－６ ３－６     李 
No５×柴田  学 １－６ ３－６     奥野 
No６×沖  健太 ２－６ ４－６     末田 
 

× 同志社 ２（複１－２ 単１－５）７ 関 学② 

(ダブルス)              （ ９月３０日） 

No１×下 ・星  １－６ ３－６     中村・今井 
No２×外川・岩月 １－６ ２－６     川西・槇田 
No３×沖 ・中野 ３－６ ６－２ ５－７ 藤田・毛利 
(シングルス) 

No１×下 圭太郎 ４－６ ２－６     中村 
No２×岩月 真也 ０－６ ５－７     川西 
No３○星  隆祐 ６－４ ５－７ ６－４ 串畑 
No４○沖  健太 ６－４ ６－２     今井 
No５×中野 友貴 ３－６ ２－６     毛利 
No６×柴田  学 ３－６ ０－６     棚橋 
 

× 同志社 ３（複１－２ 単２－４）６ 京産大③ 

(ダブルス)              （ ９月２７日） 

Ｎo１○下 ・星  ６－３ ６－２       島田・稲田 
Ｎo２×外川・岩月 ２－６ ６－３ １－６ 荒川・田畑 
Ｎo３×沖 ・中野 １－６ ４－６      中越・山越 
(シングルス) 
Ｎo１○下 圭太郎 ７－５ ６－４     島田 
Ｎo２×岩月 真也 ４－６ ７－６ ４－６ 稲田 
Ｎo３○星  隆祐 ６－４ ７－６     中越 
Ｎo４×柴田  学 ２－６ ３－６     荒川 
Ｎo５×沖  健太 ４－６ ０－６     小林 
Ｎo６×中野 友貴 ４－６ ２－６     田畑 
 

○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 大体大⑤ 

(ダブルス)              （１０月 ５日） 

No１○下 ・星  ６－３ ６－４     富岡・薮中 
No２×外川・岩月 ２－６ １－６     藤本・大坪 
No３○沖 ・中野 ３－６ ６－３ ６－２ 阿部・杉江 
(シングルス) 

No１○下 圭太朗 ７－５ ６－１     杉江 
No２×岩月 真也 ４－６ ４－６     藤本 
No３×星  隆祐 ４－６ ５－７     薮中 
No４○柴田  学 ６－４ ５－７ ６－２ 大坪 
No５○沖  健太 ６－７ ６－２ ６－０ 緒方 
No６○中野 友貴 ６－７ ６－２ ７－５ 長谷川 
 

○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 立命大⑥ 

(ダブルス)               （１０月 ３日） 

No１○下 ・星   ７－６ ３－６ ６－０ 松田・星野 
No２○外川・岩月  ６－２ ７－６     小野・小坂 
No３×沖 ・中野  ６－４ ２－６ ３－６ 川東・門園 
(シングルス) 

No１○下 圭太朗  ６－１ ６－０     星野 
No２×岩月 真也  ２－６ ２－６     門園 
No３○星  隆祐  ６－０ ６－２     岸野 
No４○柴田  学  ７－６ ６－０     小坂 
No５○沖  健太  ６－４ ６－１     川東 
No６○中野 友貴  ６－３ ６－４     小澤 
 
＜男子１部リーグ④位＞    同志社大学 ２勝３敗 
 

２００２（平成１４）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】   ＜女子の部＞    

（ ６月 ８日～１６日 各大学） 
＜女子３部リーグ＞ 

× 同志社 ２（複１－１ 単１－２）３ 関西外大 

(ダブルス) 

No１×安達・野上(令) ５－７ ４－６   川村・村山 

No２○高山・岡部 ４－６ ７－５ 10－８  井村・三中西 

(シングルス) 

No１×野上令央奈     (没 収)     東 

No２×安達 杏奈     (没 収)     川村 

No３○高山 麻美 ６－３ ３－６ ６－４ 中嶋 

 

○ 同志社 ４（複２－０ 単２－１）１ 甲南女大 

(ダブルス) 

No１○安達・野上(令) ６－４ ６－３  木佐一・寺元 

No２○高山・岡部 ３－６ ６－１ ６－１ 湊 ・瀧川 

(シングルス) 

No１×安達 杏奈 ４－６ ６－４ ５－７ 木佐一 

No２○野上令央奈 ６－１ ６－２     寺元 

No３○高山 麻美 ６－１ ６－１     瀧川 

 

○ 同志社 ３（複２－０ 単１－２）２ 大谷女短 

(ダブルス) 

No１○安達・野上(令) ６－４ ６－３   秋豆・南部 

No２○高山・岡部 ６－０ ６－１     田原・森本 

(シングルス) 

No１×安達 杏奈 ２－６ ２－６     秋豆 

No２×野上令央奈 ６－７ ３－６     田原 

No３○高山 麻美 ６－２ ６－４     森本 

 

× 同志社 ０（複０－２ 単０－３）５ 相愛女短 
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(ダブルス) 

No１×安達・野上(令) ０－６ ４－６   前川・伊藤 

No２×高山・岡部 ６－４ ６－７ １－６ 松尾・奥野 

(シングルス) 

No１×安達 杏奈 ２－６ １－６     前川 
No２×野上令央奈 ０－６ １－６     伊藤 

No３×高山 麻美 ０－６ ４－６     松尾 

 

○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 天理大 

(ダブルス) 

No１○安達・野上(令)６－２ ６－０    田中・井上 

No２○高山・岡部 ６－１ ６－３     太田・森岡 

(シングルス) 

No１○安達 杏奈 ６－０ ６－１     井上 

No２○野上令央奈 ６－０ ６－１     川村 

No３○高山 麻美 ６－１ ６－０     田中 

 

＜女子３部リーグ③位＞    同志社大学 ３勝２敗 

 
２００２（平成１４）年 

【対抗戦】     対 龍谷大学戦 

           （ ５月  日 ） 

○ 同志社 ７（複１－２ 単２－４）２ 龍谷大 

(ダブルス) 

No１○下 ・星  ６－２ ６－２     村田・大吉 
No２×沖 ・中野 ６－２ ６－７ １－６ 朝比奈・佐野 
No３○外川・岩月 ４－６ ６－４ ６－０ 西本・畑中 
(シングルス) 

No１○下 圭太朗 ７－６ ６－２     朝比奈 
No２○星  隆祐 ６－１ ６－１     西本 
No３○岩月 真也 ４－６ ６－２ 10－８ 佐野 
No４○沖  健太 ６－３ ６－２     畑中 
No５○中野 友貴 ６－１ ６－３     久森 
No６×佐藤 浩行 ６－４ ３－６ ４－６ 村田 
 
２００２（平成１４）年 

【定期戦】     対 京都大学戦 

           （ ６月  日 ） 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 京都大 

(ダブルス) 

No１○下 ・岩月 ６－１ ６－４     本島・藤原 
No２○外川・星  ６－３ ６－１     鮫島・真野 
No３○中野・柴田 ６－１ ６－３     楠本・林 
(シングルス) 

No２○星  隆祐 ６－０ ６－１     本島 
No３○岩月 真也 ６－３ ６－０     鮫島 
No１○柴田  学 ６－１ ６－３     藤原 
No４○正木    ７－５ ６－３     真野 
No５○中野 友貴 ６－０ ６－１     楠本 
No６○佐藤 浩行 ６－２ ６－０     島津 
 
２００２（平成１４）年 

【対抗戦】     対 京都産業大学戦   ＜女子の部＞ 

           （ ６月  日 ） 

× 同志社 ２（複０－２ 単１－２）３ 京産大 

（ダブルス） 

Ｎo１×安達・野上(令) ４－６ ４－６   川上・尾崎 

Ｎo２×高山・福井   １－６ １－６   谷口・宮下 

（シングルス） 

Ｎo１×野上令央奈 ２－６ ４－６     堀内 

Ｎo２×安達 杏奈 ７－６ ２－６ ４－６ 川上 

Ｎo３×高山 麻美 ２－６ ２－６     尾崎 

 

２００２（平成１４）年 

【対抗戦】     対 神戸学院大学戦 

           （ ８月 ８日 ） 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 神院大 

(ダブルス) 

No１○下 ・星  ６－４ ６－３     木村・戸谷 
No２○中野・岩月 ６－４ ７－６     伊藤・和田(直) 
No３○沖 ・柴田 ６－２ ６－２     平岡・渡辺 
(シングルス) 

No１○下 圭太朗 ６－０ ６－０     木村 
No２○星  隆祐 ６－２ ４－６ ６－２ 佐藤 
No３○岩月 真也 ７－５ ６－４     伊藤 
No４○沖  健太 ６－２ ６－３     和田(直) 
No５○柴田  学 ６－３ ６－４     渡辺 
No６○中野 友貴 ６－４ ６－３     平岡 
 
２００２（平成１４）年 

【対抗戦】     対 甲南大学戦 

           （ ８月１２日 ） 

○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 甲南大 

(ダブルス) 

No１○下 ・星  ６－４ ６－１     春木・城下 
No２×沖 ・外川 ３－６ ２－６     池本・萩森 
No３○中野・岩月 ６－４ ６－３     河野・柴田 
(シングルス) 

No１○下 圭太朗 ６－０ ６－３     春木 
No２○星  隆祐 ４－６ ６－１ ６－１ 池本 
No３○岩月 真也 ６－４ ６－２     城下 
No４○沖  健太 ２－６ ６－３ ６－２ 萩森 
No５○中野 友貴 ６－０ ６－１     武藤 
No６×佐藤 浩行 ４－６ ２－６     柴田 
 
２００２（平成１４）年 

【対抗戦】     対 立命館大学戦   ＜女子の部＞ 

           （ ８月  日 ） 

× 同志社 １（複０－２ 単１－２）４ 立命大 

（ダブルス） 

Ｎo１×高山・橋本 ３－６ ２－６     垂井・垂井 

Ｎo２×川田・福井 ２－６ ２－６     吉永・谷 

（シングルス） 

Ｎo１○高山 麻美 ７－５ ６－３     鼓 

Ｎo２×橋本 杏奈 ６－１ ３－６ ３－６ 上野 

Ｎo３×川田 晴日 ３－６ １－６     正司 

 

２００２（平成１４）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （１２月１４日 立教） 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 立教大 

（ダブルス） 

Ｎo１○外川・岩月 ６－２ ４－６ ６－２ 橘 ・嶋津 

Ｎo２○星 ・柴田 ６－１ ６－１     中野・山田 

Ｎo３○下 ・川本 ６－２ ６－２     橘 ・嶋津 

シングルス 

Ｎo１○岩月 真也      def      橘 
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Ｎo２○星  隆祐 ６－２ ６－２     嶋津 

Ｎo３○柴田  学 ６－０ ６－０     山田 

Ｎo４○外川  敬 ６－０ ６－０     中野 

Ｎo５○佐藤 浩行 ７－５ ４－６ ６－３ 橘 

Ｎo６○服部 嘉晃 ６－３ ６－２     山田 

 

２００２（平成１４）年 

【定期戦】     対 立教大学戦     ＜女子の部＞ 

           （１２月 ８日 立教） 

○ 同志社 ５（複２－０ 単３－１）１ 立教大 

（ダブルス）           １引分 

Ｎo１○安達・岡部 ６－２ ６－１     吉井・久木田 

Ｎo２○高山・橋本 ６－４ ６－３     寺岡・油木 

（シングルス） 

Ｎo１△安達 杏奈 ４－６ ２-２(雨天打切) 吉井 

Ｎo２○高山 麻美 ６－０ ６－０     久木田 

Ｎo３×橋本 香織 ３－６ ３－６     寺岡 

Ｎo４○川田 晴日 ６－４ ６－０     油木 

Ｎo５○福井 暢子 ６－２ ６－３     中條 

 

２００２（平成１４）年 

予選【関西学生春季テニストーナメント】 

         予選（ ４月２０日～３０日 各大学） 
予選 (男子シングルス) 

▽１Ｒ   広瀬   1-6 0-6松岡(大院大) 
川崎裕史4-6 6-0 7-5北川(流通)  川本 剛6-2 6-1長谷田(近福大) 
中島 透6-2 6-3尾花(聖和大)  服部嘉晃2-6 1-6 浅野(和大) 
木村芳郎 def 有馬(芦大)    山崎理人6-0 6-0杉山(京園大) 
梶川  6-3 7-5鎧 (追大)    中村   6-4 6-1辻井(桃大) 
江口  6-2 6-1田口(神大)     前田   6-1 6-2法貴(追大) 
宮本健司0-6 6-7玉田(大体大) 
▽２Ｒ   前田  1-6 0-6阪本(国際大) 
澤田 晋6-3 6-2山名(流通大)  川崎裕史6-4 6-4金子(滋医大) 
中野友貴6-0 6-0大竹(大教大)   外川 敬6-1 6-0小川(京府大) 
寺下真司6-0 6-0臼井(ﾌﾟｰﾙ大)  川本 剛1-6 3-1Ret菅野(大院大) 
中島 透2-6 1-6井谷(大院大)  佐藤浩行6-0 6-2木内(京府大) 
木村芳郎3-6 0-6佐野(龍谷大)  山崎理人0-6 3-6藤本(関学大) 
正木  6-0 6-3浜田(大産大)   柴田 学6-0 6-0吉田(京園大) 
梶川 7-6 4-6 7-6八十(関学大)  中村   6-2 6-1八木(京大) 

加古   def 吉田(和大)     江口  1-6 3-6柴田(甲南大) 
▽３Ｒ   加古 1-6 6-4 6-3松浦(近大) 

澤田 晋2-6 5-7真野(京大)   川崎裕史1-6 1-6川東(立命大) 
中野友貴6-1 6-1木村(関大)    外川 敬6-7 4-6嶽 (京教大) 
寺下真司2-6 4-6佐藤(京産大)   佐藤浩行  def  中久保(近大) 
正木  6-4 6-2上村(大体大)   柴田 学6-0 6-0榊原(大院大) 
梶川 2-6 6-4 7-5田中関外大)   中村   2-6 6-7大吉(龍谷大) 
▽FIN   加古   2-6 1-6武藤(関学大) 

中野友貴6-7 7-5野崎(関外大)   佐藤浩行7-5 6-4小澤(立命大) 
正木  7-6 6-4小山(神院大)   柴田 学7-5 6-2辰己(近大) 
梶川    4-6 1-6今井(京産大) 

予選 (男子ダブルス) 

▽１R   木村･梶川6-3 1-6 6-3八木･西内(京大) 
山崎･江口 3-6 6-7 土居･高木(大工) 
▽２R   川崎･宮本4-6 3-6鎧･山本(追大) 
木村･梶川def喜多･木村(関大) 外川･岩月6-0 6-0村林･山下(大工) 
中島･服部def山下･福田(滋大)   川本･柴田def結城･高市(京府) 
佐藤･正木6-2 6-2前田･橋本(流通) 寺下･中村def金子･松井(滋医) 
加古･前田6-3 6-1荒川･麻野井(阪大) 

▽３R   川本･柴田4-6 6-4 6-3鮫島･真野(京大) 
外川･岩月6-4 6-3石田･小中(大体)中島･服部0-6 1-6村田･大吉(龍大) 
寺下･中村3-6 5-7山戸･木村(関大)木村･梶川1-6 0-6堅田･松井(大院) 
佐藤･正木6-4 6-1四宮･出口(大産)加古･前田1-6 2-6平岡･三木(神院) 
▽FIN   川本･柴田6-0 6-2池上･中川(甲南) 
外川･岩月6-0 7-5柏木･片岡(京工)佐藤･正木0-6 2-6阿部･藪中(大体) 
予選 (女子シングルス) 

▽１R   野上絢子6-0 6-2森(滋医大)  
▽２R   野上絢子0-6 2-6徳重(大院大)  
安達杏奈6-16-0加藤(桃大)   高山麻美6-0 6-0伊藤(追大) 
橋本香織6-1 6-3舘(京大)    岡部真理6-4 6-3吉岡(大教) 
川田晴日6-7 6-4 6-3金山(関外) 野上令央奈6-0 6-0鮫島(天理) 
石津美智子6-1 6-4山本(常盤台) 福井 暢子6-0 6-3笠井(国仏) 
▽３R   安達杏奈6-0 6-0坂田(園田女) 
高山麻美6-7 6-4 6-2庄司(立命) 橋本香織4-6 2-6木佐一(甲南女) 
岡部真理1-6 2-6道畑(園田女)  川田晴日0-6 1-6青野(甲南女) 
野上令央奈6-1 6-1瀧川(甲南女) 石津美智子0-6 2-6寺元(甲南女) 
福井 暢子1-6 1-6石原(関大) 
▽FIN   安達杏奈7-5 6-4東口(大体) 
高山麻美1-6 7-5 6-0川村(関外) 野上令央奈6-0 6-2金森(松蔭女) 
予選 (女子ダブルス) 
▽１R   野上(絢)･石津1-6 2-6川島･広嶋(甲南女) 
▽２R   橋本･岡部def峰 ･小寺(奈良大) 
      高山･福井6-7 6-0 6-2藤善･増田(英知大) 
▽３R   橋本･岡部6-2 7-6田中･井上(天理) 
      高山･福井6-4 6-0角崎･濱島(松蔭女) 
▽FIN   橋本･岡部1-6 2-6生野･城(大体) 
      高山･福井3-6 1-6田原(大谷女短)･福田(国際女) 
 
２００２（平成１４）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 

         本戦（ ５月２７日～６月２日 靭公園TC） 
(男子シングルス) 

▽１回戦 
沖  健太   ６－１ ６－２   佐藤   （京産大） 
中野 友貴 ６－７ ６－２ ２－６ 萩森   （甲南大） 
佐藤 浩行   ３－６ ２－６   槙田   （関学大） 
柴田  学   ６－２ ６－２   大吉   （龍谷大） 
正木     ３－６ １－６    佐野   （龍谷大） 
▽２回戦 
沖  健太 ３－６ ７－６ ６－７ 稲田   （京産大） 
下 圭太朗   ６－２ ６－３   池本   （甲南大） 
星  隆祐   ６－１ ６－２   坪田   （関学大） 
岩月 真也 ０－６ ６－３ ４－６ 高橋   （近 大） 
柴田  学   ４－６ ３－６   島田   （京産大） 
▽３回戦 
下 圭太朗   ６－３ ６－０   稲田   （京産大） 
星  隆祐   １－６ １－６   潘    （近 大） 
▽４回戦 
下 圭太朗   ６－０ ６－２   畑中   （龍谷大） 
▽準々決勝 
下 圭太朗   ４－６ ２－６   五藤   （近 大） 
▽インカレ選考試合  S1R沖  健太8－9富宅(近大) 
S1R岩月 真也6－8井谷(神大)  S1R柴田   学2－8奥野(近大) 
 (男子ダブルス) 

▽１回戦 
外川・岩月   ６－１ ６－０   久米川･河田（関学大） 
川本・柴田 ６－３ ３－６ ６－７ 村田･大吉 （龍谷大） 
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▽２回戦 
沖 ・中野   １－６ ６－７   門園･小坂 （立命大） 
下 ・星    ６－１ ６－４   村田･大吉 （龍谷大） 
外川・岩月 ６－１ ２－６ ４－６ 藤田･内田 （関学大） 
▽３回戦 
下 ・星    ３－６ ４－６   川西･槙田 （関学大） 
▽インカレ選考試合  D1R 沖  ･中野5-8木村･佐藤(神院) 
D1R下･星8-1萱野･長尾(大院) D1R外川･岩月5-8池本･萩森(甲南) 
 (女子シングルス) 

▽１回戦 
安達 杏奈   ５－７ ６－７   鼓    （立命大） 
高山 麻美   ０－６ １－６   才木   （松蔭女大） 
野上令央奈 ６－４ ６－７ １－６ 丸谷    （関学大） 
〈女子ダブルス〉 

▽１回戦 
安達・野上 ２－６ ６－０ ７－６ 上野･吉永 （立命大） 
▽２回戦 
安達・野上  ２－６ ３－６   秋豆(大谷女短)･仲地 (国際大） 
▽インカレ選考試合 D1R安達･野上6－8船見･生川 (龍谷大） 
          D2R安達･野上2－8浅野･山下(松蔭女大) 
          D3R安達･野上6－8今若(甲南)･寺口(国際) 
 
２００２（平成１４）年 

予選【関西学生テニス選手権】 

         予選（ ６月２９日～７月７日 各大学） 
予選 (男子シングルス) 

▽１Ｒ 

中野友貴def新潟(帝大)       外川 敬def福原(兵教大) 
寺下真司6-0 6-0戸田(京大)    中島 透4-6 1-6重田(京園大) 
佐藤浩行def内海(大教大)     服部嘉晃def高野(大府大) 
山崎理人3-6 6-2 4-6角田(大府大)  柴田 学def柴田(京府大) 
正木  def丸山(奈良大)        中村  4-6 6-4 6-4田中(関外大) 
宮本健司7-6 4-6 4-6中谷(神大)  土井  6-1 2-6 4-6平峯(大市大) 
▽２Ｒ 

中野友貴6-0 6-0日笠(京園大)  澤田 晋 6-0 6-1中澤(大体大) 
外川 敬6-1 6-0大原(関大)   寺下真司 6-0 6-1岡山(桃大) 
佐藤浩行6-2 6-1辻本(大経大)  服部嘉晃 6-4 6-0 刈谷(奈良大) 
柴田 学6-0 6-2西本(大体大)  正木   6-1 6-0長田(兵教大) 
梶川    6-3 6-3奥宮(京大)   中村    6-2 7-6平澤(天理大) 
▽３Ｒ 

中野友貴6-0 6-4和田(大手前大) 澤田 晋4-6 6-1 1-6高 (京産大) 
外川 敬6-1 7-6岩佐(近大)   寺下真司6-7 4-6江口(大院大) 
佐藤浩行6-2 2-6 7-5福島(滋県大) 服部嘉晃0-6 0-6 小澤(立命大)  
 
柴田 学6-1 6-1土橋(大院大)  正木   6-1 6-1伊藤(神大) 
梶川  4-6 1-6吉田(大体大)  中村    2-6 1-6三宅(京産大) 
▽FIN    中野友貴6-1 6-1金重(大体大) 
外川 敬2-6 4-6今井(京産大)    佐藤浩行2-6 4-6前田(大市大) 
柴田 学6-3 6-0伊東(近大)      正木  2-6 6-4 0-6石井(大体大) 
予選 (男子ダブルス) 
▽１R 
中島･服部def朝川･川口(和大)  寺下･宮本def蔵野･臼谷(ﾌﾟｰﾙ大) 
佐藤･正木def八木･丸山(奈良)   中村･梶川6-2 6-2栗木･高橋(京工) 
前田･加古6-2 6-2南口･岡本(大産) 土井･田淵1-6 0-6寺本･鍋島(滋大)
▽２R   外川･岩月def杉本･山田(奈良大) 

中島･服部5-7 4-6岩佐･木原(近大)川本･柴田6-3 6-1前多･深川(関外) 
寺下･宮本6-2 6-0駒田･山本(関大)佐藤･正木6-1 6-2法貴･山本(追大) 

中村･梶川6-3 6-1石垣･大津(大教) 前田･加古6-3 6-1楠本･林(京大) 

▽３R   中村･梶川6-3 1-6 2-6兼森･野崎(関外) 
外川･岩月6-0 6-0上原･中村(大体)川本･柴田7-6 6-2川原･小中(大体) 
寺下･宮本2-6 3-6今井･三宅(京産)佐藤･正木6-2 7-6樽上･尾崎(国際) 

前田･加古2-6 1-6小野･岸野(立命) 
▽FIN   外川･岩月6-1 6-1佐藤･小山(神院) 
川本･柴田4-6 6-7小川･佐藤(立命) 佐藤･正木3-6 3-6大坪･平田(大体) 

予選 (女子シングルス) 

▽１R 
野上絢子6-2 6-0松本(大市)   川田晴日6-2 6-0三杉(国際) 
石津美智子6-0 6-1藤井(京府)  福井暢子2-6 5-7千本(和大) 
▽２R   川田晴日7-5 3-6 2-6高山(常磐会) 
野上絢子1-6 0-6村山(関外大)    安達杏奈def上田(京外大) 
高山麻美def吉田(京府大)       橋本香織6-0 6-0伊藤(追大) 
野上令央奈6-0 6-0窪田(京大)    石津美智子4-6 2-6谷 (立命) 
▽３R 
安達杏奈6-0 6-0塩崎(追大)  高山麻美7-6 6-2吉永(立命大) 

橋本香織6-0 6-2野入(京外大)  野上令央奈6-4 6-4宮下(京産大) 
▽FIN 
安達杏奈1-6 6-4 6-3中嶋(関外大)高山麻美4-6 3-6新城(大体大) 

橋本香織6-3 6-2福山(大体大)  野上令央奈7-5 6-3足立(大体大) 
予選 (女子ダブルス) 

▽１R   野上(絢)･川田1-6 1-6浦上･木村(武庫川) 
石津･福井6-4 6-0豊嶋･竹内(神女大) 
▽２R   高山･橋本6-3 6-0恵藤･橋本(国際女) 
石津･福井4-6 5-7矢野･西尾(国際大) 
▽３R   高山･橋本6-0 6-0柴田･森(大体大) 
▽FIN   高山･橋本1-6 4-6垂井･谷(立命大) 
 
２００２（平成１４）年 

【関西学生テニス選手権】 

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

▽１回戦 
沖  健太 ３－６ ６－４ ６－４ 梶谷   （関学大） 
中野 友貴   ６－３ ６－１   緒方   （大体大） 
岩月 真也   ６－３ ６－４   大坪   （大体大） 
柴田  学 ４－６ ６－１ ７－５ 西本   （龍谷大） 
▽２回戦 
沖  健太   ２－６ ３－６   毛利   （関学大） 
中野 友貴 ６－４ ３－６ ３－６ 權    （近 大） 
下 圭太朗   ６－２ ６－１   藤田   （関学大） 
星  隆祐   ５－７ １－６   古賀   （関学大） 
岩月 真也   ７－６ ６－２   木村   （神院大） 
柴田  学   ２－６ ４－６   内田   （関学大） 
▽３回戦 
下 圭太朗   ６－４ ６－１   高橋   （近 大） 
岩月 真也   ６－０ ６－２   佐藤   （神院大） 
▽４回戦 
下 圭太朗 ６－７ ６－３ ６－３ 岩月 真也 （同大） 
▽準々決勝 
下 圭太朗   ３－６ ６－７   島田   （京産大） 
(男子ダブルス) 

▽１回戦 
外川・岩月   ６－１ ６－２   山本･長谷川（大体大） 
▽２回戦 
沖 ・中野 ４－６ ６－３ ６－２ 西本･村田 （龍谷大） 
下 ・星    ６－０ ６－０   池本･萩森 （甲南大） 
外川・岩月   ６－１ ６－４   安居院･辰巳（近 大） 
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▽３回戦 
沖 ・中野   ５－７ ３－６   潘 ･李  （近 大） 
下 ・星  ６－２ ４－６ ６－０ 富岡･薮中 （大体大） 
外川・岩月 ４－６ ６－３ ６－２ 松田･星野 （立命大） 
▽準々決勝 
下 ・星  ４－６ ７－５ ７－５ 中村･今井 （関学大） 
外川・岩月 ２－６ ７－６ ３－６ 潘 ･李  （近 大） 
▽準決勝 
下 ・星  ６－３ ３－６ ６－３ 稲田･田畑 （京産大） 
▽準々決勝 
下 ・星  ６－４ １－６ ３－６ 潘 ･李  （近 大） 
(女子シングルス) 

▽１回戦 
安達 杏奈 ６－４ ２－６ ６－３ 山下  （松蔭女大） 
橋本 香織   １－６ ２－６   堀内   （京産大） 
野上令央奈   ６－２ ６－２   椎木  （松蔭女大） 
▽２回戦 
安達 杏奈   ０－６ ２－６   丸谷   （関学大） 
野上令央奈   ０－６ ０－６   伊藤  （相愛女大） 
(女子ダブルス) 

▽１回戦 
安達・野上   ６－３ ６－４   垂井･山下 （立命大） 
▽２回戦 
安達・野上   ７－５ ６－１   野々山･阿部（関学大） 
▽準々決勝 
安達・野上   １－６ ０－６   矢部/･崔 （園田女大） 
 
２００２（平成１４）年 

【関西学生地域 (京都地区)テニストーナメント】 

           （ ３月１２日～２１日 各大学） 
(男子シングルス) 

▽２回戦 
沖  健太8－0林 (京外)   中野 友貴8－0亀山(京教) 
澤田   晋8－1竹内(京工)    川崎 裕史4－8山下(滋大) 
外川   敬8－1川出(京園)    寺下 真司8－5下條(京府) 
川本   剛 def               中島  透 def 
佐藤 浩行8－4伊藤(京大)    服部 嘉晃8－9安部(京産) 
山崎 理人8－4山形(京工)    木村 芳郎8－0木内(京府) 
▽３回戦 
沖   健太8－2車古(龍大)    中野 友貴8－1有光(龍大) 
澤田   晋8－3西田(京大)    外川   敬8－0新田井(花大) 
寺下 真司3－8鮫島(京大)    佐藤 浩行8－0松島(立命) 
山崎 理人1－8小坂(立命)    木村 芳郎 def 
▽４回戦 
沖   健太8－0八木(京大)    中野 友貴5-1RET三宅(京産) 
澤田   晋1－8荒川(京産)    外川   敬8－9山越(京産) 
佐藤 浩行8－6今井(京産) 
▽５回戦 
沖   健太8－6荒川(京産)    中野 友貴8－2佐野(龍大) 
佐藤 浩行8－0森口(京大) 
▽準々決勝 
沖   健太 ６－７ ６－０ ６－４ 佐藤 浩行（同 大） 
中野 友貴 ６－１ １－６ ０－６ 田畑   （京産大） 
▽準決勝 
沖  健太   ６－７ ４－６   田畑   （京産大） 
(男子シングルス) 

▽２回戦 
中野･外川8-0吉田･中安(京園) 川崎･寺下8-1橋本･森(滋大) 

澤田･佐藤8-3中村･茂山(仏大) 川本･岩月8-2加来･長浜(仏) 
中島･服部9-8野田･河嶋(京大) 木村･山崎2-8楠本･林(京大) 
▽３回戦 
中野･外川8-1末松･笹井(京工) 川本･岩月8-1坂･岩城(京産) 
川崎･寺下0-8鮫島･真野(京大) 中島･服部3-8亀山･嶽(京教) 
澤田･佐藤6-8田原･奥村(龍大) 
▽４回戦 
中野･外川8-1牛黄蓍･今井(京産) 川本･岩月8-3本島･藤原(京大) 
▽準々決勝 
中野・外川   ３－６ ６－７    朝比奈・佐野(龍谷大) 
川本・岩月 ５－７ ６－２ ６－１ 小林・荒川（京産大） 
▽準決勝 
川本・岩月 ６－３ ３－６ ６－２ 西本・村田（龍谷大） 
▽決 勝 
川本・岩月   １－６ ２－６   門園・小坂（立命大） 
〈準優勝〉 
(女子シングルス) 

▽２回戦 
野上 絢子8－1三浦(仏大)    高山 麻美8－0肥後(同女) 
安達 杏奈 def 木村(滋大)    橋本 香織8－1中村(京外) 
岡部 真理3－8松本(京教)    川田 晴日 def 
▽３回戦 
野上 絢子1－8宮下(京産)   高山 麻美8－0葛谷(滋大) 
安達 杏奈8－0山下(京府)   橋本 香織8－6後藤(仏大) 
▽４回戦 
高山 麻美8－4川崎(立命)   安達 杏奈6－8鼓 (立命) 
橋本 香織4－8上野(立命) 
▽準々決勝 
高山 麻美   ４－６ ３－６   松本  （京教大） 
(女子ダブルス) 

▽２回戦 
野上･岡部8-1佐々木･山下(京府) 高山･橋本def中村･吉良(滋大) 
▽３回戦 
野上･岡部3－8谷口･宮下(京産) 高山･橋本8－1加野･杠 (京教) 
▽準々決勝 
高山･橋本 ３－６ ７－５ ６－２ 辻川･長友（龍谷大） 
▽準決勝 
高山･橋本   ６－１ ６－２   渡部･松本（京教大） 
▽決 勝 
高山･橋本   ３－６ ６－７   塚井･船見（龍谷大） 
〈準優勝〉 
２００２（平成１４）年 

【関西学生チャレンジテニストーナメント】 

           （１０月 ９日～１９日 各大学） 
(男子シングルス) 

▽２回戦 
外川   敬8－2原（滋大）  寺下 真司8－0辻本(大教) 
中島   透8－4諏訪(神商)  佐藤 浩行8－6岸本(追大) 
服部 嘉昭8－2庄子(追大)  宮本 健司8－3松岡(和大) 
▽３回戦 
外川   敬def芦田(滋大)   寺下 真司4－8伊藤(神大) 
中島   透4－8川口(阪大) 佐藤 浩行8－2森下(大経法) 
服部 嘉昭6－8佐藤(大産)  宮本 健司4－8佐藤(大院) 
▽４回戦 
外川   敬8－1別宮(追大)   佐藤 浩行8－0飛鳥井(大産) 
▽５回戦 
外川   敬8－6神保(大体)   佐藤 浩行5－8柴田(甲南) 
▽６回戦  外川   敬8－2戸川(関学) 
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▽７回戦  外川   敬8－1大林(大教) 
▽準々決勝 
外川   敬   ６－０ ６－２   岩崎    （大工大） 
▽準決勝 
外川   敬   ２－６ １－６   久森   （龍谷大） 
(男子ダブルス) 

▽２回戦  寺下･佐藤4-8中島･吉見(阪外) 

中島･服部8-6橋本･柳沢(滋大) 川本･柴田8-0木谷･猪俣(奈教) 
▽３回戦 
中島･服部2-8柴田･中川(甲南) 川本･柴田8-2西澤･西村(京工) 
▽４回戦  川本･柴田8-0末光･小見山(神大) 
▽５回戦  川本･柴田8-1石川･長野(関外) 

▽６回戦  川本･柴田8-5石田･田村(大体) 

▽準々決勝 
川本・柴田   ６－４ ６－４   若生･前田  （大市大） 

▽準決勝 
川本・柴田   ６－２ ６－１   奥村･久森  （龍谷大） 
▽決 勝 
川本・柴田  ６－２ ３－６ ７－６  木村(関大)･岩崎(大工) 

〈優 勝〉 
(女子シングルス) 

▽２回戦  高山 麻美8－0峰  (奈良) 

 川田 晴日8－1馬田(神商)   福井 暢子8－1雑賀(桃大) 
▽３回戦  高山 麻美8－0田中(甲南女)  

川田 晴日8－3 北澤(大市)   福井 暢子 def 奥道(関外) 
▽４回戦  高山 麻美8－5三浦(関外) 

川田 晴日6－8足立(大体)   福井 暢子2－8東口(大体) 
▽５回戦  高山 麻美0－8釘宮(大体) 
(女子ダブルス) 

▽２回戦 
高山･橋本8-0上村･原田(奈教) 川田･福井8-1今井･山口(阪外) 

▽３回戦 
高山･橋本8-3西村･樋口(神商) 川田･福井8-0加島･重延(梅花) 

▽４回戦  高山･橋本8-0木村･森崎(武庫川)  

川田･福井3-8木佐･寺元(甲南女) 

▽５回戦  高山･橋本8-6西尾･矢野(国際) 

▽準々決勝 
高山･橋本   ７－６ ７－６   杠 ・松本 （京教大） 

▽準決勝 
高山･橋本   ０－６ ６－７   鼓 ・正司  (立命大) 
 
２００２（平成１４）年 

【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 (男子シングルス) 

▽１R   外川 敬def吉仲(相愛) 
寺下真司6-0 6-0大竹(大教)  中島 透6-2 5-7 5-7八木(大市) 
佐藤浩行def小谷(相愛)    服部嘉晃6-2 6-0中谷(神大) 
宮本健司6-0 6-0山村(滋大) 
▽２R   外川 敬6-2 6-0高橋(京工) 
寺下真司6-4 6-2寺本(大工)  佐藤浩行6-0 6-1岸本(阪外) 
服部嘉晃6-2 6-3黒田(奈教)  柴田 学6-0 6-0永藁(仏大) 
宮本健司6-7 6-4 6-2市野瀬(大体) 
▽３R   外川 敬6-0 6-1池内(阪大) 
寺下真司3-6 1-6古川(関学)  佐藤浩行6-2 6-2舛谷(大体) 
服部嘉晃1-6 5-7岸野(立命)  柴田 学6-0 6-0内山(京園) 
宮本健司5-7 3-6名尾(神院) 
▽FIN   外川 敬6-1 6-1河嶋(京大) 

佐藤浩行6-3 2-6 2-6中村(神大) 柴田 学7-5 6-1高村(阪大) 
予選 (男子ダブルス) 

▽１R   中島･服部6-4 4-6 6-7大仲･石川(和大) 
宮本(同大)･松波(神院) def 
▽２R   寺下･佐藤def志茂･遠藤(大経法) 
星 ･柴田6-2 6-2下村･出口(大産) 
▽３R   寺下･佐藤3-6 3-6吉田･上田(天理) 
星 ･柴田6-2 6-0石川･粕引(国際) 
▽FIN   星 ･柴田2-6 6-1 6-3三宅･大谷(京産) 
予選 (女子シングルス) 

▽１R   福井暢子6-1 6-0森川(親和女) 
▽２R   高山麻美6-0 6-1石丸(帝大) 
橋本香織6-0 6-0赤坂(関外)  川田晴日6-0 6-0佐藤(神大) 
福井暢子5-7 2-6三浦(関外) 
▽３R   高山麻美6-1 6-1塩嶽(追大) 
橋本香織6-1 6-2吉岡(大教)  川田晴日2-6 7-6 7-6西尾(国際) 
福井暢子5-7 2-6三浦(関外) 
▽FIN   高山麻美6-0 6-1福田(武庫川) 
橋本香織1-6 3-6宮下(京産)  川田晴日6-3 0-6 1-6加藤(大市) 
予選 (女子ダブルス) 

▽１R   川田･福井6-0 6-1上田･橋本(梅花) 
▽２R   高山(同大)･松本(京教)6-0 6-0家治･鈴木(大市) 
橋本･岡部6-06-0井上･前田(奈教)川田･福井6-27-6小木曽･中村(阪大) 
▽３R   高山(同大)･松本(京教)6-2 6-1北村･金山(関外) 
橋本･岡部6-0 6-1今井･山口(阪外) 川田･福井6-3 6-2池田･高木(関学) 
▽FIN   高山(同大)･松本(京教)6-3 6-3木佐一･寺元(甲南女) 
橋本･岡部6-1 6-4井村･中田(関外) 川田･福井7-5 7-5森岡･太田(天理) 
          本戦（１１月１８日～２４日 万博公園TC） 
(男子シングルス) 

▽１回戦 
外川  敬 ３－６ ７－５ ６－２ 前田  （大市大） 
▽２回戦 
下 圭太朗      def 
外川  敬   ３－６ ３－６   奥野  （近 大） 
星  隆祐   ６－４ ６－２   森谷  （関学大） 
岩月 真也   ６－３ ６－３   西本  （龍谷大） 
柴田  学   ２－６ １－６   槇田  （関学大） 
▽３回戦 
星  隆祐   ７－５ ６－２   内田  （関学大） 

岩月 真也 ３－６ ６－２ ６－１ 權   （近 大） 
▽４回戦 
星  隆祐   ６－１ ６－３   本岡  （近 大） 
岩月 真也   ２－６ １－６   奥野  （近 大） 
▽準々決勝 
星  隆祐   １－６ ３－６   奥野  （近 大） 

(男子ダブルス) 

▽２回戦 
下 ・川本   ６－２ ６－３   加賀･田中（大院大） 
外川・岩月   ６－１ ７－５   青木･高瀬（近 大） 
星 ･柴田 ６－３ ４－６ ６－３ 萩森･池上（甲南大） 

▽３回戦 
下 ･川本   ２－６ ５－７   町井･植木（近 大） 
外川･岩月 ６－７ ６－３ ０－６ 田中･高橋（近 大） 
星 ･柴田   ７－６ ６－２   今井･毛利（関学大） 

▽準々決勝 
星 ･柴田   ２－６ ４－６   奥野･安居院（近 大） 

(女子シングルス) 

▽１回戦 
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安達 杏奈 ６－１ ０－６ ６－４ 坂田 （園田女大） 
高山 麻美   ６－７ ２－６   池田  （関学大） 
野上令央奈 ６－２ ４－６ ７－６ 井村  （関外大） 
▽２回戦 
安達 杏奈   ３－６ ４－６   尾崎  （京産大） 

野上令央奈   ６－３ ７－５   今若  （甲南大） 

▽３回戦 
野上令央奈 ０－６ ６－２ ４－６ 尾崎  （京産大） 

(女子ダブルス) 

▽１回戦 
橋本・岡部   １－６ ６－７  椎木･長谷（松蔭女大） 
高山(同大)･松本(京教)  6-3 2-6 2-6  山下･山田(松蔭女大） 
川田・福井 ３－６ ６－３ ６－４ 箱山･宮下（京産大） 
▽２回戦 
安達・野上 ６－４ ６－７ ７－６ 有田･阿部（関学大） 
川田・福井    １－６ ０－６  今若(甲南)･山下(立命) 
▽３回戦 
安達・野上   ６－４ ６－４  根来(関大)･森口(大教） 

▽準決勝 
安達・野上 ６－４ ４－６ ４－６ 中山･浅野（松蔭女大） 

 

２００２（平成１４）年 

【全日本学生テニス選手権】第７０回 

           本戦（ ８月 ３日～１１日 昭和の森TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２８） 

１回戦 
下 圭太郎   ６－２ ６－０   中野   （福井大） 
星  隆祐   ２－６ ６－７   串畑   （関学大） 
▽２回戦 
下 圭太朗   ６－０ ６－２   山本   （星陵大） 
▽３回戦 
下 圭太朗 ７－５ ３－６ ４－６ 石崎   （中央大） 
(男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
下 ・星    ６－１ ６－２ 小松田･駒澤（北海道・東海大） 
▽２回戦 
下 ・星    ３－６ ３－６   川西・槇田（関学大） 
(女子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
安達・野上   ６－１ ６－０   林 (金沢)･池田(新潟) 
▽２回戦 
安達・野上 ６－３ ２－６ ７－５ 山邊・西尾（東海女） 
▽３回戦 
安達・野上    １－６ １－６   大見(早大)･浅野(東海大) 
 

２００２（平成１４）年 

【全日本学生室内テニス選手権】第３９回 

              予選（１２月 ２日～ ５日 江坂TC） 
予選 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 

▽１R   下 圭太郎  ２－６ ２－６  船津 （愛院大） 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－１６） 

▽１R   下 ･星   ６－４ ７－５ 中村･今井（関学大） 
▽２R   下 ･星   ６－２ ６－２ 町井･田中（近 大） 
▽FIN   下 ･星 ６-３ ３-６ ２-６ 増村･森 （法政大） 
予選 (女子ダブルス)（Ｂ－１６） 

▽１R   安達･野上 ６-２ ６-７ ６-７富山(北星)･柴田(北星短） 
       本戦（１２月 7日～１２日 尼崎市中央体育館） 
(男子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽１回戦 
下 ・星    ６－２ ７－５   宮崎・堂野 （早 大） 
▽準決勝 
下 ・星  ６－３ ３－６ ３－６ 宮崎・国吉 （亜細亜） 
 
２００２（平成１４）年 
【全日本室内テニス選手権】第３８回 島津 

    予選・本戦（ ３月 ４日～１０日 京都市立体育館） 
    出場ナシ 

 

２００２（平成１４）年 

【全日本テニス選手権】 

         予選（１１月１３日～２４日 有明ﾃﾆｽ森公園） 

予選Ａ (男子シングルス)（Ｂ－４８） 

▽１R  下 圭太朗 ７－６ ７－６ 吉田 （ﾐﾙﾌｨｰﾕ TC） 

▽２R  下 圭太朗 ３－６ １－６ 古賀    （ﾌﾘｰ） 

予選Ｂ (男子シングルス)（Ｂ－６） 

▽FIN  内田 傑之(OB ﾘｺｰ) 6-3 3-6 6-0 鈴木 (NTT東日本) 

予選Ａ (男子ダブルス)（Ｂ－２４） 

▽１R  内田(OB)･八木(ﾘｺｰ)6-1 6-0赤城(SEED TC)･守谷(ｾｻﾐTS) 

福田(OB)伊藤(OB三和ﾎｰﾑｻﾋﾞｽ) 3-6 5-7 乾 ･大山(亜細亜大) 

▽FIN  内田(OB)･八木(ﾘｺｰ) 6-4  6-4  磯田･江戸(早 大) 

         本戦（１１月１３日～２４日 有明ﾃﾆｽ森公園） 

 (男子シングルス)（Ｂ－４８） 

▽１回戦 
内田 傑之(OB ﾘｺｰ)   １－６ １－６   五藤 (近 大) 

▽３回戦 
福田 勝志(OB三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) ６－７ ６－７ 徳丸 (ｵﾘﾝﾋﾟｱ SC) 

 (男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
内田(OB)･八木(ﾘｺｰ) ４－６ １－６ 加藤(ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ)･嶋田(ﾌﾘｰ) 

 

２００２（平成１４）年 

【全日本ベテランテニス選手権】第６４回 ダンロップ 

        （１０月 ８日～１４日 名古屋東山公園TC） 
４５歳以上 (男子シングルス) （Ｂ－２４） 

▽１回戦  田中 英次(OB三和TS) 6-2 2-6 3-6 西垣(ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ) 

５５歳以上 (男子シングルス) （Ｂ－３２） 

▽１回戦  秋山 政行(OB ﾘｯｸ西奈TC) 6-3  6-0 清水 (SGT ｸﾗﾌﾞ) 

▽２回戦  秋山 政行(OB ﾘｯｸ西奈TC) 6-4  6-3 井口(石原産業) 

▽３回戦    秋山政行(OB ﾘｯｸ西奈TC) 6-4 2-6 1-6 明石(明石ﾃﾆｽ C) 
５５歳以上 (男子ダブルス) （Ｂ－１６） 

▽１回戦  秋山(OB ﾘｯｸ西奈TC)･山本(静清信金) 

        6-0  6-7  4-6 川中(ﾁｯｿ水俣)･池田(香椎ｸﾗｼｯｸ TC) 

６０歳以上 (男子シングルス) （Ｂ－２４） 

▽１回戦  恩地 宗和(OB 奈良国際TC)  2-6  4-6 有本(山城TC) 

６０歳以上 (男子ダブルス) （Ｂ－１６） 

▽１回戦  恩地(OB)･立田(奈良国際TC) 

       6-1  4-6  6-0 松井(庭仁貴知TC)･高田(五日市TC) 

▽２回戦  恩地(OB)･立田(奈良国際TC) 

        2-6  1-6 高田(阪神ﾃﾆｽｼｮｯﾌﾟ)･福永(姫路書写TC) 

 
２００２（平成１４）年 

【京都府民シングルステニストーナメント】 

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

▽１回戦  沖 健太(同大)8-4玉井(Hankees) 
澤田 晋(同大)8-6高橋(ﾌﾘ )ー  中野友貴(同大)8-1寺下真司(同大) 
正木  (同大)8-4前田健二(同大) 外川 敬(同大)9-8梶川 (同大) 
土居   (同大)8-0中島 透(同大) 星  隆祐(同大)8-0木村 (同大) 
岩月真也(同大)8-1坂口(西丘LTC)佐藤浩行(同大)8-5坂本(京庭友会) 
服部嘉晃(同大)6-8土居(ﾜｯｸ)   柴田 学(同大)8-1加古 (同大) 
宮本健司(同大)8-2田淵 (同大) 中村  (同大)0-8吉野(四宮TC) 
江口  (同大)0-8梅本(Hankees) 
▽２回戦  沖 健太8-4吉野(高橋工務店) 
中野友貴(同大)8-2土井(同大)   外川 敬(同大)5-8吉野(四宮TC) 
星 隆祐(同大)8-3澤田 晋(同大) 岩月真也(同大)8-3佐藤浩行(同大) 
正木   (同大)8-0和田(大宅TC) 柴田 学(同大)8-1梅本(Hankees) 
宮本健司(同大)7-8土居(ﾜｯｸ) 
▽３回戦  沖 健太8-5岩月真也(同大) 
中野友貴(同大)8-1土居(ﾜｯｸ)    正木  (同大)8-6星 隆祐(同大) 
柴田 学(同大)1-8吉野(四宮TC) 
▽準決勝  中野友貴(同大)8-0沖 健太(同大) 
      正木  (同大) 5-8吉野(四宮TC) 
▽決 勝  中野友貴(同大)〈準優勝〉4－8吉野 (四宮TC) 
(女子シングルス) 

▽１回戦  岡部真理(同大)8-5野上絢子(同大) 川田晴日(同大)def 
福井暢子(同大)8-3岩村(INOUE TA)石津美智子(同大)0-8谷(ｳｴｽﾀﾝﾙｰﾌ) 
▽２回戦  福井暢子(同大)8-4橋本香織(同大) 
岡部真理(同大)5-8前田(西院ﾛｰﾝ TC) 
▽３回戦  福井暢子(同大)1-8前田(西院ﾛｰﾝ TC) 
 
２００２（平成１４）年 

【京都府テニス選手権】 

         予選（  月  日～  日 ） 

予選 (男子シングルス)  

S1R寺下真司(同大)8-5西田(島津硬式ﾃﾆｽ部)  
S1R佐藤浩行(同大)8-2山田(土曜ｸﾗﾌﾞ) 
S1R服部嘉晃(同大)2-8二股(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 
S1R宮本健司(同大)3-8藤田(Hankees) 
         本戦（ ８月３１日～９月１４日 ） 

 (男子シングルス)  

▽１回戦  寺下 真司(同大) ２－６ ４－６ 辻本 (ﾃﾆｽﾊｳｽ) 
      外川  敬(同大) ６－１ ６－１ 稲荷(京都銀行) 
      佐藤 浩行(同大) ６－３ ６－１ 稲荷(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ) 
▽２回戦    外川  敬(同大) ４－６ ３－６ 小西 (ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 
            佐藤 浩行(同大) ３-６ ６-３ ３-６ 原(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ) 
 (女子シングルス) 

▽１回戦  高山 麻美(同大)   def 
      川田 晴日(同大) ２-６ ２-６  熊谷(名経大付中) 
      福井 暢子(同大) ６-１ ６-１ 岩村(井上ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ) 
 
▽２回戦  福井 暢子(同大) ７－５ ６－２ 八木 （ﾕﾆﾁｶ） 
▽準々決勝 福井 暢子(同大)６-４ ６-７ ５-７ 鈴木(ﾊﾞﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ) 
 

２００２（平成１４）年 

【京都東山正月テニストーナメント】 

         予選（ 1月  日～   ） 

予選 (男子シングルス) 

S1R中野友貴(DC)8-3岡本(東山T)S2R中野友貴(DC)8-4金(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ) 
S3R中野友貴(DC)9-7村田(龍谷大) 
予選 (男子ダブルス) 

D1R中野(DC)･二俣(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)9-7岸田･太田(大宅(株)TC) 

D2R中野(DC)･二俣(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)8-1村田･車古(龍谷大) 
         本戦（ 1月  日～   ） 

 (男子シングルス) 

▽１回戦  中野友貴(DC)8-9佐野(龍谷大) 
 (男子シングルス) 

▽１回戦  中野(DC)･二俣(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)9-８安 ･藤原(ﾃﾆｽﾊｳｽ) 
▽２回戦   中野(DC)･二俣(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)6-8峰尾(ﾜｯｸ)･今村(ﾁｰﾑ真魚) 
 
２００２（平成１４）年 

【ブリジストン京都オープンテニストーナメント】 

         本戦（ ５月  日～   ） 

 (男子シングルス) 

S1R中野友貴(同大)6-2 7-5原(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ) 
S2R中野友貴同大)0-6 2-6李 (近大) 
 (女子ダブルス) 

D1R安達･野上(令)(同大)1-6 2-6才木･堀内(京産大) 
 

２００２（平成１４）年 

【香里グリーンテニストーナメント】 

         本戦（ 1月  日～   ） 

 (男子シングルス) 

S1R佐藤浩行(DC)6-1辻本(ﾌﾘｰ)  S2R佐藤浩行(DC)6-3山田(ﾌﾘｰ) 
S3R佐藤浩行(DC)4-6小麦先(香里GTA) 
S2R澤田晋(DC)6-0牛黄耆(山田高OB会) 
S3R澤田晋(DC)7-5木下(香里GTA) S4R澤田晋(DC)2-6深見(ﾃﾆｽｽﾎﾟｯﾄ) 
 (男子ダブルス) 

D2R澤田(DC)･佐藤(DC)2-6辻･辻(ﾌﾘ )ー 
 
２００２（平成１４）年 

【グリーピア安浦広島オープン】 

         予選（ １月１２日～１６日 ）   

予選 (男子シングルス)  

角田 博幸 住田  進  S1R堀口 琢生2-8三浦(ﾌﾘｰ) 
東山 友和  沖  健太 中野 友貴 

         本戦（ １月１５日～２０日 ） 

(男子シングルス) 

▽１回戦  角田 博幸(同大) ６－０ ６－２ 小河(広島ｶﾞｽ TC) 
      沖  健太(同大) ３－６ ３－６ 鈴木(ﾃﾞｨﾉ TC) 
        中野 友貴(同大) ６－０ ６－１ 池田(東経大) 
▽２回戦    角田 博幸(同大) ６－３ ６－１ 関矢  (西条RTC) 
      中野 友貴(同大) ６－２ ６－０ 井上 (井上商事) 
▽３回戦    角田 博幸(同大) ６－３ ６－４ 鈴木   (ﾃﾞｨﾉ TC) 
      中野 友貴(同大) ４－６ ４－６ 小川(大産大付高) 
▽準々決勝  角田 博幸(同大)   def   楠部(明治神宮外苑TC) 
▽準決勝    角田 博幸(同大) ６－７７－６ 1-0 RET 田中(近大) 
▽決 勝  角田 博幸(同大) ３－６ ５－７ 小川(大産大附高) 
〈準優勝〉 

(男子ダブルス) 

▽１回戦  角田･堀口(同大) ６-０６-２ 松田･西口 (ﾆｯｺｰ SP ｲﾝ) 
      東山･住田(同大) ６-４６-３ 柳(ｻﾝﾄﾘｰ TG)･高橋(TOSS) 
      沖  ･中野(同大) 4-6 6-2 6-4 森田(ﾃﾆｽﾒｲﾄ)･中原(SPC) 
▽２回戦    角田･堀口(同大) 6-4 6-4三浦(都立大)･永井(東伏見TC) 
      東山･住田(同大) ４-６ ４-６ 田中･福井  (近 大) 
      沖  ･中野(同大) ７-５ ６-２ 関矢･武田 (西条RTC) 
▽３回戦  角田･堀口(同大) ２-６１-６  伊藤･鈴木   (ﾃﾞｨﾉ TC) 
    沖･中野(同大) 5-7 7-5 1-6 桑島(垂水GTC)･井上(井上商事) 
 

２００２（平成１４）年 
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【ルネサンス千葉オープン】 

         予選（ ２月１８日～２０日  ） 

予選 (男子シングルス)  

角田 博幸－   沖  健太－   岩月 真也－ 

         本戦（ ２月２５日～３月３日 ） 

〈男子シングルス〉 

▽１回戦  角田 博幸(同大) ６-１ ６-２ 大川(ｱﾒﾘｶﾝﾃﾆｽｽｸｰﾙ) 
▽２回戦  角田 博幸(同大) ６-１ ６-１ 中野 友貴  (同大) 
▽３回戦    角田 博幸(同大)４-６ ６-１６-２ 長谷(BLACK SOX) 
▽準々決勝  角田 博幸(同大)３-６ ６-３６-１ 片桐(千間台TC) 
▽準決勝  角田 博幸(同大) 5-7 6-1 4-6本村(須賀川ｾﾝﾄﾗﾙ眼科) 
(男子ダブルス) 

▽１回戦   角田･沖(同大) 6-2 6-2 鈴木･佐々木(桜花大ひばりTC) 
▽２回戦    角田･沖(同大) ６-２ ６-２ 石垣(中大)･古川(専大) 
▽準々決勝  角田･沖(同大) 6-7  2-6 宮坂(明海大)･ﾗｽﾞﾓﾌｽｷｰ(朝生) 
 
２００２（平成１４）年 

【南勢テニスオープン】 

           （ ３月  日～  ） 

(男子シングルス) 

▽１回戦  下 圭太朗(同大) 6－3  6－0  細川(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ TC) 
▽２回戦  下 圭太朗(同大) ６－２ ６－２ 唐沢 （香里GTC） 
▽３回戦  下 圭太朗(同大) ６－２ ７－５ 梶山    （日 大） 
▽準々決勝 下 圭太朗(同大) 3-6  6-2  6-3  安藤   (ｱｲｼﾝ精機) 
▽準決勝  下 圭太朗(同大)６－４ ６－３ 和田   （日 大） 
▽決 勝    下 圭太朗(同大)２－６ ３－６ 金山   （早 大） 
〈準優勝〉 
(男子ダブルス) 

▽１回戦  下 ･川本(同大) ６-２６-０西口･出口(OSC江坂ﾃﾆｽ) 
▽２回戦  下 ･川本(同大) 6-1 5-7 6-2 内山･柴口(名鉄熱田ﾉ森) 
▽３回戦  下 ･川本(同大) ６-３６-２ 岩崎･池田   （大工大） 
▽準決勝  下 ･川本(同大) ５-７４-６ 梶山(日大)･石崎(中大) 
 
２００２（平成１４）年 

【淡路島オープンテニス】 

           （ ３月１１日～１７日 ） 

(男子シングルス) 

▽１回戦  下 圭太朗(同大) ６－１ ６－０ 江藤（FOSD） 
      星  隆祐(同大) ６－２ ６－１ 山田（ﾁｰﾑ真魚） 
▽２回戦  下 圭太朗(同大) ６-２  1-６ ６-１ 田中  （近大） 
      星  隆祐(同大) ６－２ ７－６ 山田（ﾁｰﾑ真魚） 
▽３回戦    下 圭太朗(同大)  ６－３  ６－１  田村（立川GTC） 
      星  隆祐(同大) １－６ ３－６ 山本(島津製作所) 
▽準々決勝  下 圭太朗(同大) ６－３ ６－１ 押田 (ｳｨﾙﾃﾆｽ企画) 
▽準決勝    下 圭太朗(同大) ６-２ ６-４  伊藤(三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) 
▽決 勝    下 圭太朗(同大) ７－６  ６－１ 山本(島津製作所) 
〈優 勝〉 

(男子ダブルス) 

▽１回戦  下 ･星 (同大) ６-１ ６-３ 岩城･浜野(相出川84TR) 
▽２回戦  下 ･星 (同大) 6-3 6-2 田中(甲南)･山本(古川ﾃﾆｽ企画) 
▽３回戦  下･星(同大)6-0 3-6 7-6山本(島津製作所)･山田(ﾁｰﾑ真魚) 
▽準決勝   下 ･星 (同大) 7-6  6-3 山下(西ﾉ丘ﾛｰﾝ TC)･中島(東ﾚ) 
▽決 勝  下 ･星 (同大) 4-6  6-4  7-5 北尾(甲南)･吉野(立命) 
〈優 勝〉 
 

２００２（平成１４）年 

【遠州選抜ダブルス室内テニストーナメント】 

           （ ４月  日～ ） 

(男子ダブルス) 

下 (同大)･小山(青山ｽﾎﾟｰﾂ) ３-５  ４-１ ５-７ 岡部･小松(W ｼｰﾂ) 
 

２００２（平成１４）年 

【滋賀県テニス選手権】 

           （ ４月  日～ ） 

(男子シングルス) 

▽２回戦  下 圭太朗(同大)６－０ ６－１ 長谷部(ﾃﾆｽｶﾚｯｼ )゙ 
▽３回戦  下 圭太朗(同大)６－０ ６－０ 村田 （ﾁｰﾑ真魚） 
▽準々決勝  下 圭太朗(同大)６－１ ６－１ 高橋  （林TC） 
▽準決勝    下 圭太朗(同大)６－１ ６－０ 朝比奈（ﾁｰﾑ真魚） 
▽決 勝    下 圭太朗(同大)６－７ ４－６ 坂田 （ﾁｰﾑ真魚） 
      〈準優勝〉 
 

２００２（平成１４）年 

【ミキプルーン神戸オープン】 

         予選（ ４月  日～ ） 

予選 (男子シングルス) 

▽１R   外川 敬(同大)8-3藤 (ｻﾆｰｻｲﾄﾞｱｯﾌﾟTC) 
寺下真司4-8辻内(神院大) 
▽２R   沖 健太(同大)8-5山本(大体大) 
外川 敬(同大)4-8高橋(近大) 星 隆祐(同大)8-4和田(神院大) 
▽FIN      沖 健太(同大)8-4佐藤(神院大) 
星 隆祐(同大)1-5Ret毛利(関学大) 
予選 (男子ダブルス) 

▽２R   中野･外川(同大)8-6富岡･山本(大体大) 
星 ･岩月8-4田畑･平田(大体大) 
▽FIN      中野･外川(同大)7-9入江･戸川(関学大) 
星 ･岩月9-8伊藤･和田(神院大) 
         本戦（ ４月  日～ ） 

 (男子シングルス) 

▽１回戦  下  圭太朗(同大) ６－４ ６－４  竹林（甲南大） 
           沖  健太(同大) ３-６ ６-２ ６-３ 井谷（神 大） 
      中野 友貴(同大)  ７－５ ６－１  飯田(ｱｲﾘﾊﾞｰ 84) 
            岩月 真也(同大) ２-６ ７-６ ４-６ 高橋（近 大） 
▽２回戦    下  圭太朗(同大) ６－２ ６－１   植木（近 大） 
            沖  健太(同大) ７-５ ２-６ ６-１ 坂口 (ｺｰﾁLTC) 
      中野 友貴(同大) ０-６ ６-３ ３-６ 横井(伊予銀行) 
▽３回戦    下  圭太朗(同大) ６－４ ６－２ 下間(島津製作所) 
      沖  健太(同大) ３-６ ３-６  内田  傑之(OB ﾘｺｰ) 
▽準々決勝  下  圭太朗(同大)２-６ ７-６ ４-６  重政 （ﾜｰﾙﾄﾞ） 
(男子ダブルス) 

▽１回戦  沖･下(同大) 3-6 2-6川口･岡田(ﾁｰﾑ中島ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ) 
          星 ･岩月(同大) ３-６ ４-６ 中田･毛利（関学大） 
 
２００２（平成１４）年 

【東海毎日ベテランテニス選手権】第５５回 

        （ ４月２２日～２８日 名古屋東山公園TC） 
５５歳以上 (男子シングルス) （Ｂ－３２） 

▽１回戦  秋山政行(OB ﾘｯｸ西奈TC) 6-1 6-2 下浦(ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞTC) 

▽２回戦  秋山政行(OB ﾘｯｸ西奈TC) 3-6 4-6 今村 (四日市LTC) 

５５歳以上 (男子ダブルス) （Ｂ－８） 

▽準決勝  秋山(OB ﾘｯｸ西奈TC)･山本(静清信金) 

         6-4  6-1  大野(NAS ｻﾝﾏﾙｼｪ)･河原(刈谷ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ) 

▽決 勝  秋山(OB ﾘｯｸ西奈TC)･山本(静清信金) 

       〈優 勝〉   6-3  7-6  石川(大磯TC)･樋口(ﾐﾀｶ TC) 
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２００２（平成１４）年 

【奈良市民体育大会】 

           （ ５月  日～ ） 

(男子ダブルス) 

▽２回戦 外川(同大)･高崎(学園前ﾛｲﾔﾙ TC)6-0大江･小澤(ｲﾝﾀｰ N) 
▽３回戦 外川(同大)･高崎(学園前ﾛｲﾔﾙ TC)7-5道祖･松田 (ﾌﾘｰ) 
▽４回戦 外川(同大)･高崎(学園前ﾛｲﾔﾙ TC)6-3金沢･金沢(ﾁｰﾑ F) 
▽５回戦 外川(同大)･高崎(学園前ﾛｲﾔﾙ TC)3-6道祖･松田(TS奈良) 
 

２００２（平成１４）年 

【大阪オープンテニストーナメント】 

           （ ５月  日～ ） 

(男子シングルス) 

▽１回戦  下 圭太朗(同大)６-３ ６-１安達(ｳｨｽﾀｳﾞｪﾙﾀﾞ春日井) 
▽２回戦    下 圭太朗(同大) ６－１ ６－４ 若木 （ｼｰﾄﾞ TC） 
▽３回戦  下 圭太朗(同大)  ６－１ ６－３ 稲田 （京産大） 
▽準々決勝 下 圭太朗(同大)  ６－３ ６－０ 田中 （近 大） 
▽準決勝    下 圭太朗(同大)  ７－６ ６－４ 古賀    （ﾌﾘｰ） 
▽決 勝    下 圭太朗(同大)  ２－６ ３－６ 李  （近 大） 
〈準優勝〉 
(男子ダブルス) 

▽１回戦  下(同大)･町井(近大)  6-0 6-1 横田･魚井(わんむTT) 
▽２回戦    下(同大)･町井(近大) ６-１６-４ 荒川･田畑（京産大） 
▽準々決勝  下(同大)･町井(近大) ７-５６-４ 中田･毛利（関学大） 
▽準決勝    下(同大)･町井(近大) ６-７ ６-２ ７-５ 

      渡辺(三和ｽﾎﾟｰﾂ)･北田(COZY朝霧TC) 
▽決 勝  下(同大)･町井(近大) ６-４ ２-６ ３-６ 李 ･潘(近大) 
      〈準優勝〉 
 

２００２（平成１４）年 

【大阪毎日テニストーナメント】 

         予選（ ５月１３日～１５日 ） 

予選 (男子シングルス) 

▽１R   沖 健太(同大)8-1花房(大産付高） 
中野友貴(同大)8-5青木(江坂TC) 外川 敬(同大)6-8稲本(江坂TC) 
寺下真司(同大)8-4神部(関大)  岩月真也(同大)8-0青木(近大) 
佐藤浩行(同大)9-7向吉(ｱﾐｭｰｽﾞ)  星  隆祐(同大) def 
宮本健司(同大)2-8宮本(NICCﾃﾆｽSC) 江口(同大)1-8播磨(ﾓﾘﾀT企画) 
▽２R   中野友貴(同大)9-7沖 健太(同大) 
佐藤浩行(同大)8-3寺下真司(同大) 岩月真也(同大)8-3河野(甲南) 
▽３R   中野友貴(同大)8-9池本(甲南) 
佐藤浩行(同大)5-8坂田(ﾁｰﾑ真魚) 岩月真也(同大)6-8萩森(甲南) 
予選 (男子ダブルス) 
▽１R  外川･岩月(同大) 9-7中岡(ﾊﾙｽﾎﾟｰﾂ)･亀山(三井住友損保) 
江口･宮本(同大) 3-8長野･石川(関外大) 
▽２R  外川･岩月(同大) 8-6西村(ｼﾗｻｷﾞ TC)･森田(ﾓﾘﾀ T企画) 
▽３R  外川･岩月(同大) 4-8門園･小坂(立命大) 
         本選（ ５月１６日～１９日 ） 

 (男子シングルス) 

▽１回戦  下 圭太朗(同大)３-６ Ret井藤(清風高) 
 (男子ダブルス) 

▽１回戦  沖 ･中野 ４-６ ６-３ ５-７ 末田･植木 (近 大) 
      下 ･星   def 
 

２００２（平成１４）年 

【山梨須玉オープンテニストーナメント】 

            予選（ ５月  日～ ） 

予選 (男子シングルス) 

▽１R   正木  (同大)8-2津田(ｺﾏｿｿﾌﾄ) 
柴田 学(同大)def中田(駿河大) 前田 (同大)8-1桑原(ﾃﾆｽﾁｰﾑﾊﾟｵ) 
加古  (同大)8-5大塚(ﾈｸｽﾄ) 
▽２R   正木  (同大)8-5住田(千代ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 
柴田 学(同大)8-4中尾(荏原SSC) 前田 (同大)def福島(駿河大) 
加古  (同大)8-1真下(GTP) 
             本戦（ ５月  日～ ） 

 (男子シングルス) 

▽１回戦  正木  (同大) 6-1 6-１杉沢(ﾏｻｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ) 
柴田 学(同大)6-0 6-0佐野(甲府ｳｲﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ TC) 
前田(同大)1-6 0-6赤木(SEEDTC) 加古(同大)0-6 0-6長谷川(BLACKSOX) 
▽２回戦  正木  (同大) 0-6 1-6白砂(新生舗装) 
柴田 学(同大)2-6 1-6永徳(MSC) 
(男子ダブルス) 

▽１回戦 川本･柴田(同大) 7-6 6-3 伊藤(吉祥寺TS)･佐々木(J-STAP) 
加古･前田(同大) ６-３ ６-２ 太田･山際(町田ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌ )゙ 
▽２回戦  川本･柴田(同大) ６-２６-２ 小池･川島(あざみ野LTC) 
加古･前田(同大) ６-２ ７-５ 大塚(NEXT)･名執(山院大) 
▽準々決勝 川本･柴田(同大) ６-３ ６-０ 

   中西(ﾌｨｯﾄﾘｿﾞｰﾄ C)･山田(TOP ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽﾃｰｼ )゙ 
      加古･前田(同大) ０-６ １-６ 鈴木･岩尾(創価大) 
▽準決勝  川本･柴田(同大) 6-1 4-6 6-4  佐藤(ｴﾙﾏ)･井根(明海大) 
▽決 勝    川本･柴田(同大) 6-7 1-6 赤木(SEEDTC)･秋山(ﾌｧﾐﾘｰ鷹) 
      〈準優勝〉 
(女子ダブルス) 

▽１回戦  安達･野上(令)(同大) 6-2  6-0 上原･竹澤(高橋ｽﾎﾟｰﾂ) 
▽２回戦  安達･野上(令)(同大) 3-6 6-4 4-6渡辺･平山(朝生JrTC) 
 
２００２（平成１４）年 

【ＫＰＩオープン】 

   本戦（ ６月 ２日～ ９日 ） 

 (男子シングルス) 

▽１回戦  下 圭太朗6-0 6-0中川(近福大) 
沖  健太6-1 3-6 6-2朝日(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸE) 中野友貴6-4 6-1高橋(江坂TC) 
▽２回戦  下 圭太朗6-0 6-1辻(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚) 
沖  健太6-3 6-4伊佐(ﾃﾆｽﾊｳｽ) 中野友貴6-1 6-0下志方(TI-RIVER84) 
▽３回戦    下 圭太朗6-0 6-0永山(わんむTT) 
沖  健太0-1Ret中野友貴(同大) 
▽準々決勝  下 圭太朗    ６-２ ６-０    山田(立命大) 
      沖   健太 ６-３ ２-６ ４-６ 吉田(ﾐﾙﾌｨｰﾕ TC) 
▽準決勝  下 圭太朗 ６－３ ６－２ 唐澤  (香里GTC) 
▽決 勝  下 圭太朗 ３－６ ２－６ 吉野   (四宮TC) 
           〈準優勝〉 

(男子ダブルス) 

▽２回戦  沖 ･中野 def 鰰沢(広野田園TC)･梅田(TEAMER) 
      下 ･川本 ６－３ ６－２ 酒井･木嶋 (TEAMER) 
▽準々決勝 沖 ･中野  ６－１ ６－２ 藤森･永澤(広野田園TC) 
            下 ･川本  ６－１ ６－４   三代･関口 (CLASSY) 
▽準決勝    下 ･川本 ４-６ ６-４ ６-４ 沖 ･中野 (同大) 
▽決 勝    下 ･川本1-6 2-6 吉野(四宮TC)･久田(COZY朝霧TC) 
 
２００２（平成１４）年 

【ＭＳＳフィットオープン】 

   本戦（ ６月  日～  日 ） 

 (男子シングルス) 

▽１回戦  宮本 健司8-0萬年(明海大) 
中村  9-7 猪岡(明海大)       梶川 8-6笹谷(ﾗｹｯﾄｽﾀｼﾞｵ) 
▽２回戦  宮本 健司1-8桜井(ﾃﾆｽﾋﾟｱｼﾞｭｴ) 
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中村  5-8 堀金(朝生久我山SC)  梶川 2-8小副川(ｼﾁｽﾞﾝ TC) 
 (男子ダブルス) 

▽１回戦  宮本･江口2-8萬年･黒澤(明海大) 
梶川･中村1-8 宇井(朝生久我山SC)･榎本(東宝調布TC) 
 

２００２（平成１４）年 

【アオノオープン】 

         本戦（ ６月１７日～２３日 ） 

 (男子シングルス) 

▽１回戦  下 圭太朗4-6 7-52-６毛利(関学大) 
中野友貴6-2 6-4今村(真魚TC) 星  隆祐4-6 2-6武藤(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 
岩月真也3-6 6-14-6尾崎(ﾜｰﾙﾄﾞ) 
▽２回戦  中野友貴1-6 6-7川西(関学大) 
 (男子ダブルス) 

▽１回戦  中野･岩月 ７－５ ６－１ 浅田･竹林(ｴﾌｨｯﾄｳﾞｨｽｶﾔ) 
      下 ･星  ６－３ ６－３ 衛藤･姫田 （ＡToZ） 
▽２回戦    中野･岩月 2-6 6-3 6-2 五藤(近大)･稲田(京産) 
      下 ･星  ６－１ ６－０ 藤田･内田  (関学大) 
▽準決勝  中野･岩月 １－６ ４－６ 吉川･尾崎   (ﾜｰﾙﾄ )゙ 
      下 ･星 6-3 6-4山本(島津製作所)･堺(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ加古川) 
▽決 勝  下 ･星 ４-６ ７-６ ６-７ 吉川･尾崎  (ﾜｰﾙﾄ )゙ 
 
２００２（平成１４）年 

【シーサイド舞洲オープン】 

         予選（ ６月  日～  日 ） 

予選 (男子シングルス) 

S1R寺下(同大)6-8木村(ｸﾚｽﾄ) S1R山崎(同大)1-8山田(ｽﾃｨｰﾌﾞ) 

S2R星  (同大)8-3滝川(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ加古川) 

S3R星  (同大)8-2大西(仁川院高) FIN星(同大)8-5武村(東山高) 

予選 (男子ダブルス) 

D1R星(同大)･青木(近大)8-0水本(ｱﾒﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ)･福田(近大) 

D2R星(同大)･青木(近大)8-3西村･富田(ﾃﾆｽｽﾎﾟｯﾄ) 

FIN星(同大)･青木(近大)8-1酒井･松田(大産大付高) 

                  本戦（ ６月２４日～３０日 ） 

 (男子シングルス) 

▽１回戦  星  隆祐(同大) ６-１ ６-４ 伊藤(ﾜｰﾙﾄﾞ) 

▽２回戦  星  隆祐(同大) ６-０ ６-３ 湯浅(ﾜｰﾙﾄﾞ) 

▽３回戦  星  隆祐(同大) ３-６ ３-６ 五藤(近大) 

 (男子ダブルス) 

▽１回戦  星(同大)･青木(近大)2-6 7-6 7-5大槻･山本(関学高) 

▽２回戦  星(同大)･青木(近大)  6-1 6-0  伊藤･新川(藤尾TC) 

▽準決勝  星(同大)･青木(近大)5-7 7-6 4-6吉川･湯浅(ﾜｰﾙﾄﾞ) 

 

２００２（平成１４）年 

【シーサイドイン舞洲オープン】 

         本戦（１０月  日～  日 ） 

 (男子ダブルス) 

▽１回戦 

星(同大)･佐野(龍大)6-3 6-1 ｼﾞｮﾝｿﾝ(ﾚｯｸｽ)･佐藤(東海大菅生高) 

▽２回戦 

星(同大)･佐野(龍大)1-6 6-7重政(ﾜｰﾙﾄﾞ)･吉野(四宮TC) 

 

２００２（平成１４）年 

【クラブ対抗テニスリーグ戦】 

         本戦（１０月  日～  日 ） 

×ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ３（複 －  単 － ）４ MID ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

(ダブルス) 下(同大)・松下 ６－２ ６－２ 梅村・小澤 

(シングルス) 下 (同大)  ６－２ ６－３ 平川 

 

２００２（平成１４）年 

【国体京都府選考会】最終予選 

         予選（ ６月  日～ ） 

(男子シングルス) 

▽決勝リーグ 沖 健太(同大)9-7中野 友貴(同大) 
沖 健太(同大)2-8吉野(四ﾉ宮TC)  中野友貴(同大)2-8吉野(四ﾉ宮TC) 
(女子シングルス) 

▽決勝リーグ 福井暢子(同大)9-7菅野(ﾎﾜｲﾃｨｰ) 
福井暢子(同大)1-8谷 (ｳｴｽﾀﾝﾙｰﾌ) 
 

２００２（平成１４）年 

【国体滋賀県選手選考会】 

         予選（ ５月  日～ ） 

(男子シングルス) 

▽決勝リーグ 下 圭太朗 ４－０ ４－０ 今村 （ﾁｰﾑ真魚） 
       ４－２ ４－０ 坂田 （ﾁｰﾑ真魚） 
       ４－２ ４－０ 高橋 (高橋工務店) 

２００２（平成１４）年 

【国体近畿ブロック予選】第５７回 高知 

   予選（ ７月  日～    ） 

 (成年男子) 

▽１R S1下 圭太朗6-3千川  D1下 ･高橋7-5岡崎･千川 
                    滋賀県 ２－１ 和歌山県 
▽２R S1下 圭太朗3-6重政  滋賀県 ０－２ 兵庫県 
▽３位決定戦 ※下は出場なし 滋賀県 ０－２ 京都府 
▽５位決定戦S1 下 圭太朗6-2中西   滋賀県 ２－０奈良県 
 

２００１（平成１４）年 

【国体近畿予選】第５７回 高知 

         予選（ ８月  日～    ） 
下 圭太朗S1８-２ 中西(奈良)        ※滋賀県2－1奈良県 

下・長谷川D1５-８ 後藤･土屋(奈良) 

下 圭太朗S1(下－肘の靭帯損傷の為棄権)※滋賀県0－2大阪府 

下 圭太朗S1 ５-８ 千川(和歌山)  ※滋賀県1－2和歌山県 

 

２００２（平成１４）年 

【国体 岐阜県予選】第５７回 高知 

   予選（ ５月１７日～１８日 岐阜ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ） 

 (男子シングルス) 

▽FIN   田中 英次(OB三和TS) ４－１ ４－１ 松原（愛院大） 
 

２００２（平成１４）年 

【国体北信越 福井県予選】第５７回 高知 

   予選（ ６月  日～   ） 

 (女子シングルス) 

▽２R   野上令央奈 ４－０ ４－０ 須ヶ原（福井村田） 
▽３R   野上令央奈 ４－１ ４－０ 中田 （ﾍﾟｶﾞｻｽTT） 
▽SF    野上令央奈     def    吉田   （早 大） 
▽FIN   野上令央奈 １－４ ２－４ 山形  （筑波大） 
 

２００２（平成１４）年 

【国体北信越予選】第５７回 高知 

         予選（  月  日～    ） 

 (成年女子) 

▽１R    S1野上令央奈3-5 0-4石川    福井県0-2富山県 
▽敗者復活戦 S1野上令央奈4-0 4-0松川  福井県2-0石川県 
 



 12

２００２（平成１４）年 

【国体北海道予選】第５７回 高知 

         予選（  月  日～    ） 

 (女子シングルス) 

▽１R   高山 麻美 ４－２ ５－３ 村山（東海女子大） 
▽２R    高山 麻美 ４－０ ５－３ 川田  （札幌大） 
▽FIN   高山 麻美 ５-４ １-４ ３-７ 松本（福岡大） 
 
２００２（平成１４）年 

【国体徳島県２次予選】第５７回 高知 

         予選（ ６月  日～    ） 

 (男子シングルス) 

▽１R   正木    ４－０ ４－０ 緒方(大体大) 
▽２R   正木    １－４ ２－４ 木下(明治大) 
 
２００２（平成１４）年 

第５７回 高知【国民体育大会】 

         本戦（ ９月２１日～２４日 ） 

 (成年男子) 

▽１回戦 S1下 圭太朗4-2 1-4 4-7土屋 
          D1下 ・高橋2-4 0-4 土屋・秋  滋賀県1-2富山県 
 (成年女子) 

▽１回戦 S2野上令央奈 2-4  2-4 浅野  福井県0-2千葉県 
 

 


