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２００３（平成１５）年 

◆社会：ｲﾗｸ戦争勃発(3/20)。中東和平会談(6/4)。 
        住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸ本格稼動(8/25)。 

【世界水フォーラム開催(3/)】 

★流行語：『勝ちたいんや！』 

◇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＞ (3/2～ 6日間) 宮崎市総合運動公園－青島 水光苑 

 

２００３（平成１５）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】 

             （ ９月１６～２４日 ﾏﾘﾝﾊﾟｰｸ北村） 
＜男子１部リーグ＞ 

× 同志社 ２（複１－２ 単１－５）７ 近 大① 

(ダブルス) 

No１×下・星    ７－６ ３－６ ５－７ 奥野・權 
No２○岩月・山口 ６－１ ７－６       町井・植木 
No３×外川・川本 ２－６ ４－６     田中・森 
(シングルス) 

No１×下 圭太朗 ６－２ ４－６ ３－６ 権 
No２×星  隆祐 ４－６ ４－６     李 
No３×酒井 克己 ０－６ ２－６     町井 
No４×山口 尚吾 ２－６ ２－６     田中 
No５○岩月 真也 ７－５ ６－４     平田 
No６×外川  敬 ５－７ ２－６     森 
 

× 同志社 １（複０－３ 単１－５）８ 関 学② 

(ダブルス) 

No１×下 ・星  １－６ ０－６     槇田・今井 
No２×岩月・酒井 ２－６ ３－６     毛利・森谷 
No３×外川・川本 ７－５ ５－７ １－６ 林 ・中田 
(シングルス) 

No１○下 圭太朗 ６－４ ６－４     今井 
No２×星  隆祐 ４－６ ４－６     毛利 
No３×酒井 克己 ３－６ ３－６     槇田 
No４×山口 尚吾 ６－４ ４－６ ３－６ 串畑 
No５×岩月 真也 ２－６ ６－４ ３－６ 内田 
No６×外川  敬 １－６ ２－６     中田 
 

○ 同志社 ６（複１－２ 単５－１）３ 京産大④ 

(ダブルス) 

Ｎo１○下 ・星  ６－２ ７－５       三宅・田畑 
Ｎo２×岩月・酒井 ２－６ ５－７     小林・大谷 
Ｎo３×川本・村上 ６－７ ２－６      山越・今井 
(シングルス) 
Ｎo１○下 圭太朗 ２－１  Ret      三宅 
No２○星  隆祐 ６－２ ７－６     小林 
No３×酒井 克己 ０－６ ６－７     田畑 
No４○山口 尚吾 ６－２ ６－３     山越 
No５○岩月 真也 ６－０ ６－２     今井 
No６○外川  敬 ２－６ ６－１ ７－５ 大谷 
 

○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 大体大⑤ 

(ダブルス) 

No１○下 ・星  ６－７ ６－４ ６－３ 杉江・薮中 
No２○岩月・山口 ７－５ ６－４     平田・田村 
No３×外川・川本 ６－１ ４－６ ４－６ 緒方・金重 
(シングルス) 

No１○下 圭太朗 ０－６ ６－４ ６－１ 藪中 
No２○星  隆祐 ６－２ ６－７ ６－２ 杉江 
No３×酒井 克己 ３－６ ４－６     緒方 
No４○山口 尚吾 ６－０ ６－０     長谷川 
No５○岩月 真也 ６－０ ６－２     石田 
No６○外川  敬 ３－６ ７－５ ６－２ 森川 
 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 立命大⑥ 

(ダブルス) 

No１○下 ・星  ６－０ ６－２     星野・徳毛 
No２○岩月・山口 ６－７ ６－４ ６－０ 門園・伊藤 
No３○外川・川本 ６－２ ６－４     小野・小坂 
(シングルス) 

No１○下 圭太朗 ７－５ ７－６     門園 
No２○星  隆祐 ６－１ ３－６ ６－２ 星野 
No３○酒井 克己 ６－２ ６－４     徳毛 
No４○山口 尚吾 ７－５ ６－２     伊藤 
No５○岩月 真也 ６－２ ７－５     小坂 
No６○外川  敬 ６－７ ６－３ ６－２ 小野 
 
＜男子１部リーグ③位＞    同志社大学 ３勝２敗 
 

２００３（平成１５）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】   ＜女子の部＞ 

           （ ８月１７日～２４日 各大学） 
＜女子３部リーグ＞        （入替戦制－変更） 

○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 大学院大 

(ダブルス) 

No１○安達・高山 ６－０ ６－０     岡村・宝田 

No２○野上・小澤 ６－０ ６－０     松井・黒瀬 

(シングルス) 

No１○安達 杏奈 ６－１ ６－０     松井 

No２○小澤佳那子 ６－０ ６－０     黒瀬 

Ｎo３○高山 麻美 ６－０ ６－３     岡村 

 

○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 親和女大 

(ダブルス) 

No１○安達・高山 ６－１ ６－０     山口・竹田 

No２○川田・前田 ６－０ ６－３     清見・比嘉 

(シングルス) 

No１○安達 杏奈 ３－６ ６－４ ６－１ 平部 

No２○小澤佳那子 ６－１ ６－０     金田 

Ｎo３○高山 麻美 ６－２ ６－０     山口 

 
○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 天理大 

(ダブルス) 

No１○安達・高山 ６－１ ６－０     井上・山道 

No２○川田・前田 ６－１ ６－２     太田・森岡 

(シングルス) 

No１○安達 杏奈 ６－１ ６－１     森岡 

No２○野上令央奈 ６－１ ６－２     井上 

Ｎo３○小澤佳那子 ６－０ ６－１     太田 

 
○ 同志社 ４（複２－０ 単２－１）１ 甲南女大 

(ダブルス) 

No１○安達・野上 ６－０ ７－６     木佐一・寺元 



 2

No２○高山・小澤 ６－２ ６－０     安居・川島 

(シングルス) 

No１○安達 杏奈 ６－３ ３－６ ６－２ 木佐一 

No２×野上令央奈 ６－４ ２-２ Ret       寺元 

 

No３○小澤佳那子 ６－０ ６－０     安居 

 

○ 同志社  （   不戦勝   ）  大谷女短 

 
＜女子３部リーグ①位＞  同志社大学（女子）５勝０敗 

 

【入替戦】 

○ 同志社 ４（複２－０ 単２－１）１ 龍谷大 

＜３部①位＞            ＜２部⑥位＞ 

(ダブルス) 

No１○安達・野上 ７－５ ６－３     丸井・丸井 
No２○高山・小澤 ７－６ ６－１     森 ・生川 
(シングルス) 

No１×安達 杏奈 ６－４ ３－６ ６－７ 生川 
No２○野上令央奈 ６－１ ６－１     丸井 
No３○小澤佳那子 ６－１ ６－０     植村 
 

＜女子２部リーグ（昇格）＞  同志社大学(女子) 

 

２００３（平成１５）年 

【定期戦】     対 京都大学戦 

           （ ４月  日  ） 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 京都大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○外川・岩月 ６－１ ６－１     藤原・林 

Ｎo２○酒井・山口 ６－２ ６－１     島津・奥宮 

Ｎo３○佐藤・北村 ６－３ ６－７ ６－４ 大島・山本 

 (シングルス) 

No１○岩月 真也 ６－４ ６－４     藤原 
No２○山口 尚吾 ６－０ ６－２      島津 
No３○酒井 克己 ６－３ ６－３     林 
No４○外川  敬 ６－１ ６－１     西田 
No５○佐藤 浩行 ６－２ ６－１     奥宮 
No６○村上 誠稔 ６－１ ７－５     大島 
 
２００３（平成１５）年 

【対抗戦】     対 愛知学院大学戦 

           （ ９月  日  ） 

○ 同志社 ５（複１－２ 単４－２）４ 愛学院大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○下 ・星  ４－６ ６－４ １－６ 船津・竹森 

Ｎo２○岩月・酒井 ６－３ ６－２     渡辺・漆畑 

Ｎo３×川本・村上 ５－７ １－６     落合・児玉 

 (シングルス) 

No１○下 圭太朗 ７－６ ６－２     船津 
No２○星  隆祐 ６－１ ６－１     竹森 
No３○酒井 克己 ６－３ ６－１     漆畑 
No４○山口 尚吾 ６－３ ２－６ ７－５ 渡辺 
No５×岩月 真也 ３－６ ２－６     落合 
No６×外川  敬 ３－６ ４－６     児玉 
 
２００３（平成１５）年 

【対抗戦】     対 慶応義塾大学戦 

           （ ８月  日  ） 

○ 同志社 ５（複１－２ 単４－０）２ 慶応大 

 (ダブルス)           ２引分 

Ｎo１×下 ・岩月 ６－２ ６－７ ３－６ 佐野・黒崎 

Ｎo２○星 ・酒井 ７－６ ６－２     平松・松永 

Ｎo３×佐藤・井上 ３－６ ３－６     濱村・前田 

 (シングルス) 

No１－下 圭太朗      打切      佐野 
No２○星  隆祐 ６－４ ６－２     平松 
No３－酒井 克己 ３－６ ７－６ 3-4打切 黒崎 
No４○岩月 真也 ３－６ ６－２ ６－４ 松永 
No５○外川  敬 ６－１ ４－６ ７－６ 殿水 
No６○山口 尚吾 ６－２ ６－３     藤本 
 
２００３（平成１５）年 

【対抗戦】     対 龍谷大学戦 

           （ ９月  日  ） 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 龍谷大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○下 ・星  ７－５ ６－２     佐野・畑中 

Ｎo２○岩月・酒井 ７－５ ６－４     西本・大吉 

Ｎo３○川本・村上 ６－３ ２－６ ６－４ 奥村・久森 

 (シングルス) 

No１○下 圭太朗 ６－１ ６－０     畑中 
No２○星  隆祐 ４－６   Ret      佐野 
No３○酒井 克己 ６－１ ６－２     大吉 
No４○山口 尚吾 ６－３ ６－２     久森 
No５○岩月 真也 ６－３ ６－２     西本 
No６○外川  敬 ６－１ ３－６ ６－３ 岡田 
 
２００３（平成１５）年 

【対抗戦】     対 立命館大学戦   ＜女子の部＞ 

           （ ６月  日 ） 

× 同志社 ２（複０－２ 単２－１）３ 立命大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×安達・野上 １－６ １－６     山下・伊藤 

Ｎo２×高山・小澤 ０－６ ４－６     吉永・垂井 

（シングルス） 

Ｎo１○安達 杏奈 ３－６ ６－３ ７－６ 山下 

Ｎo２○野上令央奈 ６－３ ６－０     伊藤 

Ｎo３×小澤佳那子 ６－７ ５－７     垂井 

 

２００３（平成１５）年 

【対抗戦】     対 甲南大学戦    ＜女子の部＞ 

           （ ８月 ８日 甲南大） 

－ 同志社  （複 －  単 － ）  甲南大 

 
２００３（平成１５）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 

           （１２月１４日 同大 田辺） 

○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 立教大 

（ダブルス） 

Ｎo１×井上・村上 ０－６ ３－６     五味・高橋 

Ｎo２○岩月・鳥屋 ６－２ ７－５     鏑木・神山 

Ｎo３○宮本・山口 ６－４ ６－７ ６－４ 都築・山田 

シングルス 

Ｎo１○星  隆祐 ６－３ ７－５     五味 

Ｎo２×山口 尚吾 ６－０ ４－６ ３－６ 高橋 

Ｎo３○岩月 真也 ６－０ ６－０     神山 
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Ｎo４○井上 賢典 ６－２ ４－６ ６－２ 鏑木 

Ｎo５○村上 誠稔 ７－５ ６－４     嶋津 

Ｎo６×服部 嘉晃 ４－６ ７－６ ６－７ 山田 

 
２００３（平成１５）年 

【対抗戦】     対 立教大学戦    ＜女子の部＞ 

           （１２月１４日 同大 田辺） 

○ 同志社 ７（複２－０ 単５－０）０ 立教大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○川田・前田 ６－０ ６－０     杉田・久木田 

Ｎo２○大野・鈴木 ６－０ ６－３     黒崎・福田 

 (シングルス) 

Ｎo１○小澤佳那子 ６－０ ６－０     黒崎 

Ｎo２○橋本 康代 ６－１ ６－０     磯崎 

Ｎo３○前田奈浦子 ６－０ ６－２     杉田 

Ｎo４○磯部 起子 ６－１ ６－１     福田 

Ｎo５○青木 麻帆 ６－３ ６－０     久木田 

 

２００３（平成１５）年 

予選【関西学生春季テニストーナメント】 

   予選（ ５月１５日～２５日 各大学） 
予選 (男子シングルス) 

▽１R   寺下真司def福井(神国大)   中島 透def 
服部嘉晃def大橋(滋賀大)   宮本健司6-0 6-0小川(京工大) 
古性英二6-3 6-3山本(英知大)  北村貴信6-1 6-0林(大教大) 
平野 勝6-3 6-4山村(滋大) 
▽２R   沖 健太6-0 6-0三好(大市大) 
寺下真司6-2 6-1森 (京教大)  外川 敬6-1 6-0木村(大市大) 
服部嘉晃1-6 2-6吉見(阪外大)  佐藤浩行6-1 6-2高野(京教大) 
宮本健司2-6 2-6太田(甲南大)  古性英二3-6 2-6平澤(天理大) 
北村貴信3-6 6-0 6-4柿木(関大)  平野 勝0-6 0-6江口(大院大) 
村上誠稔6-1 6-0梶木(電通大)    井上賢典6-1 6-0白橋(国際大) 
▽３R   沖 健太6-0 6-0岡本(関外大) 
寺下真司6-3 6-3栗山(大産大)  外川 敬6-4 6-0金遺(追大) 
佐藤浩行4-6 6-1 6-2住本(龍大)  北村貴信1-6 2-6村田(龍谷大) 
平野 勝0-6 0-6江口(大院大)  村上誠稔6-2 6-1辻井(桃大) 
井上賢典6-1 6-7 5-7竹本(関学大) 
▽FIN   沖 健太6-2 6-2下村(大産大) 
寺下真司1-6 4-6山本(関学大)  外川 敬4-6 6-0 7-6中村(神大) 
佐藤浩行1-6 6-3 3-6奥宮(京大)  村上誠稔3-6 1-6三宅(京産大) 
予選 (男子ダブルス) 

▽１R   寺下･北村5-7 6-1 6-1河村･長田(兵教大) 
沖 ･中島def        服部･宮本6-4 7-6半田･庄子(関大) 
▽２R   寺下･北村6-0 3-6 6-2鹿野･福本(関学大) 
川本･佐藤6-3 7-6森川･姜(大体) 服部･宮本7-6 6-0川原･北村(大体) 
井上･村上6-0 6-2松本･井畑(電通大)  
▽３R   服部･宮本2-6 0-6藤原(京大)･柏木(京工) 
川本･佐藤6-0 6-3酒井･出井(立命) 寺下･北村1-6 2-6池上･武藤(甲南)  
 
井上･村上6-2 7-5戸川･竹本(関学大) 
▽FIN   川本･佐藤2-6 4-6兼森･野崎(関外大) 
      井上･村上4-6 7-6 6-4佐藤･岸野(立命大) 
予選 (女子シングルス) 
▽１R   川田晴日6-0 6-0永田(流通大) 
橋本康代6-0 6-0坂口(大府大)  大野麻生6-0 6-0森長(国際大) 
青木麻帆6-0 6-0谷口(神外大)  磯部起子6-0 6-0松本(桃山大) 
須藤聡子def伊藤(大府大)    鈴木麻里def末原(大教大)  
前田奈浦子def堀江(同女大) 

▽２R   高山麻美6-1 6-1北村(関外大) 
橋本香織6-2 6-3馬越(大手前)  川田晴日6-1 6-4林 (関外大) 
福井暢子6-3 6-2三本(園田女)  橋本康代6-3 5-7 6-3秋山(仏大) 
大野麻生5-74-6金森(松蔭女)   青木麻帆0-6 1-6村山(関外大) 
磯部起子6-0 6-2箱山(京産大)    須藤聡子1-6 2-6木津(大体大) 
鈴木麻里6-0 7-6中澤(京大) 前田奈浦子5-7 7-6 6-3福田(武庫川) 
小澤佳那子6-0 6-0金山(関外大) 
▽３R   高山麻美6-1 6-3川原(武庫川) 
橋本香織6-1 4-6 4-6若竹(武庫川) 川田晴日3-6 7-5 5-7中安(大体大) 
福井暢子0-6 0-6安居(甲南女)  橋本康代2-6 2-6 奥野(相愛大) 
磯部起子1-6 1-6井村(関外大)  鈴木麻里3-6 0-6東口(大体大) 
前田奈浦子6-1 6-4牧野(関外大)  小澤佳那子6-0 6-0釜洞(桃大) 
▽FIN   高山麻美7-6 1-6 0-6長谷(松蔭女) 
前田奈浦子4-6 0-6寺口(国際大) 小澤佳那子6-1 6-1矢崎(京産大) 
予選 (女子ダブルス) 

▽１R   大野･鈴木6-3 6-0澤田･富井(大谷女) 
青木･磯部6-0 6-0下迫･宝田(大院大) 
▽２R   高山･橋本(香)6-1 6-1塩崎･浦谷(追大) 
川田･橋本(康)1-6 3-6平松･松本(大体) 
福井･前田6-3 6-1小木曽･中村(阪大) 
大野･鈴木1-6 2-6井村･中島(関外大) 
青木･磯部5-7 0-6高橋･石坂(関外大) 
小澤･須藤6-0 6-0中村･野入(京外大) 
▽３R   高山･橋本(香)6-4 6-2粂井･武村(大体大) 
福井･前田0-6 7-6 4-6大橋･小林(大体大) 
小澤･須藤4-6 4-6奥野(相愛)･森本(大谷女) 
▽FIN   高山･橋本(香)2-6 6-7吉永(立命)･松本(京教大) 
 

２００３（平成１５）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 

         本戦（ ６月 ２日～ ８日 靭公園TC） 
(男子シングルス) 

▽１回戦 
沖  健太   ２－６ １－６   田畑   （京産大） 
外川   敬 ６－３ ３－６ ６－３ 小野   （立命大） 
酒井 克己   ６－０ ６－３   永清   （近 大） 
山口 尚吾   ０－６ ３－６   野崎   （関外大） 
▽２回戦 
下 圭太朗   ６－１ ６－２   柏    （京 大） 
外川  敬   １－６ ０－６   中田   （関学大） 
星  隆祐   ６－２ ６－０   井谷   （神 大） 
岩月 真也 ４－６ ６－１ ２－６ 富宅   （近 大） 
酒井 克己   ７－６ ６－２   棚橋   （関学大） 
▽３回戦 
下 圭太朗   ６－２ ６－０   小林   （京産大） 
星  隆祐   １－６ １－６   李    （近 大） 
酒井 克己 ２－６ ７－６ ４－６ 槇田   （関学大） 
▽４回戦 
下 圭太朗   ６－４ ６－４   武村   （天理大） 
▽準々決勝 
下 圭太朗 ６－４ ３－６ ６－３ 今井   （関学大） 
▽準決勝 
下 圭太朗   ０－６ ２－６   權    （近 大） 
▽インカレ選考試合 

(インカレ選考試合) S1R 外川  敬 ３－８ 田畑（京産大) 

(インカレ選考試合) S1R 岩月 真也 ５－８ 森 （近 大) 

(インカレ選考試合) S1R 山口 尚吾 ５－８ 安居院(近 大) 

(男子ダブルス) 
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▽１回戦 
井上・村上   ６－３ ６－４   古川・高田 （関学大） 
山口・酒井 ６－４ ３－６ ６－１ 石田・緒方 （大体大） 
▽２回戦 
下 ・星    ６－３ ６－１   畑中・大吉 （龍 大） 
外川・岩月   １－６ ３－６   藤本・畠中 （関学大） 
井上・村上   ４－６ ２－６   李 ・權  （近 大） 
山口・酒井   ３－６ ４－６   槇田・今井 （関学大） 
▽３回戦 
下 ・星    ６－２ ６－３   田中・森  （近 大） 
▽準々決勝 
下 ・星    ２－６ ４－６   町井・植木 （近 大） 
(女子シングルス) 

▽１回戦 
安達 杏奈   ６－４ ６－３   池元   （園田女大） 
野上令央奈   ２－６ ４－６   森岡   （園田女大） 
小澤加那子   ２－６ ２－６   伊藤   （園田女大） 
▽２回戦 
安達 杏奈  ３－６ ２－６     各務 （関学大） 
▽インカレ選考試合 
S1R野上令央奈 8－3 北阪(園田女)小澤佳那子 8－1 正司(立命大) 
S2R野上令央奈 8－3 山本(園田女)小澤佳那子8－6木佐一(甲南女) 
(インカレ選考試合) QF 小澤佳那子(同大) 3－8野上令央奈(同大) 
(インカレ選考試合) SF 小澤佳那子(同大) 8－3 尾崎(京産大) 
(インカレ選考試合) FIN小澤佳那子(同大) 8－2 浅野(松蔭女大) 
(女子ダブルス) 

▽１回戦 
安達・野上   ６－４ ６－２   今若・石川 （甲南大） 
▽２回戦 
安達・野上   ６－２ ６－２   釘宮・中安 （大体大） 
▽３回戦 
安達・野上   ２－６ ５－７   菅野・森岡（園田女大） 
 
２００３（平成１５）年 

予選【関西学生テニス選手権】 

         予選（ ６月２８日～7月７日 各大学） 
予選 (男子シングルス) 

▽２Ｒ   外川 敬6-0 6-3河村(兵教) 
寺下真司6-0 6-0中寺(神大)   佐藤浩行6-0 6-0岡田(京園) 
服部嘉晃6-3 6-3岡田(阪大)   宮本健司6-1 6-0橋本(大手前) 
村上誠稔6-4 6-0栗山(大産)   井上賢典6-1 6-2南埜(桃大)  
山口尚吾6-0 6-0重盛(大経)   北村貴信6-0 3-6 6-4原田(摂大) 

▽３Ｒ   外川 敬6-0 6-0中島(滋大) 
寺下真司1-6 6-2 6-1土井(神大)  佐藤浩行def木内(京府) 
服部嘉晃 3-6 4-6吉垣内(阪大)   宮本健司6-4 6-4岩城(京産) 
村上誠稔2-6 6-2 6-1金遺(追大)    井上賢典6-0 6-0中西(追大) 
山口尚吾def神谷(奈良大)         北村貴信def河村(電通大) 

▽４Ｒ   外川 敬3-6 6-2 6-4江口(大院)  
寺下真司6-3 1-6 5-7石田(大体)  佐藤浩行2-6 6-7富山(大市) 
宮本健司5-7 2-6岡田(龍産)    村上誠稔4-6 0- 6三本(神院) 
井上賢典6-0 6-1石田(阪大)    山口尚吾6-1 6-0村岡(大産) 
北村貴信5-7 6-4 0-6戸川(関学) 

▽FIN   外川 敬6-4 6-1井上(大体) 
井上賢典6-3 4-6 3-6藤原(京大)  山口尚吾6-1 6-2神保(大体)  
予選 (男子ダブルス) 

▽１R   服部(同大)･福本(関学)def鴨野･鍋島(滋大) 
寺下･川本def矢内･坂(滋大)  佐藤･北村6-16-2池田･大川(帝大) 
宮本･鳥屋6-2 6-2角田･北村(大府) 

▽２R   服部(同大)･福本(関学)3-6 5-7石川･田中(関大) 
寺下･川本6-0 6-1辻･小林(姫工)   井上･村上6-1 6-0米村･高木(大工) 
佐藤･北村def時岡･達脇(京府) 宮本･鳥屋2-6 7-6 2-6池内･川口(阪大)    
▽３R   寺下･川本6-4 6-1坂上･前田(関外) 
井上･村上6-1 6-2久保･大橋(滋大)佐藤･北村3-6 4-6大谷･山辺(京産) 
▽FIN   寺下･川本7-6 4-6 6-4坂上･前田(関外) 
井上･村上4-6 6-0 6-2山本･大槻(関学) 
予選 (女子シングルス) 

▽１R 
川田晴日6-1 6-3 徳田(関外)   福井暢子6-1 6-0谷田(神外) 
橋本康代6-2 6-1伊藤(桃大)    磯部起子2-6 1-6角崎(松蔭女) 
大野麻生1-6 4-6吉岡(大教)     鈴木麻里6-0 6-3大谷(大市) 
▽２R 
高山麻美6-0 6-0富川(神外)   橋本香織6-4 6-2馬越(大手前) 
川田晴日6-2 3-6 7-6三原(関学)  福井暢子6-0 6-0三上(神大) 
橋本康代6-3 7-6西川(京大)    前田奈浦子6-2 6-1山道(天理) 
鈴木麻里6-1 6-2朝比奈(関学)   須藤聡子6-1 6-3白石(甲南女) 
青木麻帆6-3 4-6 2-6和田(甲南女) 小澤佳那子def谷口(神外) 
▽３R   前田奈浦子6-4 3-6 6-7本村(武庫川) 
高山麻美6-3 6-1淵園(大教)     橋本香織6-3 6-1原 (武庫川) 
川田晴日1-6 5-7正司(立命)      福井暢子3-6 6-7杉江(関学) 
橋本康代2-6 2-6吉永(立命)      鈴木麻里3-6 0-6井村(関外) 
須藤聡子6-7 1-6石坂(関外)   小澤佳那子def金田(親和女) 
▽FIN   高山麻美6-3 7-6山本(園田女) 
橋本香織2-6 1-6北坂(園田女)  小澤佳那子6-1 6-3宮下(京産) 
予選 (女子ダブルス) 

▽１R   大野･鈴木6-1 6-1西村･谷本(神商大) 
▽２R   橋本(香)･須藤6-0 6-0楠木･藤井(京府) 
高山･小澤6-0 6-1上田･高田(京外) 
川田･福井6-4 6-2馬越･村上(大手前) 
大野･鈴木6-3 6-0三本･松ﾉ木(園田女) 
橋本(康)･前田6-0 6-0稲葉･久保(国仏大) 
青木･磯部6-0 6-0谷本･中村(京外) 
▽３R   高山･小澤6-1 6-0二野(国際)･原田(近大) 
橋本(香)･須藤6-4 6-4柳 ･槇田(関外) 
川田･福井6-0 6-1向山･真光(兵教大) 
大野･鈴木2-6 3-6井村･中嶋(関外) 
橋本(康)･前田6-4 4-6 2-6森岡･太田(天理) 
青木･磯部5-7 4-6生川･森 (龍大) 
▽FIN  橋本(香)･須藤2-6 3-6若宮･石川(甲南) 
高山･小澤6-4 7-6釘宮･中安(大体) 
川田･福井4-6 3-6竹島･若竹(武庫川) 
 

２００３（平成１５）年 

【関西学生テニス選手権】 

         本戦（ ９月 1日～ ７日 靭公園TC） 
 (男子シングルス) 
▽１回戦 
外川  敬   ７－６ ６－２   長尾   （大院大） 
山口 尚吾   ６－１ ６－１   福田   （関 大） 
▽２回戦 
下 圭太朗   ６－１ ６－２   長谷川  （大体大） 
外川  敬   １－６ １－６   植木   （近 大） 
星  隆祐   ６－０ ６－３   野崎   （関外大） 
山口 尚吾   ７－５ ６－３   岩月 真也 (同 大) 
酒井 克己   ５－７ ５－７   高田   （関学大） 
▽３回戦 
下 圭太朗   ６－３ ６－１   青木   （近 大） 
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星  隆祐   １－６ ３－６   權    （近 大） 
山口 尚吾 １－６ ６－３ ４－６ 門園   （立命大） 
▽４回戦 
下 圭太朗   ６－１ ７－５   岡田   （関学大） 
▽準々決勝 
下 圭太朗   ６－４ ６－１   畑中   （龍谷大） 
▽準決勝 
下 圭太朗 ７－５ ６－７ ６－２ 今井   （関学大） 
▽決 勝 
下 圭太朗   ３－６ ０－６   權    （近 大） 
〈準優勝〉 
 (男子ダブルス) 
▽１回戦 
川本・寺下   ２－６ ２－６   門園・小坂（立命大） 
外川・山口   ３－６ ６－７   長谷川･緒方（大体大） 
井上・村上   ３－６ ６－７   藤原・柏 （京 大） 
▽２回戦 
下 ・岩月   ６－２ ６－０   木村(関大)･岩崎(大工) 
星 ・酒井   ６－３ ６－２   城下・萩森（甲南大） 
▽３回戦 
下 ・岩月   ６－０ ７－６    佐野・畑中（龍谷大） 
星 ・酒井   ２－６ ６－７   李 ・權 （近 大） 
▽４回戦 
下 ・岩月   ３－６ ３－６   町井・植木（近 大） 
 (女子シングルス) 

▽1回戦 
安達 杏奈   ４－６ ４－６   崔    （園田女大） 
高山 麻美   １－６ ３－６   伊藤   （園田女大） 
野上令央奈 ６－４ ３－６ ６－３ 山下   （松蔭女大） 
小澤佳那子   ６－１ ６－１   生川    （龍谷大） 
▽２回戦 
野上令央奈 ２－６ ７－５ ７－６  大垣    （武庫川） 
小澤佳那子   ７－５ ６－２   竹島    （武庫川） 
▽３回戦（Ｂ－１６） 
野上令央奈   ３－６ ２－６   矢部   （園田女大） 
小澤佳那子   ３－６ ３－６   中山   （松蔭女大） 
 (女子ダブルス) 
▽１回戦 
安達・野上   ６－２ ６－０   井上・安藤 （相愛大） 
高山・小澤   ０－６ ２－６   伊藤・一村 （相愛大） 
▽２回戦 
安達・野上   ６－０ ６－２   椎木・長谷（松蔭女大） 
▽準々決勝 
安達・野上   ２－６ ２－６   秋豆・前川 （相愛大） 
 
２００３（平成１５）年 

【関西学生地域 (京都地区)テニストーナメント】 

         本戦（ ３月１９日～２８日 各大学） 
(男子シングルス) 

▽２回戦 
外川  敬  def              寺下 真司 def  
中島   透7－9内藤（京工大）岩月 真也8－0西澤（京工大） 
佐藤 浩行8－0芝崎（京 大）服部 嘉晃8－6土田（京外大） 
宮本 健司8－6山形（京工大）柴田   学 def 
▽３回戦 
岩月 真也8－0植原（京 大）佐藤 浩行8－4番上（龍谷大） 
服部 嘉晃8－9小川（京府大）宮本 健司0－8福島（滋賀大） 
▽４回戦 

岩月 真也8－1佐藤（京産大）佐藤 浩行2－8山越（京産大） 
▽５回戦  岩月 真也8－5岸野（立命大） 
▽準々決勝 
岩月 真也   ６－４ ６－０   藤原   （京 大） 
▽準決勝 
岩月 真也   ４－６ ２－６   佐野   （龍谷大） 
(男子ダブルス) 

▽２回戦  宮本(同大)･小椋(立命)8-1田中･柴崎(京大) 
外川･川本9-7柴山･南  (仏大)  寺下･中島8-1高市･山本(京府) 
佐藤･服部5-8福島･久保(滋大)  岩月･柴田def      
▽３回戦  宮本(同大)･小椋(立命)3-8三宅･大谷(京産大) 
外川･川本8-1澤野･服部(滋大)  寺下･中島1-8西本･大吉(龍大) 
▽４回戦  外川･川本8-6村田･久森(龍大) 
▽準々決勝 
外川･川本   ６－４ ６－１   島津･奥村  （京 大） 
▽準決勝 
外川･川本   １－６ ４－６   西本･大吉  （龍谷大） 
(女子シングルス) 

▽２回戦 
安達 杏奈8－0勝田(ダム女)   高山 麻美 def 
橋本 香織 def              川田 晴日8－1福永 (京大) 
野上令央奈8－0長谷川(京府)  福井 暢子8－0上田 (京外) 
▽３回戦 
安達 杏奈8－1向島 (京大)   川田 晴日1－8松本 (京教) 
野上令央奈8－0小山 (京大)   福井 暢子2－8垂井 (立命) 
▽４回戦 
安達 杏奈8－1吉永 (立命)    野上令央奈8－4谷  (立命) 
▽準々決勝 
安達 杏奈   ０－６ ２－６   垂井    （立命大） 
野上令央奈   ６－１ ６－１   上野    （立命大） 
▽準決勝 
野上令央奈 ７－５ ２－６ ６－４ 鼓     （立命大） 
▽決 勝 
野上令央奈   １－６ １－６   山下    （立命大） 
〈準優勝〉 

(女子ダブルス) 

▽２回戦  高山･橋本 def   川田･福井8-3吉良･葛谷(滋大) 
▽３回戦  川田･福井8－0福永･向島(京大) 
▽準々決勝 
川田･福井   １－６ ２－６   尾崎 (京産)･松本 (京教) 
 
２００３（平成１５）年 

【関西学生チャレンジテニストーナメント】 

          Ｓ（１０月 ７日～１２日 各大学） 
(男子シングルス) 

▽２回戦 
服部 嘉晃 def 赤司(電通大) 佐藤 浩行8－1南口(大産大) 
宮本 健司8－2達脇(京府大) 井上 賢典8－1山田(奈良大) 

村上 誠稔8－0北脇(神国大) 北村 貴信8－2大谷(関福大) 
▽３回戦 
服部 嘉晃8－3 西川(摂 大) 佐藤 浩行8－1佐藤(大院大) 
宮本 健司4－8元木(天理大) 井上 賢典8－2松岡(摂 大) 

村上 誠稔9－7小山(国仏大) 北村 貴信8－3能田(摂 大) 
▽４回戦 
服部 嘉晃9－7 小沢(関 大) 佐藤 浩行8－5平田(関外大) 
井上 賢典8－1長谷川(追大) 村上 誠稔8－1清水(大院大) 

北村 貴信5－8奥村(龍谷大) 
▽５回戦 
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服部 嘉晃1－8 柴田(甲南大) 佐藤 浩行5－8宮西(天理大) 
井上 賢典8－3 西田(京大)  村上 誠稔8－4青木(大教大) 

▽６回戦 
井上 賢典8－5 森川(大体大) 村上 誠稔4－8大西(京産大) 

▽７回戦（B－１６） 
井上 賢典6－8 堅田(大院大) 

(女子シングルス) 

▽２回戦  川田 晴日8－0山田(城南短大) 
福井 暢子8－0藤田 (京教大) 磯部 起子8－1田中 (大府大) 
前田奈浦子8－1谷垣 (京府大) 須藤 聡子8－3末川 (桃 大) 
青木 麻帆8－0上野(城南短大) 鈴木 麻理6－8村上(大手前大) 
大野 真生3－8朝比奈(関学大) 橋本 康代8－0土地溝(神商大) 
▽３回戦  川田 晴日8－2斎藤 (京 大) 
福井 暢子8－0奥  (大工大) 磯部 起子8－2坪田 (関外大) 
前田奈浦子8－4豊嶋(神女院大) 須藤 聡子8－1石井 (京府大) 
青木 麻帆8－9西川 (京 大) 橋本 康代8－0佐藤 (阪 大) 
▽４回戦  川田 晴日8－4竹田 (関外大) 
福井 暢子8－4中田 (関外大) 磯部 起子4－8森  (龍谷大) 
前田奈浦子6－8牧野 (関外大) 須藤 聡子8－6中村 (阪 大) 
橋本 康代8－3谷  (関外大) 
▽５回戦  川田 晴日5－8山本 (関 大) 
福井 暢子8－4広嶋(甲南女大) 須藤 聡子3－8植村 (龍谷大) 
橋本 康代9－7三原 (関学大) 
▽６回戦（B－１６） 
福井 暢子6－8工藤 (常盤会) 橋本 康代4－8植村 (龍谷大) 
          Ｗ（１０月２３日～２７日 各大学） 
(男子ダブルス) 

▽２回戦  服部(同大)･福本(関学)0-8三好･坪内(流通大) 
佐藤･鳥屋9-7山田･長谷川(大院) 宮本･北村def椋田･原(摂大) 
▽３回戦  佐藤･鳥屋8-2河島･芝崎(京大) 
▽４回戦  佐藤･鳥屋8-3木村･深田(阪大) 
▽５回戦  佐藤･鳥屋9-7宮西･元木(天理) 
▽６回戦  佐藤･鳥屋6-8悦見･林 (和大) 
(女子ダブルス) 

▽２回戦  橋本(香)･福井8-3市瀬･鮫島(天理)  
川田･前田8-0石原･坂根(流通大)須藤･橋本(康)8-1安治･糸井(阪外) 
大野･鈴木8-1井上･清水(京教) 
▽３回戦  橋本(香)･福井8-2広嶋･和田(甲南女) 
川田･前田6-8安居･川島(甲南女)  大野･鈴木8-3楠木･藤井(京府) 
須藤･橋本(康)3-8脇本･城下(甲南女) 
▽４回戦  橋本(香)･福井9-7北村･谷 (関外) 
大野･鈴木9-7小林･井上(関外) 
▽５回戦  橋本(香)･福井4-8矢野･西尾(国際) 
大野･鈴木def木原･高比良(関外) 
▽準々決勝 大野･鈴木 ６-４ ４-６ ２-６ 脇本･城下(甲南女) 
 
２００３（平成１５）年 

【関西学生新進テニストーナメント】 

         予選（１１月 １日～１０日 各大学） 
予選 (男子シングルス) 

▽１R   佐藤浩行def植野(国仏) 
服部嘉晃7-5 6-4小嶋(京大)   宮本健司def新田(大工大) 

村上誠稔def服部(滋大)     北村貴信6-2 6-0竹本(摂大) 

▽２R   井上賢典4-6 6-2 6-1和田(大手前) 

佐藤浩行6-0 6-1平林(滋大)   服部嘉晃0-6 1-6神谷(大体) 

宮本健司1-6 6-2 7-5松下(流通) 村上誠稔6-0 6-0大澤(京外) 

北村貴信6-4 6-2河合(阪大) 
▽３R   井上賢典6-4 6-2岩城(京産) 

佐藤浩行6-0 6-1臼木(追大)   宮本健司1-6 1-6若生(大市) 

村上誠稔6-1 6-3庄子(関大)   北村貴信3-6 3-6柏木(京工) 
▽FIN   井上賢典6-2 6-4岸野(立命) 
佐藤浩行6-3 5-7 6-3小坂(立命) 村上誠稔6-2 6-4佐藤(大院) 
予選 (男子ダブルス) 

▽１R   佐藤(同大)･佐藤(関学) 6-0 6-2園原･竹本(摂大) 
服部･宮本def服部･澤野(滋大) 鳥屋･北村6-3 6-0清水･石田(奈教) 
▽２R   鳥屋･北村6-2 3-6 6-1坂口･北川(大教) 
佐藤(同大)･佐藤(関学) def 服部･宮本7-6 3-6 4-6川口･木村(阪大) 
▽３R   佐藤(同大)･佐藤(関学) 6-3 4-6 7-6沢村･上田(神大) 
鳥屋･北村3-6 5-7岡田･今村(龍大) 
▽FIN   佐藤(同大)･佐藤(関学) 3-6 5-7柴田･大田(甲南) 
予選 (女子シングルス) 

▽１R   鈴木麻理6-0 6-4金子(甲南女) 
青木麻帆6-0 6-1北村(京教大)  大野真生6-0 6-1森川(親和女) 
磯部起子6-0 6-0富田(奈教大) 
▽２R   川田晴日6-0 6-0堤 (京外) 
福井暢子6-0 6-0永田(流通)   鈴木麻理3-6 6-2 4-6甲斐(国際) 
青木麻帆7-5 6-2小林(関外大) 大野真生6-4 4-6 6-4畠山(園田女) 
磯部起子6-0 6-1金山(関外大)  須藤聡子6-4 6-3北村(関外) 
橋本康代6-1 6-2小田(大体)   前田奈浦子6-2 6-2柴田(京大) 
▽３R   川田晴日6-1 6-0高比良(関外) 
福井暢子4-6 3-6井上(関外)   青木麻帆6-7 4-6粂井(大体) 
大野真生6-3 5-7 2-6丸井(龍大)  磯部起子0-6 3-6水田(大体) 
須藤聡子2-6 7-6 6-2丸井(龍大)  橋本康代1-6 1-6木村(武庫川) 
前田奈浦子3-6 2-6森崎(武庫川) 
▽FIN   川田晴日2-6 2-6米山(立命) 
須藤聡子3-6 2-6吉永(立命)   橋本康代1-6 1-6木村(武庫川) 
前田奈浦子3-6 2-6森崎(武庫川) 
予選 (女子ダブルス) 

▽１R   青木･鈴木def板橋･川辺(奈教) 
▽２R   福井(同大)･金森(松蔭女)6-3 6-2北島･富田(大教)  
川田･前田6-1 6-1山下･石井(京府) 
青木･鈴木6-4 6-2工藤･黒田(常盤会) 
須藤･橋本(康)6-0 6-0鈴木･宮脇(近福大) 
大野･磯部6-4 7-6城島･和田(甲南女) 
▽３R   福井(同大)･金森(松蔭女)6-4 7-6坪田･北村(関外)  
川田･前田7-5 7-5魚崎･濱島(松蔭女) 
青木･鈴木1-6 7-5 2-6丸井(龍大)･山本(関外) 
須藤･橋本(康)0-6 6-4 4-6生川･植村(龍大) 
大野･磯部4-6 4-6池田･三原(関学) 
▽FIN   福井(同大)･金森(松蔭女)1-6 5-7鼓 ･正司(立命)  
川田･前田4-6 1-6道畑･石垣(園田女) 
         本戦（１１月１７日～２３日 万博公園） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦 
村上 誠稔   ６－２ ６－４   奥宮    (京 大) 
▽２回戦 
星  隆祐   ６－１ ６－２   森     (近 大) 
岩月 真也   ６－０ ６－４   高      (京産大) 
佐藤 浩行 ６－４ ２－６ ６－２ 野崎    (関外大) 
酒井 克己 ６－７ ６－２ ６－２ 佐藤     (関学大) 
山口 尚吾 ７－６ ４－６ ６－０ 金原    (甲南大) 
村上 誠稔   １－６ ３－６   平田    (近 大) 
井上 賢典   ６－０ ６－２   渕脇    (東園大) 
▽３回戦 
星  隆祐   ６－２ ６－１   高田    (関学大) 
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岩月 真也   ６－０ ７－５   平田     (大体大) 
佐藤 浩行 ４－６ ６－２ ０－６ 平田    (近 大) 
酒井 克己 ７－５ ５－７ ７－５ 畑中     (龍谷大) 
山口 尚吾 ６－２ ０－６ ２－６ 田中    (近 大) 
井上 賢典   ０－６ ４－６   植木    (近 大) 
▽４回戦 
星  隆祐   ６－２ ６－０   酒井 克己 (同 大) 
岩月 真也   ６－３ ６－１   武村     (天理大) 
▽準々決勝 
星  隆祐 ６－０ ２－６ ６－７ 毛利    (関学大) 
岩月 真也   １－６ ５－７   田中     (近 大) 
 (男子ダブルス) 
▽２回戦 
星 ・酒井   ６－１ ６－４   和田・三海 (神院大) 
岩月・山口   ６－３ ６－３   三宅・濱本 (京産大) 
井上・村上 ３－６ ７－５ ５－７ 坪田・高田  (関学大) 
▽３回戦 
星 ・酒井   ６－０ ６－４   岩月・山口 (同 大) 
▽準々決勝 
星 ・酒井   ７－５ ６－３   富宅・森  (近 大) 
▽準決勝 
星 ・酒井   ６－３ ６－２   内田・渋谷 (関学大) 
▽決 勝 
星 ・酒井 ７－６ ３－６ ４－６ 毛利・森谷 (関学大) 
〈準優勝〉 
 (女子シングルス) 

▽１回戦 
野上令央奈   ６－０ ６－２   長谷   (松蔭女大) 
小澤加那子   ６－０ ６－２   渡辺   (園田女大) 
▽２回戦 
野上令央奈   ６－１ ６－２   道畑   (園田女大) 
小澤加那子   ６－４ ６－３   杉村   (園田女大) 
▽３回戦 
野上令央奈 ４－６ ６－３ ６－２ 池田    (関学大) 
小澤加那子   ７－６ ６－３   各務    (関学大) 
▽準々決勝 
野上令央奈 ２－６ ６－１ ４－６ 落合   (椙山女大) 
小澤加那子   ６－１ ７－５   尾崎    (京産大) 
▽準決勝 
小澤加那子   ４－６ ４－６   竹嶌    (武庫川) 
(女子ダブルス) 

▽１回戦 
野上・小澤   ６－１ ６－３   釘宮・中安 (大体大) 
▽２回戦 
野上・小澤   ２－６ １－６   中山・浅野(松蔭女大) 
 
２００３（平成１５）年 

【全日本学生テニス選手権】第７１回 

           本戦（ ８月 １日～ ８日 靭TC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１２８） 

▽１回戦 
下 圭太郎    ７－６ ６－０   原田   (専修大) 
酒井 克己    ６－２ ６－３   千葉   (小樽商大) 
星  隆祐    ６－７ ３－６   李    (青森大) 
▽２回戦 
下 圭太朗    ６－０ ６－２   磯田   (早 大) 
酒井 克己    ２－６ ２－６   畠中    (法政大) 
▽３回戦 

下 圭太朗    １－６ ５－７   石崎   (中央大) 
 (男子ダブルス)（Ｂ－６４） 

▽１回戦 
下 ・星     ６－３ ６－０   石井・山下(法政大) 
▽２回戦 
下 ・星     ６－４ ７－６   横田・佐藤(東海大) 
▽３回戦 
下 ・星   ６－２ ４－６ ０－６ 奥野・安居院(近大) 
(女子シングルス)（Ｂ－９６） 

▽１回戦 
安達 杏奈    ２－６ ２－６   有田   (関学大) 
(女子ダブルス)（Ｂ－４８） 

▽２回戦 
安達・野上    ６－２ ６－４   有田・阿部 (関学大) 
▽３回戦 
安達・野上    １－６ ３－６   崔 ・鍋谷(園田女大) 
 
２００３（平成１５）年 

【全日本学生室内テニス選手権】第４０回 

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

▽１R   下 圭太朗   ６－４ ６－１   岩枝 (広大) 
▽２R   下 圭太朗 ３－６ ６－１ ６－３ 酒井 (早大) 
▽FIN   下 圭太朗 ７－５ ３－６ ６－２ 奥野 (近大) 
予選 (男子ダブルス)（Ｂ－１６） 

▽１R   下 ･星     ６－４ ６－０  江戸･磯田(早大) 
▽２R   下 ･星     ６－１ ６－４  村雲･仲田(福岡) 
▽FIN   下 ･星     ６－３ ６－２  槇田･今井(関学) 
         本戦（１２月 ９日～１２日 横浜国際ﾌﾟｰﾙ） 
(男子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦 
下 圭太朗 ７－６ ２－６ ２－６ 宮尾    (早 大) 
(男子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽１回戦 
下 ・星    ２－６ ２－６   向 ・小山 (法政大) 
 
２００３（平成１５）年 

【東海学生選抜室内テニス選手権】毎日杯 

予選（１１月  日～  日 名古屋 千種SC）
予選 (女子シングルス) 
▽１Ｒ   野上令央奈(同大)６－２ ６－２ 川合  (中京大) 

      小澤佳那子(同大) ６－１ ６－０ 今井  (南山大) 
▽FIN   野上令央奈(同大)７－５ ６－４ 村山 (東海女) 

      小澤佳那子(同大) ６－３ ６－１ 近藤 (椙山大) 
予選 (女子ダブルス) 
▽１Ｒ   野上･小澤(同大) ６－２ ６－２ 上原･高橋(東海女) 
▽FIN   野上･小澤(同大) ６－０ ６－２ 小玉･寺元(愛院大) 

本戦（１１月  日～  日 名古屋 千種SC） 
(男子シングルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦 
山口 尚吾(同大) ２－６ ７－６ ６－２ 落合  (愛院大) 
▽２回戦 
山口 尚吾(同大)   ６－１ ６－１   石川  (愛工大) 
▽準々決勝 
山口 尚吾(同大)   ４－６ ２－６   山田  (松山大) 
 (男子ダブルス)（Ｂ－８） 

▽１回戦 
山口(同大)･岡田(関学) ６－４ ６－４  漆畑･渡辺 (愛院大) 
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▽準々決勝 
山口(同大)･岡田(関学) ６-７ ６-３ ２-６ 渕脇･佐藤 (東園大) 
 (女子シングルス)（Ｂ－１６） 
▽１回戦 

野上令央奈(同大)   ２－６ ３－６   寺本   (愛院大) 

小澤佳那子(同大)    ７－６ ６－３   細江   (愛院大) 
▽２回戦 
小澤佳那子(同大) ４－６ ６－１ ７－６ 水野  (早 大) 
▽準決勝 
小澤佳那子(同大)   １－６ ５－７   落合  (椙山女) 
 (女子ダブルス)（Ｂ－８） 
▽１回戦 

野上・小澤(同大)   ５－７ ２－６  落合・梅村(椙山女) 
 
２００３（平成１５）年 

【全日本テニス選手権】第７８回 

         予選（１１月１２日～２３日 有明の森公園） 

予選Ａ (男子シングルス)（Ｂ－４８） 

▽１R  内田 傑之(OB ﾘｺｰ) ７－６ ７－６ 石田  (小松屋) 

▽２R    内田 傑之(OB ﾘｺｰ) ４-６ ４-６ 山本(荏原製作所) 

         本選（１１月１２日～２３日 有明の森公園） 

 (男子シングルス)（Ｂ－４８） 

▽２回戦 
福田 勝志(OB三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) ２-０Ret   片桐 (川口市役所) 

▽３回戦 

福田 勝志(OB三和ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ) １-６ １-６  岩渕     (ﾖﾈｯｸｽ) 

 (男子ダブルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦 
内田(OB ﾘｺｰ)･八木(ﾘｺｰ) ６-４ ３-６ ６-１ 

                        宮坂(明海大)･Mﾗｽﾞﾓﾌｽｷｰ(ﾃﾆｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ) 

角田(OB)･重政(ﾜｰﾙﾄﾞ)６-３ ６-２ 伊東(北日本物産)･宮尾(早大) 

▽２回戦 
内田(OB ﾘｺｰ)･八木(ﾘｺｰ) ６-７ ２-６ 

                     加藤(ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ)･杉山(ｼﾝｽﾞあずみ野ﾃﾆｽﾁｰﾑ) 

角田(OB)･重政(ﾜｰﾙﾄﾞ) ４-６ ６-７ 佐藤(FILA)･黎 (日大) 

 

２００３（平成１５）年 
【全日本室内テニス選手権】第３９回 島津 

    予選・本戦（ ３月 ３日～ ９日 京都市立体育館） 
    出場ナシ 

 
２００３（平成１５）年 

【全日本ベテランテニス選手権】第６５回 ダンロップ 

        （１０月 ６日～１４日 名古屋東山公園TC） 
３５歳以上 (男子ダブルス)（Ｂ－１６） 

安藤(OB日本航空)･坂本(日経新聞) 

            1-6  0-6 北坂(住友金属)･奥石(川口市役所) 

４５歳以上 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦  田中 英次(OB三和TS) 6-1 6-3 豊山(大林TG光明池) 

▽２回戦  田中 英次(OB三和TS)   6-3 6-1  渡辺(寒川LTG) 

▽３回戦  田中 英次(OB三和TS) 6-2 5-7 2-6 藤崎(ﾌｼﾞ 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) 6-2 6-1 和泉(札幌ﾃﾆｽ協会) 

▽２回戦  秋山政行(OB ﾘｯｸ西奈TC) 4-6 6-2 7-6明石(明石ﾃﾆｽ C) 

▽３回戦    秋山政行(OB ﾘｯｸ西奈TC) 4-6 1-6 菊地(原子力東海TC) 

６０歳以上 (男子シングルス)（Ｂ－３２） 

▽１回戦  恩地 宗和(OB 奈良国際TC)  5-7  4-6 田口(金町TG) 

６０歳以上 (男子ダブルス)（Ｂ－１６） 

▽１回戦  恩地(OB奈良国際TC)･猪崎(ﾜｺｰﾃﾆｽ) 

         6-4  4-6  6-4 安藤(ﾗｹｯﾄﾊｳｽｼｰﾄ )゙･樋口(ﾐﾀｶ TC) 

▽２回戦  恩地(OB奈良国際TC)･猪崎(ﾜｺｰﾃﾆｽ) 

           6-2  2-6  7-5 瀬村(ﾜｶﾔﾏ TC)･渡邊(芦屋国際TC) 

▽３回戦  恩地(OB奈良国際TC)･猪崎(ﾜｺｰﾃﾆｽ) 

             2-6  5-7 梅原(徳山LTC)･山野(あたごTC) 

 
２００３（平成１５年）年 

【ブリジストン京都オープン】 

          予選（ ４月２１日・２２日 ） 
予選 (男子シングルス) 
▽１R   岩月真也(同大)8-3西山(四宮TC) 
▽２R   寺下真司def水本(IS松原) 
中島 透def久森(龍大)   星 隆祐8-1鈴木(四宮TC) 
岩月真也8-2畑佐(井上TA)  宮本健司def山田(ﾁｪﾘｰ TC) 

酒井克己8-0藤野(ITC ﾃﾆｽﾋﾙ仁川) 山口尚吾8-5大吉(龍大) 
村上誠稔def大野木(草津MITTC) 井上賢典4-8中野(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 
▽３R   岩月真也8-2大谷(京産) 
星 隆祐8-2今河(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ) 
宮本健司0-8角田博幸(OB ﾜｰﾙﾄﾞ) 

酒井克己8-2青木(近大) 山口尚吾8-1森崎(ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ姫路) 
村上誠稔2-8浅田(F ﾈｯﾄ) 
▽４R   岩月真也8-4中島(ﾓﾘﾀﾃﾆｽ企画) 
星 隆祐8-1子田(明石城西OB)  酒井克己8-3山口尚吾(同大) 
村上誠稔2-8浅田(F ﾈｯﾄ) 
予選 (男子ダブルス) 
▽１R   村上(同大)･平田(関外)def鏡･山本(おかめ組CIAO TC) 
中島･宮本def長浜･南(仏大) 酒井･山口7-9新出･西本(IS松原) 
予選 (女子シングルス) 
▽１R   川田晴日8-５百村(四宮TC) 
小澤佳那子8-0宮崎(喜連ﾎﾟﾛ TC) 須藤聡子8-3福井暢子(同大) 
磯部起子(同大)9-7岩村(井上TA) 
▽２R   川田晴日4-8寺田(ﾁｰﾑｽﾀｯﾌ) 
小澤佳那子8-5浅野(松蔭女)   須藤聡子3-8岩上(江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 
磯部起子(同大)2-8板橋(REX) 
予選 (女子ダブルス) 
川田・福井 
          本戦（ ４月２３日～２７日 ） 
(男子シングルス) 

▽１回戦 
下 圭太朗(同大)   ６－０ ６－０   山田   (立命大) 
星  隆祐(同大)   ３－６ ２－６   劉     (ﾜｰﾙﾄ )゙ 
岩月 真也(同大) ２－６ ６－４ ３－６ 坂口 (ｵｰｼﾞｰｽﾎﾟｰﾂ) 
酒井 克己(同大)   ６－１ ６－３   北村   (四宮TC) 
▽２回戦 
下 圭太朗(同大)   ７－５ ６－３  角田博幸(OB ﾜｰﾙﾄ )゙ 
酒井 克己(同大) ６－４ ４－６ ７－５ 中野   (ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ) 
▽準々決勝 
下 圭太朗(同大)   ６－４ ６－３  酒井 克己 (同大) 
▽準決勝 
下 圭太朗(同大)     ７－６ ６－１  江川 (島津製作所) 
▽決 勝 
下 圭太朗(同大)   ４－６ ０－６   劉   （ﾜｰﾙﾄﾞ） 
〈準優勝〉 
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(男子ダブルス) 

▽１回戦 
中野・岩月(同大)   def    枝良(読売ﾗﾝﾄﾞ TS)･星野(左近山ﾃﾆｽﾋﾙ) 
下  ・星 (同大)   ４－６  RET   江川・城間(島津製作所) 
▽２回戦 
中野・岩月(同大)   ６－２ ６－２   新出･水本 (IS松原) 
▽準決勝 
中野・岩月(同大)   ３－６ ２－６  江川･城間(島津製作所) 
 (女子シングルス) 
▽１回戦 
野上令央奈(同大)   ３－６ ０－６   石崎 (荏原SSC) 
小澤佳那子(同大)   ６－２ ６－２   武田 (ﾁｰﾑｽﾀｯﾌ) 
▽２回戦 
小澤佳那子(同大)   ５－７ ３－６   牧田 (荏原SSC) 
 (女子ダブルス) 
▽１回戦 
川田・野上(同大)   ３－６ ４－６   北條・持田 (ﾘｺｰ) 
福井・須藤(同大) ５－７ １－６ 高屋(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ)･西村(荏原TC) 
 

２００３（平成１５）年 

【京都府民シングルステニストーナメント】 

                （ ６月  日～ ） 

(女子シングルス) 

▽１回戦  川田晴日(同大)8-3岩本(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ) 
須藤聡子(同大)9-7福井暢子(同大) 鈴木麻理(同大)def岡村(京庭会) 
橋本康代(同大)def川北(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ)  青木麻帆(同大)5-8高山(SIC) 
前田奈浦子(DC)def大野真生(同大) 磯部起子(同大)8-3今井(大原野) 
小澤佳那子(DC)3-0Ret荒谷(御殿山TC) 
▽２回戦  川田晴日(同大)8-3前田奈浦子(同大) 
鈴木麻理(同大)2-8川北(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ)  小澤佳那子(DC)8-1高山(SIC) 
磯部起子(同大)8-6須藤聡子(同大) 
▽準決勝  磯部起子(同大)8-0川北(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ) 
小澤佳那子(DC)8-2川田晴日(同大) 
▽決 勝  小澤佳那子(同大)8-1磯部起子(同大) 
            〈優 勝〉    〈準優勝〉 
２００３（平成１５）年 

【京都府テニス選手権】 

         本戦（ ９月  日～   ） 

 (男子シングルス) 

▽１回戦  佐藤浩行8-0中井(京都市ﾃﾆｽ協会) 
服部嘉晃8-4姜(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ)   宮本健司8-6今川(ﾀﾝｸﾄｯﾌﾟ) 
山口尚吾def田中(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝池)  井上賢典8-1金沢(乙高篁会) 
村上誠稔8-1小城(京都市ﾃﾆｽ協会)北村貴信8-1細田(島津製作所TC) 
▽２回戦  佐藤浩行8-5原(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ) 
服部嘉晃def深見 (ﾌｧｰﾑ TC)    岩月真也8-1西村(舞鶴ｸﾞﾘｰﾝ) 
宮本健司3-8安田 (ｳｴﾙﾈｽ TC)   山口尚吾8-1北村貴信(同大) 

酒井克己8-4奥村(八幡市ﾃﾆｽ協会) 井上賢典8-6村上誠稔(同大) 
▽３回戦 

岩月真也9-7佐藤浩行(同大)     山口尚吾8-4山田 (木山TC) 
酒井克己8-3三古(乙高篁会)     井上賢典8-3服部嘉晃(同大) 
▽準々決勝 

岩月 真也(同大)    ７－５ ６－０    武藤   (ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ) 
山口 尚吾(同大) ６－４ ３－６ ７－６ 廣瀬(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝池) 
酒井 克己(同大)  ７－５ ２－６ ７－５  中島  (ｶﾗﾊﾞｯｼｭ TC) 
井上 賢典(同大)    ２－６ １－６    綿谷(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝池) 
▽準決勝 

岩月 真也(同大) ６－３ １－６ ４－６ 綿谷(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝池) 
山口 尚吾(同大)   ７－６ ６－２    酒井 克己 (同大) 

▽決 勝 

山口 尚吾(同大)    ２－６ ２－６    綿谷 (ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝池) 
 〈準優勝〉 
 (女子シングルス) 

▽１回戦  橋本香織8-1林(ｽｰﾊﾟｰｲﾝﾄﾞｱ) 
川田晴日3-8榎本(ｳﾞｧﾌﾞﾗﾝｼｭ)   福井暢子8-6鼓   (立命大) 
小澤佳那子8-2鈴木麻里(同大)  大野真生8-4中村(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝池) 
磯部起子6-8高西(ﾎﾟﾊﾟｲ)     青木麻帆3-8今井 (TC大原野) 
前田奈浦子3-8菅野(ﾎﾜｲﾃｨ TC) 
▽２回戦  橋本香織4-8榎本(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ) 
福井暢子8-2高田(ｽｰﾊﾟｰｲﾝﾄﾞｱ)  小澤佳那子8-0坂木(ｳｪﾙﾈｽ TC) 
橋本康代8-4大野真生(同大) 
▽準々決勝 橋本 康代(同大) ６－３ ６－３ 福井 暢子 (同大) 
            小澤佳那子(同大) ６－２ ６－０ 下村     (ﾎﾜｲﾃｨ) 
▽準決勝  小澤佳那子(同大) ０－６ ４－６ 高屋(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝池) 
            橋本 康代(同大) ５－７ ２－６ 西村    (四宮TC) 
 (女子ダブルス) 
▽１回戦 橋本(康)･小澤8-1今井･横江(TC大原野)  福井･須藤def      
▽２回戦  橋本(康)･小澤8-4菅野(ﾎﾜｲﾃｨ TC)･坂木(ｳｴﾙﾈｽ TC) 
           川田･前田8-1林 ･高田(ｽｰﾊﾟｰｲﾝﾄﾞｱ) 
           大野・鈴木8-5山本(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ小倉)･藤村(ｽｰﾊﾟｰｲﾝﾄﾞｱ) 
           青木・磯部8-6岩村(井上TA)･下村(ﾎﾜｲﾃｨ TC) 
▽準々決勝 川田･前田(同大)  def  高田･樋口(舞鶴市ﾃﾆｽ協会) 
            大野・鈴木(同大) ６－０ ６－２ 青木･磯部 (同 大) 
橋本(康)･小澤(同大) 6-3  6-0 鈴木(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ)･赤松(西の丘TLC) 
▽準決勝  川田･前田(同大) def大野･鈴木(同大) 
      橋本(康)･小澤(同大) def大島･横内(ﾊﾟﾜﾌﾙ TC) 
 
２００３（平成１５年）年 

【神戸オープン】 

          本戦（ ４月  日～  日 ） 
(男子シングルス) 

▽１回戦  下 圭太朗(同大) ６－１ ６－２ 右近 （ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ） 
▽２回戦  下 圭太朗(同大) ６－１ ６－３ 田畑 （京産大） 
▽３回戦  下 圭太朗(同大) ６－１ ６－２ 吉野  (四宮TC) 
▽準々決勝 下 圭太朗(同大)  ６－１ ６－３ 坂口(ｵｰｼﾞｰｽﾎﾟｰﾂ) 
▽準決勝  下 圭太朗(同大) ３-６ ６-２ １-６ 重政 (ﾜｰﾙﾄ )゙ 
 
２００３（平成１５年）年 

【大阪オープン】 

          本戦（ ４月２９日～5月４日 ） 
 (男子ダブルス) 

▽１回戦  下(同大)･町井(近大)  6-0  6-1 今井･三宅（京産大） 
▽２回戦  下(同大)･町井(近大)  6-1  6-3 中島･柳沢  （REX） 
▽準々決勝 下(同大)･町井(近大) 6-4 7-5山田(立命)･今村(ﾁｰﾑ真魚) 
▽準決勝  下(同大)･町井(近大) 3-6  7-6  6-2今井･内田(関学大) 
▽決 勝  下(同大)･町井(近大) 7-6 4-6 6-3 湯池･沖村(伊予銀行) 
             〈優 勝〉 

 

２００３（平成１５年）年 

【毎日オープンテニス選手権】第７８回 

          予選（ ５月  日～ ） 
予選 (男子ダブルス) 

▽２R 外川･岩月(同大)5-8田島(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ加古川)･安達(流通科大) 
          本戦（ ５月２４日～６月１日 ） 
 

２００３（平成１５年）年 
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【奈良市市民体育大会】 

          本戦（ ５月  日～ ） 
〈男子ダブルス〉 

▽３回戦  外川(同大)･本島(学園前ﾛｲﾔﾙ) 6-1 青木･大谷(楽々会) 
▽４回戦外川(同大)･本島(学園前ﾛｲﾔﾙ)6-0井口･福島(TMふっちゃん) 
▽QF  外川(同大)･本島(学園前ﾛｲﾔﾙ) 6-3 尾崎･藤井   (FSP) 
▽SF  外川(同大)･本島(学園前ﾛｲﾔﾙ) 3-6 神田･岩佐(TS奈良) 
▽３位戦 外川(同大)･本島(学園前ﾛｲﾔﾙ)8-3 佐々木･磯辺(TM寺子屋) 
 
２００３（平成１５年）年 

【三重県テニス選手権】全日本選手権予選 兼 国体１次予選 

          本戦（ ４月  日～ ） 
 (女子シングルス) 

▽１R   小澤佳那子(同大)   def   佐野  （桑名TC） 
▽２R   小澤佳那子(同大)  ６－０   佐々木（四日市商業） 
▽３R   小澤佳那子(同大)  ２－６   秋豆 （KATSU TC） 
 
２００３（平成１５年）年 

【全日本テニス選手権】福井県予選 

          予選（ ４月  日～ ） 
 (男子シングルス) 

▽１R   井上 賢典(同大)8-1森田(神中TC) 
▽２R   井上 賢典(同大)9-8濱中(TEAM ﾌﾟﾚｼﾞｬｰ) 
▽３R   井上 賢典(同大)8-2児楽(美山TC) 
▽SF    井上 賢典(同大) 2-6 7-6 4-6 ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾃｨｸﾞﾗﾙ(SASC) 
 (女子シングルス) 

▽１R   野上令央奈(同大)  ９－７   滝波   (福井TC) 
▽２R   野上令央奈(同大)  ８－２   岩崎  (LetｓPlay) 
▽SF    野上令央奈(同大)   def      吉田  (早稲田大) 
 

２００３（平成１５年）年 

【全日本テニス選手権】第７８回 東海地区 

          予選（１１月  日～ ） 
予選 (男子シングルス) 

▽１R   井上 賢典(同大) 4-6  7-6  6-2 三好(亜細亜大) 
▽２R   井上 賢典(同大)   1-6  2-6  佐藤(ｻﾄｳｸﾞﾘｰﾝ TC) 
 

２００３（平成１５年）年 

【全日本テニス選手権】栃木県予選 

          予選（ ５月  日～ ） 
 (男子シングルス) 

▽１R   山口 尚吾(同大)8-1渡辺(佐藤GTC) 
▽２R   山口 尚吾(同大)8-２砺波(足利みなみ) 
▽３R   山口 尚吾(同大)8-2小椋(HONDA TC) 
▽QF    山口 尚吾(同大)8-2中村(ﾅﾌｨｴｽﾀ) 
▽SF    山口 尚吾(同大) 6-1 6-0大島(古河日光) 
▽F     山口 尚吾(同大)〈準優勝〉2-6 6-7佐藤(ｻﾄｳ GTC) 
 
２００３（平成１５年）年 

【関西オープン】 

          予選（ ５月 ６日～ ７日 ） 
予選 (男子シングルス) 
▽１R   下 圭太朗(同大) ３-６ ６-３ ５-７ 李   (ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ) 
予選 (男子ダブルス) 
▽１R   下 ・星 (同大) ６-２ ６-０ 伊藤・佐々木(吉祥寺TS) 
▽２R 下・星(同大)６-１６-０田島(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ加古川)･滝川(ﾉｱIS宝塚) 
          本戦（ ５月１２日～１８日 ） 

 (男子ダブルス) 

▽１回戦  下・星(同大)４-６３-6宮坂(明海大)･ﾐﾊｲﾙ(久我山SC) 
 

２００３（平成１５年）年 

【ＲＥＸシーサイドオープンｉｎ舞洲】 

          予選（ ６月  日～  日 ） 
予選 (男子シングルス) 
S1R中野友貴(同大)8-0山口(ﾃﾆｽｴﾅｼﾞｰ) 
S1R岩月真也(同大)8-0西岡(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｰｽﾃｰｼﾞ西宮) 
S1R星 隆祐(同大)def佐藤(住科ﾌｧｲﾝﾃﾑ) 
S1R山口尚吾(同大)8-0市川(大院大) 
S1R酒井克己(同大)8-1山崎(池田阪急西宮TS) 
S2R中野友貴(同大)9-7生川(名鉄熱田森文化ｾﾝﾀｰ) 
S2R岩月真也(同大)8-3伊藤(ﾁｰﾑ AATT) 
S2R星 隆祐(同大)8-0山下(ﾃﾆｽｱﾃﾞｨﾆﾃｨｰ園田) 
S2R山口尚吾(同大)def岩井(西ﾉ丘ﾛｰｰﾝ TC) 
S2R酒井克己(同大)def森川(星野ﾃﾆｽ) 
SF 中野友貴(同大)5-8朝比奈(龍谷大) 
SF 岩月真也(同大)8-4井山(ｴﾌﾈｯﾄ) 
SF 星 隆祐(同大)8-5国山(難波ﾄｵﾙ BTT) 
SF 山口尚吾(同大)8-6松田(大産大付高) 
SF 酒井克己(同大)8-1柴田(東海学院大) 
FIN岩月真也(同大)8-5佐野(龍谷大) 
FIN星 隆祐(同大)6-3Ret平田(近大) 
FIN山口尚吾(同大)8-3浅田(ｴﾌﾈｯﾄ) 
FIN酒井克己(同大)8-2中野(ｸﾚﾌﾄｰ) 
予選 (男子ダブルス) 
S1R星 ･酒井(同大)8-2小市(八尾南TC)･緒方(大体大) 
SF  下 ･山口(同大)8-2宮崎･新門(柏原TC) 
SF 星 ･酒井(同大)8-2中野･岩月(同大) 
F  星 ･酒井(同大)8-2下 ･山口(同大) 
          本戦（  月  日～  日 ） 
 (男子シングルス) 
▽１回戦  下 圭太朗(同大) ６－１６－３ 武藤 （ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ） 
星  隆祐(同大)   ６－２ ６－０   山根   (ﾃﾆｽ ﾗﾎ )゙ 
岩月 真也(同大)   １－６ １－６   奥野   (近 大) 
山口 尚吾(同大) ４－６ ６－３ ５－７ 山根  (AtoZ) 
酒井 克己(同大)   ６－２ ６－２   鈴木 (大阪TA) 
▽２回戦  下 圭太朗(同大) ６－４ ６－３ 星  隆祐 (同大) 
酒井 克己(同大) ２－６ ７－６ ４－６ 重政   (ﾜｰﾙﾄﾞ) 
▽準々決勝 下 圭太朗(同大)      def    重政  （ﾜｲﾙﾄﾞ） 
▽準決勝  下 圭太朗(同大)      def    伊藤  （ﾜｰﾙﾄﾞ） 
▽決 勝  下 圭太朗(同大) １－６ ２－６ 權  （近 大） 
〈準優勝〉 
〈男子ダブルス〉 

▽１回戦 星･酒井(同大) 6-1  6-4 水本(松原ﾊｾﾞ TS)･今村(TM真魚) 
▽２回戦 星･酒井(同大) 6-2 6-7 6-3 重政･河瀬(ﾜｰﾙﾄﾞ) 
▽３回戦 星･酒井(同大) 2-6 2-6西浦((九電)･吉川(ﾊﾟﾌ  ゙ ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ) 
 
２００３（平成１５）年 

【国体京都府予選】 終選考会 

         予選（ ６月  日～ ） 

(女子シングルス) 

①川田晴日(DC)8-1磯部(DC) ②3-8小澤(DC) ③8-1川北(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ) 
①小澤佳那子(DC)8-1川北(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ)②8-3川田(DC)③8-3磯部(DC) 
①磯部起子(DC)1-8川田(DC) ②8-2川北(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ) ③3-8小澤(DC) 
( 終選考) S1R小澤佳那子(DC)5-8猪野(島津製作所) 
 
 


