No１○星
No２×酒井
No３×岩月
No４○山口
No５×井上
No６×佐藤

２００４（平成１６）年
◆社会：新潟県中越地震(10/23)
ｽﾏﾄﾗ島沖地震－ｲﾝﾄﾞ洋大津波(12/26)
★流行語：
『チョー気持ちいい』
◇SPT ：第 28 回 ｱﾃﾈ五輪(8/12～8/29)17 日間。
◇本学ﾃﾆｽ：
<校祖墓参> 若王子山頂－新島 襄 墓前 全部員 (2/8)。
＜合 宿＞ (3/7～ 6 日間) 宮崎市総合運動公園－青島 水光苑

隆祐
克己
真也
尚吾
賢典
浩行

７－５
６－４
２－６
６－４
７－６
３－６

７－５
小林
２－６ ４－６ 荒川
１－６
田畑
６－２
大西
５－７ ２－６ 三宅
３－６
大谷

○ 同志社 ７（複３－０ 単４－２）２ 大体大⑥
(ダブルス) （ ９／２４）
No１○星 ・酒井 ４－６ ６－４ ６－２ 藪中・緒方
No２○佐藤・井上 ７－６ ６－４
金重・貝野
No３○岩月・山口 ６－１ ６－３
平田・田村
(シングルス)
No１○星
隆祐 ６－３ ６－１
藪中
No２○酒井 克己 ６－１ ７－５
金重
No３○山口 尚吾 ６－１ ６－０
緒方
No４×井上 賢典 ２－６ ４－６
平田
No５○佐藤 浩行 ６－３ ５－７ ６－４ 辻中
No６×村上 誠稔 ３－６ ３－６
貝野

２００４（平成１６）年
【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】
（ ９月２１日～１０月３日 ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲）
＜男子１部リーグ＞
（入替戦制 ５・６位－１・２位）
× 同志社 ２（複１－２ 単１－５）７ 近 大①
(ダブルス)（ ９／２8）
No１×星 ・酒井 １－６ ６－７
ｸｳｫﾝ・末田
No２×佐藤・井上 ０－６ ２－６
森 ・平田
No３○岩月・山口 ６－４ ６－７ ６－３ 植木・前田
(シングルス)
No１×星
隆祐 ６－１ ３－６ 1-3RET 末田
No２×酒井 克己 ２－６ １－６
ｸｳｫﾝ
No３○山口 尚吾 ４－６ ６－１ ６－３ 植木
No４×井上 賢典 ４－６ ０－６
田中
No５×佐藤 浩行 ６－４ ０－６ ３－６ 森
No６×村上 誠稔 ２－６ ２－６
高橋

＜男子１部リーグ④位＞

同志社大学 ２勝３敗

２００４（平成１６）年
【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】
＜女子の部＞
（ ９月１８日～２６日 各大学）
＜女子２部リーグ＞
（入替戦制 ５・６位－１・２位）
○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 大阪国際大
(ダブルス) （ ９／１８ 同大－田辺）
No１○野上・小澤
没収試合
小林・藤春
No２○須藤・太田
没収試合
矢野・矢野

× 同志社 １（複１－２ 単０－６）８ 関 学②
(ダブルス) （ ９／３０）
No１○星 ・酒井 ６－２ １－６ ６－４ 毛利・森谷
No２×佐藤・井上 １－６ ０－６
今井・内田
No３×岩月・山口 ４－６ ５－７
中田・中山
(シングルス)
No１×星
隆祐 ２－６ ３－６
岡田
No２×酒井 克己 ４－６ ３－６
今井
No３×岩月 真也 ２－６ １－６
毛利
No４×山口 尚吾 ６－４ ２－６ ２－６ 乾野
No５×井上 賢典 １－６ ０－６
中田
No６×佐藤 浩行 １－６ ０－６
内田

(シングルス)
No１○小澤佳那子 ６－０ ６－１
矢野(翠)
No２○野上令央奈 ０－６ ６－１ ６－１ 西尾
Ｎo３○磯部 起子 ６－１ ６－４

藤春

× 同志社 ２（複１－１ 単１－２）３ 甲南大
(ダブルス) （ ９／１９ 同大－田辺）
No１×小澤・須藤 ２－６ ４－６
田中・山田
No２○野上・太田 ６－３ ６－０
石川・藤田

○ 同志社 ５（複１－２ 単４－２）４ 立命大③
(ダブルス) （１０／ ３）
No１○星 ・酒井 ５－７ ６－３ ６－４ 伊藤・徳毛
No２×佐藤・井上 ４－６ ２－６
川勝・森岡
No３×岩月・山口 ０－６ ６－３ １－６ 小坂・星野
(シングルス)
No１○星
隆祐 ６－２ ６－１
星野
No２○酒井 克己 ６－２ ６－０
森岡
No３○岩月 真也 ６－３ ６－７ ６－０ 伊藤
No４○山口 尚吾 ６－２ ６－１
小坂
No５×井上 賢典 ３－６ ４－６
川勝
No６×佐藤 浩行 ４－６ ２－６
徳毛

(シングルス)
No１○小澤佳那子 ６－３ ６－２
No２×野上令央奈 ５－７ ０－６

田中
山田

Ｎo３×太田 あや ５－７ ６－３ ４－６ 石川
○ 同志社 ４（複１－１ 単３－０）１ 大体大
(ダブルス) （ ９／２３ 同大－田辺）
No１○野上・小澤 ６－３ ７－５
中安・谷井
No２×須藤・太田 ４－６ ３－６
釘宮・新城
(シングルス)
No１○小澤佳那子 ６－２ ３－６ ６－０ 谷井
No２○野上令央奈 ６－３ ６－１
平松

× 同志社 ３（複１－２ 単２－４）６ 京産大⑤
(ダブルス) （ ９／２１）
No１○星 ・酒井 ６－２ ６－３
小林・高
No２×佐藤・井上 ４－６ ６－３ ７－９ 田村・大西
No３×岩月・山口 ３－６ ７－５ ２－６ 荒川・大谷
(シングルス)

Ｎo３○太田 あや ７－５ ７－５

水田

○ 同志社 ３（複０－２ 単３－０）２ 武庫川女大
(ダブルス) （ ９／２５ 武庫川女大）
No１×野上・小澤 ２－６ ６－７
竹嶌・上赤
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No２×須藤・太田 ６－３ １－６ １－６ 尾後・若竹

No１○星

(シングルス)
No１○小澤佳那子 ７－５ ６－４
竹嶌
No２○野上令央奈 ４－６ ６－４ ６－４ 上赤

No２○酒井 克己 ４－６ ３－６

Ｎo３○太田 あや ６－２ ６－３

石坂

＜女子２部リーグ①位＞

No６×吉田

【入替戦】
× 同志社 １（複１－１ 単０－３）４ 京産大
＜２部①位＞
＜１部⑥位＞
(ダブルス) （１０／１０
ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲）
No１○野上・小澤 １－６ ６－２ ６－２ 尾崎・堂野
No２×須藤・太田 １－６ ６－２ ３－６ 谷口・矢崎
堂野
谷口

Ｎo３×太田 あや ４－６ ２－６

尾崎

＜女子２部リーグ（残留）＞

No３○岩月 真也 ６－４ ６－２

西尾

No４○山口 尚吾 ６－０ ６－０
No５○井上 賢典 ６－３ ６－２

西田
大島

No６○村上 誠稔 ７－６ ６－４

芝崎

RET

松村

No２○山口 尚吾 ６－１ ６－１

池上

No３○岩月 真也 ６－２ ６－１

柴田

No６×村上 誠稔 ３－６ ４－６

吉川

２００４（平成１６）年
【対抗戦】
対 龍谷大学戦
（ ８月１４日 龍谷大）
× 同志社 ３（複１－２ 単２－４）６ 龍谷大
(ダブルス)
Ｎo１×佐藤・井上 ６－３ ４－６ ７－９ 畑中・佐野
Ｎo２○山口・村上 ４－６ ６－４ ６－３ 小野・大吉
Ｎo３×北村・柴垣 ６－４ ４－６ ２－６ 奥村・久森
(シングルス)
No１○山口 尚吾 ７－６ ６－１
畑中

２００４（平成１６）年
【定期戦】
対 京都大学戦
（ ３月２７日 ）
○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 京都大
(ダブルス)
Ｎo１○星 ・村上 ３－６ ６－３ ７－５ 奥宮・河嶋
Ｎo２○酒井・井上 ６－１ ６－１
大島・芝崎
Ｎo３○岩月・山口 ６－１ ６－０
西尾・西田
(シングルス)
No１○星
隆祐 ６－１ ６－０
奥宮
河嶋

晃 ６－３

No４○井上 賢典 ７－６ ６－２
金原
No５○佐藤 浩行 ７－５ ３－６ ６－４ 武藤

同志社大学(女子)

No２○酒井 克己 ６－２ ６－２

角田 博幸(OB)

２００４（平成１６）年
【対抗戦】
対 甲南大学戦
（ ７月１１日 同大－田辺）
○ 同志社 ７（複３－０ 単４－２）２ 甲南大
(ダブルス)
Ｎo１○星 ・酒井 ２－６ ６－３ ６－０ 萩森・柴田
Ｎo２○岩月・山口 ６－２ ６－１
池上・金原
Ｎo３○佐藤・井上 ６－１ ６－１
岩越・近藤
(シングルス)
No１×酒井 克己 ２－６ ６－３ ４－６ 萩森

同志社大学（女子）４勝１敗

(シングルス)
No１×小澤佳那子 ５－７ ３－６
No２×野上令央奈 ６－７ ４－６

重政

No４○岩月 真也 ６－２ ６－２
湯浅
No５○井上 賢典 ６－２ ４－６ 10－８ 川瀬

○ 同志社 ４（複１－１ 単３－０）１ 関西外大
(ダブルス) （ ９／２６ 関西外大）
No１×須藤・小澤 ６－７ ２－６
高橋・村山
No２○野上・太田 ６－４ ２－６ ９－７ 三中西・中嶋
東
中嶋

RET

No３×山口 尚吾 ６－１ ３－６ ２－６ 下 圭太朗(OB)

Ｎo３○太田 あや ６－３ １－６ ６－４ 若竹

(シングルス)
No１○小澤佳那子 ６－１ ６－４
No２○野上令央奈 ７－６ ６－２

隆祐 ６－２ ２－３

No２×佐藤 浩行 ６－７ ６－１ ７－９ 久森
No３○井上 賢典 ６－２ ６－２

佐野

No４×村上 誠稔 １－６ ３－６
No５×吉田
晃 ２－６ ３－６

小野
大吉

No６×木山 貴如 ６－２ ４－６ ５－７ 岡田
２００４（平成１６）年
【対抗戦】
対 法政大学戦
（ ８月１６日 法政大）
× 同志社 １（複０－３ 単１－５）８ 法政大
(ダブルス)
Ｎo１×星 ・山口 ２－６ ４－６
増村・森
Ｎo２×佐藤・井上 ６－４ ４－６ ４－６ 石井・大畑
Ｎo３×村上・木山 ０－６ ３－６
植田・岡崎
(シングルス)
No１○星
隆祐 ６－２ ７－５
増村

２００４（平成１６）年
【対抗戦】
対（株）ワールド戦
（ ７月 ４日 同大－田辺）
○ 同志社 ５（複１－２ 単４－２）４ ワールド
(ダブルス)
Ｎo１×星 ・酒井 ４－６ ３－６
重政・角田
Ｎo２○岩月・山口 ６－２ ６－３
湯浅・川瀬
Ｎo３×佐藤・井上 ７－５ ４－６ ４－６ 下 ・松村
(シングルス)

No２×山口 尚吾 ３－６ ３－６
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森

No３×井上 賢典 ３－６ ３－６

樋尾

No４×佐藤 浩行 ０－６ ０－６
No５×村上 誠稔 １－６ ２－６

高頭
石井

No６×吉田

中野

晃 １－６ ６－７

２００４（平成１６）年
【対抗戦】
対 園田女子大学戦 ＜女子の部＞
（ ６月
日 ）
× 同志社 １（複０－２ 単１－２）４ 園田女大
(ダブルス)
Ｎo１×須藤・綾部 ３－６ ３－６
鍋谷・濱條
Ｎo２×小澤・太田 ２－６ ６－３ ０－６ 中西・秦
（シングルス）
Ｎo１×小澤佳那子 ６－７ ３－６
鍋谷
Ｎo２○綾部 真紀 ６－３ ６－０
上野山
Ｎo３×山本 真美 ２－６ ２－６
森岡

２００４（平成１６）年
【対抗戦】
対 慶応義塾大学戦
（１２月１１日 慶応大－蝮谷ｺｰﾄ）
× 同志社 ４（複３－０ 単１－５）５ 慶応大
(ダブルス)
Ｎo１○酒井・山口 ６－４ ６－２
前田・平松
Ｎo２○井上・村上 ６－３ ７－５
松永・鳥山
Ｎo３○鳥屋・柴垣 ６－４ ６－２
栗山・原
(シングルス)
No１×山口 尚吾 ２－６ ５－７
松永
No２○酒井 克己 ６－３ ６－３

平松

No３×井上 賢典 ４－６ ４－６

前田

No４×村上 誠稔 ６－７ ５－７
No５×柴垣 昌志 ３－６ １－６

鳥山
下田

No６×吉田

城山

晃 ５－７ ２－６

【対抗戦】

対 関西学院大学戦 ＜女子の部＞
（ ８月１５日 関学大）
× 同志社 １（複０－２ 単１－２）４ 関学大
(ダブルス)
Ｎo１×野上・須藤 ２－６ １－６
各務・藤野
Ｎo２×小澤・太田 ３－６ １－６
池田・阿部
（シングルス）
Ｎo１×小澤佳那子 ６－３ ４－６ ０－６ 各務
Ｎo２○野上玲央奈 ６－２ ６－３
池田
Ｎo３×磯部 起子 ０－６ １－６
藤野

２００４（平成１６）年
【定期戦】
対 立教大学戦
（１２月１２日 立教大－新座ｺｰﾄ）
× 同志社 ３（複２－１ 単１－５）６ 立教大
(ダブルス)
Ｎo１×鳥屋・酒井
３－６
五味・高橋
Ｎo２○井上・北村
７－６
鏑木・神山
Ｎo３○村上・柴垣
６－４
都筑・佐藤
(シングルス)
No１○山口 尚吾
６－３
五味
No２×酒井 克己

４－６

高橋

No３×井上 賢典

６－７

鏑木

No４×柴垣 昌志
No５×津田 侑季

３－６
４－６

佐藤
神山

No６×宮本 健司

０－６

都筑

２００４（平成１６）年
【対抗戦】
対 京都産業大学戦 ＜女子の部＞
（ ９月
日
）
× 同志社 １（複０－２ 単１－２）４ 京産大
(ダブルス)
No１×野上・小澤 １－６ ５－７
尾崎・堂野
No２×須藤・太田 ２－６ ４－６
谷口・矢崎
(シングルス)
No１○小澤佳那子 ６－２ ６－１
谷口
No２×野上令央奈 ４－６ ６－４ ４－６ 堂野
Ｎo３×太田 あや ５－７ ５－７

２００４（平成１６）年
【対抗戦】
対 龍谷大学戦
＜女子の部＞
（ ６月
日 ）
○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 龍谷大
(ダブルス)
Ｎo１○野上・綾部 ６－０ ６－１
丸井・森
Ｎo２○小澤・須藤 ６－４ ６－３
丸井・小西
（シングルス）
Ｎo１○小澤佳那子 ６－２ ６－２
小西
Ｎo２○綾部 真紀 ６－１ ６－１
丸井
Ｎo３○野上玲央奈 ６－０ ６－１
森

尾崎

２００４（平成１６）年
【対抗戦】
対 立教大学戦
＜女子の部＞
（１１月２８日 立教大－富士見 G）
○ 同志社 ４（複０－２ 単１－２）３ 立教大
(ダブルス)
No１○須藤・太田 ６－３ ６－０
福田・戸澤
No２○福井・大野 ６－１ ６－２
久木田・根岸
(シングルス)
No１×前田奈浦子 １－６ ４－６
戸澤
No２×大野 真生 ４－６ ６－２ ２－６ 福田

２００４（平成１６）年
【対抗戦】
対 龍谷大学戦
＜女子の部＞
（ ８月
日 ）
× 同志社 １（複０－２ 単１－２）４ 龍谷大
(ダブルス)
Ｎo１×大野・鈴木 ２－６ ６－４ ４－６ 植村・小西
Ｎo２×福井・青木 ０－６ ２－６
丸井・森
（シングルス）
Ｎo１×鈴木 麻里 ２－６ ６－４ ２－６ 小西
福井
Ｎo２×福井 暢子 ２－６ ２－６
Ｎo３○青木 真帆 １－６ ６－４ ６－４ 森

Ｎo３○青木 麻帆 ６－１ ６－４

久木田

No４○石川小百合 ７－６ ６－４
No５×林
綾子 ４－６ ４－６

根岸
磯崎

２００４（平成１６）年
【関西学生春季テニストーナメント】
（ ４月２４日～５月５日 各大学）
予選 (男子シングルス)
▽１R
服部嘉晃 6-1 6-0 松浦(甲南大)
宮本健司 6-1 6-4 安丸(大体大) 北村貴信 def 大島(神院大)

吉田 晃 6-2 6-1 植田(獨協大)
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▽２R

川田･前田 6-2 6-2 松田･松下(関外大)

服部嘉晃 6-1 1-6 7-6 三ツ谷(京府大)

佐藤浩行 6-1 6-1 安西(大工大) 宮本健司 6-3 6-2 森下(大経法大)

野上･小澤 6-0 6-0 末松･寺田(大手前大)

村上誠稔 6-0 6-2 小磯(国際大) 井上賢典 6-1 6-0 高橋(京工大)

福井･石川 2-6 3-6 坪田･谷 (関外大)

北村貴信 6-1 6-3 中村(大体大) 吉田 晃 6-1 6-2 北田(阪 大)

青木･磯部 6-0 6-1 山口･森川(親和女大)

西川浩雅 6-0 6-0 新田(大工) 崎川紀明 2-6 7-5 7-6 市野瀬(大体)

鈴木･大野 6-0 6-0 日隈･浦谷(追 大)

津田侑季 6-4 6-7 7-5 東(大工大) 柴垣昌史 6-0 6-1 胡子(京 大)

橋本･太田 6-3 6-2 福田･森崎(武庫川)

▽３R

須藤･綾部 6-1 6-2 内海･小田(大体大)

佐藤浩行 6-7 6-1 6-4 庄子(関 大)

山本(同大)･山本(関大) 7-6 1-6 6-3 荒木･水田(大体大)

服部嘉晃 3-6 0-6 西本(大体大) 宮本健司 4-6 4-6 石堂(阪 大)

▽３R

村上誠稔 6-1 6-3 松下(滋 大) 井上賢典 6-0 6-1 木村(阪 大)

川田･前田 1-6 6-0 3-6 正司･吉永(立命大)

北村貴信 4-6 2-6 小西(関外大) 吉田 晃 5-7 3-6 小坂(立命大)

野上･小澤 6-0 6-4 川原･清水(武庫川)

西川浩雅 4-6 2-6 角田(大府大) 崎川紀明 0-6 1-6 長野(関外大)

青木･磯部 2-6 7-6 4-6 尾後･若竹(武庫川)

津田侑季 6-0 6-0 三浦(京園大) 柴垣昌史 4-6 3-6 戸谷(神院大)

鈴木･大野 4-6 6-7 米山･西村(立命大)

▽FIN

橋本･太田 6-4 6-1 鼓 ･錦織(立命大)

佐藤浩行 7-5 5-7 6-1 兼森(関外大)

須藤･綾部 6-4 6-4 池元･葉山(松蔭女大)

村上誠稔4-6 6-4 4-6 岸野(立命大) 井上賢典6-0 6-0 貝野(大体大)

山本(同大)･山本(関大) 3-6 4-6 杉山･宮城(園田女大)

津田侑季 0-6 1-6 水谷(京産大)

▽FIN

予選 (男子ダブルス)

野上･小澤 6-2 6-3 足立･粂井(大体大)

▽１R

服部･崎川 6-4 3-6 3-3RET 辻本･南浦(京外大)

橋本･太田 6-2 3-6 2-6 中嶋･石坂(関外大)

▽２R

津田(同大)･北野(大院) 6-1 7-5 南埜･風岡(関大)

須藤･綾部 7-5 6-4 木山･葉山(武庫川)

佐藤･井上 6-4 6-2 吉見･河野(阪外大)
服部･崎川 2-6 4-6 中久保･竹内(近大)

２００４（平成１６）年
【関西学生春季テニストーナメント】
（ ５月３１日～６月６日 靭 TC）
(男子シングルス)
▽１回戦

宮本･西川 6-7 6-1 6-1 望岡･中川(摂 大)
鳥屋･柴垣 6-1 6-4 丸山･森口(神院大)
▽３R

津田(同大)･北野(大院) 2-6 0-6 金重･貝野(大体大)

佐藤･井上 6-1 6-2 柏木･澄本(京工大)
鳥屋･柴垣 4-6 7-5 3-6 古川･竹本(関学大)
▽FIN

佐藤･井上 7-6 1-6 6-2 長尾･中島(大体大)

河村

（電通大）

６－０ ６－４

東口

（神院大）

山口 尚吾 ２－６ ６－３ ７－５ 佐藤

（関学大）

酒井 克己

隆祐

６－２ ７－５

川勝

（立命大）

隆祐

６－３ ６－４

森谷

（関学大）

山口 尚吾

３－６ ４－６

平田

（近 大）

酒井 克己

６－２ ６－１

星野

（立命大）

隆祐 ６－３ １－６ １－６ 今井

（関学大）

星

須藤聡子 6-3 6-0 藤井(相愛大) 橋本康代 6-2 6-0 筒井(常盤会大)
石川小百合 6-3 6-3 杉村(関外) 太田あや 6-4 6-2 比嘉(親和女)
山本真美 6-0 6-0 藤田(京教大)

▽4 回戦

前田奈浦子 4-6 7-6 5-7 川崎(京産大)

星

川田晴日4-6 2-6 正司(立命大) 福井暢子4-6 6-1 6-4 谷(関外大)

酒井 克己

磯部起子 6-4 6-2 池本(松蔭女大) 青木真帆 2-6 1-6 杉江(関学大)

２－６ ４－６

田中

（近 大）

(男子ダブルス)

須藤聡子 3-6 1-6 石坂(関外) 橋本康代 6-2 1-6 6-3 寺元(甲南女)

▽1 回戦

石川小百合 3-6 3-6 小西(龍大) 太田あや 0-6 2-6 寺口(国際大)

佐藤・井上 ４－６ ７－６ ６－３ 神保・中田（大体大）

山本真美 6-4 6-0 足立(大体大)

山口・村上

橋本康代 6-3 4-6 6-4 道畑(園田女大)

３－６ ２－６

乾野・高田（関学大）

佐藤・井上

７－５ ６－３

荒川・田畑（京産大）

星 ・酒井

６－４ ６－３

戸谷・小川（神院大）

２－６ ３－６

中田・中山（関学大）

▽2 回戦

福井暢子 0-6 4-6 池本(松蔭女大) 磯部起子 1-6 3-6 藤野(関学大)
山本真美 6-3 3-6 0-6 杉村(園田女大)
予選 (女子ダブルス)

▽3 回戦

川田･前田 6-2 6-1 糸井･佐藤(阪外大)

佐藤・井上

橋本･太田 def 大西･古川(兵県大)

星 ・酒井 ６－７ ６－３ ６－３ 乾野・高田（関学大）

須藤･綾部 6-1 6-1 甲斐･島田(国際大)
▽２R

（神院大）

４－６ ０－６

▽３回戦

大野真生4-6 1-6 赤坂(阪外) 鈴木麻里6-7 6-4 2-6 広嶋(甲南女)

▽１R

井上 賢典 ６－２ ４－６ １－６ 小川

星

前田奈浦子 7-5 6-4 脇本(甲南女大)

磯部起子 6-0 6-0 中 (大体大) 青木真帆 6-0 6-0 末松(大手前)

▽FIN

２－６ ４－６

▽2 回戦

川田晴日 6-0 6-3 井上(京教大) 福井暢子 6-3 6-1 中瀬古(神大)

▽３R

（近 大）

村上 誠稔

予選 (女子シングルス)

▽２R

前田

佐藤 浩行

宮本･西川 7-5 4-6 2-6 小柴･坂本(近 大)

▽準々決勝

山本(同大)･山本(関大) 6-1 6-2 中村(和大)･中村(阪大)

4

星 ・酒井

０-１RET

末田・權 （近 大）

井上賢典 6-2 6-2 寺崎(関 大) 北村貴信 6-1 1-6 1-6 木村(関 大)

２－６ ４－６

毛利・森谷（関学大）

柴垣昌史 7-5 6-3 上地(関学大)

村上誠稔7-5 6-3 水野(阪 大) 木山貴如1-6 7-5 6-0 長谷川(追大)

▽準決勝
星 ・酒井

(女子シングルス)

▽ブロ決

野上玲央奈

０－６ １－６

川床

（園田女大）

小澤佳那子

６－２ ６－４

尾崎

（京産大）

橋本 康代

２－６ ２－６

鍋谷

（園田女大）

綾部 真紀

２－６ ０－６

山下

木山貴如 5-7 5-7 小柴(近 大) 柴垣昌史 6-4 6-73-6 濱本(京産大)
予選 (男子ダブルス)

▽１R

（立命大）

▽２R

小澤佳那子

４－６ １－６

伊藤

服部･崎川 4-6 7-6 7-5 三好･宇和田(流通大)

鳥屋･柴垣 6-2 6-2 大屋･鹿島(滋 大)

▽2 回戦

服部･崎川 6-3 7-5 法貴･矢寺(追 大)

宮本･北村 6-4 7-5 西田･不藤(京 大)

（相愛大）

鳥屋･柴垣 6-4 7-5 森下･久保(大経法大)

(女子ダブルス)

村上･吉田 def 大澤(京外)･山本(花大)

▽1 回戦
野上・小澤

佐藤浩行 3-6 6-0 6-0 竹内(近 大)

井上賢典 6-0 6-0 小中(近 大) 村上誠稔 3-6 7-5 6-3 斉田(立命大)

▽1 回戦

３－６ ３－６

津田･木山 6-2 4-6 5-7 半田･鎌刈(関 大)

竹嶌・上赤（武庫川）

服部･崎川 0-6 1-6 西山･成瀬(関 大)

須藤・綾部 ６－３ ４－６ ６－４ 谷口・矢崎（京産大）

▽３R

▽2 回戦

宮本･北村 6-4 6-0 風岡･橋本(関 大)

須藤・綾部

３－６ ０－６
中山・浅野（松蔭女大）
▽インカレ選考試合－男子単(負け残り)
S1R 山口 尚吾 ６－８ 中田（関学大）

鳥屋･柴垣 3-6 5-7 小坂･岸野(立命大)

S2R 山口 尚吾 ７－９ 渋谷（関学大）

村上･吉田 6-2 2-6 6-7 辻本･平田(関外大)

SF

村上･吉田 6-2 6-2 久保･大橋(滋 大)
▽４R

山口 尚吾 ４－８ 坪田（関学大）

宮本･北村 3-6 4-6 青木･黒田(大教大)

予選 (女子シングルス)
▽１R
川田晴日 6-4 6-2 清見(親和女大)

FIN 山口 尚吾 6-2 6-2 藤沢（関 大）
▽インカレ選考試合－男子複(負け残り)
W1R 佐藤・井上 ６－８ 乾野・高田（関学大）

福井暢子 6-3 6-2 伊藤(国際大) 青木真帆 2-6 2-6 中井(甲南女大)

WSF 佐藤・井上 ４－８ 武村・宮西（天理大）

鈴木麻里 6-0 6-0 井上(花大)

須藤聡子 def 浅井(奈良大)

WFIN 佐藤・井上 1-6 3-6 萩森・柴田（甲南大）
▽インカレ選考試合－女子単(負け残り)
S1R 小澤佳那子 ８－１ 正司（立命大）
▽インカレ選考試合－女子複(負け残り)
W1R 須藤・綾部 ９－８ 竹嶌・上赤（武庫川）

前田奈浦子 def 山田(同女大)

綾部真紀 def

磯部起子 7-5 6-3 小田(大体大) 大野真生 6-0 6-0 野田(大市大)

石川小百合 6-2 6-1 松田(夙川短) 太田あや 6-0 6-0 板橋(奈教大)
林 綾子 3-6 6-3 0-6 谷澤(神院大)
▽２R

福井暢子 6-0 6-0 三上(神大)

磯部起子 6-0 6-0 今中(関大)

大野真生 6-3 3-6 5-7 川島(甲南女) 太田あや 6-0 6-0 丹(電通大)

２００４（平成１６）年
【関西学生テニス選手権】
（ ８月１８日～２８日 各大学）
予選 (男子シングルス)
▽２R
佐藤浩行 6-0 6-0 木村(大体大)
服部嘉晃 6-2 6-1 稲山(滋 大) 宮本健司 def

川田晴日 6-4 6-7 6-2 藤田(甲南大)

鈴木麻里 4-6 6-2 7-5 和田(甲南女) 山本真美 6-0 6-0 西村(神大)
須藤聡子 6-3 6-2 荒木(大体大) 前田奈浦子 6-3 6-3 斉藤(京大)
石川小百合 7-5 6-3 中野(武庫川)
▽３R

鈴木(滋 大)

川田晴日 1-6 3-6 大谷(園田女大)

福井暢子 2-6 5-7 中安(大体大) 磯部起子 6-4 2-6 3-6 阿部(関学)

井上賢典 6-0 6-0 堤 (仏 大) 北村貴信 6-2 6-1 東田(大手前大)

鈴木麻里 4-6 4-6 粂井(大体大) 須藤聡子 0-6 1-6 中嶋(関外大)

村上誠稔 6-2 6-2 長橋(国際大) 木山貴如 6-1 6-0 水島(天理大)

前田奈浦子 4-6 6-3 2-6 新城(大体) 太田あや 7-5 6-2 吉山(大教)

崎川紀明 def 東 (桃 大) 柴垣昌史 6-0 6-0 山内(大教大)

石川小百合 6-3 1-6 5-7 正司(立命) 山本真美 7-6 6-0 中野(国際)

津田侑季 6-4 6-3 小林(流通大) 吉田 晃 6-2 6-1 矢寺(追 大)

▽ブロ決

▽３R

佐藤浩行 def 塚田(大教大)

太田あや 2-6 7-5 4-6 松本(大体大)

山本真美 0-6 2-6 高橋(関外大)

服部嘉晃 6-3 6-2 志垣(流通大) 宮本健司 6-2 6-3 山崎(大院大)

予選 (女子ダブルス)

井上賢典 6-0 6-0 小嶋(立命大) 北村貴信 3-6 6-3 7-5 菅(甲南大)

▽１R

磯部(同大)･宮下(京産) def 玉山･柏田(同女大)

村上誠稔 6-0 6-0 川畑(追 大) 木山貴如 6-1 6-1 浜本(関 大)

川田･前田 6-1 6-3 秋山･谷口(仏大)

柴垣昌史6-0 6-0 中村(滋大) 津田侑季6-1 2-6 2-6 小林(関外大)

福井･青木 7-5 7-5 森崎･清水(武庫川)

吉田 晃 3-6 6-3 3-6 新居(神院大)

鈴木･大野 6-4 4-6 7-6 川原･芳野(武庫川)

▽４R

石川･林 6-1 6-3 金子･田中(甲南女大)

佐藤浩行 6-1 6-0 松田(関外大)

服部嘉晃 1-6 1-6 森岡(立命大) 宮本健司 1-6 6-3 4-6 沢村(神 大)

太田･山本 def 坂 ･片山(大府大)
▽２R
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磯部(同大)･宮下(京産) 6-1 6-1 荒木･川瀬(京女大)

川田･前田 6-1 6-4 黒田･竹光(常盤会)

小澤佳那子

岡部

（関学大）

福井･青木 6-4 7-6 高橋･矢野(国際大)

▽2 回戦

鈴木･大野 6-1 6-3 長谷川･松下(関外大)

野上玲央奈 ４－６ ６－４ ６－３ 杉江

（関学大）

小澤･須藤 6-0 6-0 平田･佐藤(桃山大)

小澤佳那子

石川･林 6-4 6-2 川本(関大)･松田(夙川短大)

▽３回戦

太田･山本 6-4 6-3 脇本･広嶋(甲南女大)
磯部(同大)･宮下(京産) 1-6 4-6 杉村･中西(園田女)

▽３R

６－４ ６－１

米山

（立命大）

野上玲央奈

３－６ １－６

伊藤

（園田女大）

小澤佳那子

６－２ ６－４

谷井

（大体大）

４－６ ６－７

伊藤

（相愛女大）

４－６ ３－６

中山・浅野(松蔭女大)

川田･前田 5-7 6-7 上野山･道畑(園田女大)

▽準々決勝

福井･青木 3-6 2-6 中嶋･石坂(関外大)

小澤佳那子

鈴木･大野 6-4 6-4 石垣･山本(園田女大)

６－１ ６－１

(女子ダブルス)

小澤･須藤 6-1 6-1 村田･小林(関外大)

▽1 回戦

石川･林 2-6 2-6 安藤･北村(相愛大)

小澤・須藤

太田･山本 0-6 2-6 米山･正司(立命大)
▽ブロ決

２００４（平成１６）年
【関西学生地域 (京都地区)テニストーナメント】
（ ３月１５日～２６日 各大学）
(男子シングルス)
▽２回戦
岩月 真也 8-1 高橋（京工大）
服部 嘉晃 0-8 住本（龍谷大）
佐藤 浩行 8-2 奥西（滋県大）

鈴木･大野 4-6 1-6 新城･粂井(大体大)

小澤･須藤 5-7 6-3 6-0 奥田･三原(関学大)
２００４（平成１６）年
【関西学生テニス選手権】
（ ９月 ３日～１０日 靭ＴＣ）
(男子シングルス)
▽１回戦

宮本 健司 1-8 吉垣内(京 大)

村上 誠稔 def

井上 賢典 8-0 塚本（京 大）

北村 貴信 def 清水（京府大）

山口 尚吾 8-0 片岡（京工大）

佐藤 浩行 ６－４ ６－７ ３－６ 小川

（神 大）

井上 賢典

（神 大）

▽３回戦

（天理大）

佐藤 浩行 8-5 柳沢（龍谷大）

井上 賢典 8-0 田中（京 大）

村上 誠稔 8-0 大塚（京 大）

北村 貴信 0-8 福島（滋県大）

６－１ ６－１

沢村

村上 誠稔 ４－６ ６－１ ６－４ 宮西
▽2 回戦
星

隆祐

６－４ ６－２

山口

岩月 真也 8-0 宮崎（京園大）

山口 尚吾 8-0 山本（京府大）

（大体大）

岩月 真也 8-0 西尾（京 大）

酒井 克己 ４－６ ６－３ ６－１ 村上 誠稔（同 大）

▽４回戦

山口 尚吾

（関学大）

佐藤 浩行 6-8 柏木（京工大）

井上 賢典 8-3 今井（龍谷大）

（神院大）

村上 誠稔 1-8 久森（龍谷大）

山口 尚吾 8-0 小泉（龍谷大）

井上 賢典

６－３ ６－３
６－２ ６－２

畠中
川津

▽５回戦

▽３回戦

岩月 真也 9-8 伊藤（立命大）

（関学大）

井上 賢典 4-8 佐野（龍谷大）

酒井 克己 ６－２ １－６ ６－７ 畑中

（龍谷大）

▽準々決勝

山口 尚吾 ２－６ ６－３ ４－６ 末田

（近 大）

岩月 真也

７－５ ６－４

大吉

（龍谷大）

井上 賢典

（関学大）

山口 尚吾

６－０ ６－０

久森

（龍谷大）

岩月 真也

６－２ ６－０

福島

（滋県大）

山口 尚吾

６－２ ７－５

佐野

（龍谷大）

７－５ ６－３

岩月 真也 (同 大)

星

隆祐

６－３ ６－４

２－６ １－６

脇

乾野

▽準決勝

▽4 回戦
星

隆祐

３－６ ３－６

毛利

（関学大）

(男子ダブルス)

▽1 回戦

▽決 勝

佐藤・井上 ６－３ ３－６ ６－３ 大吉・小野（龍谷大）

山口 尚吾

▽2 回戦

〈優 勝〉

星 ・酒井

６－２ ７－６

貝野・薮中（大体大）

〈準優勝〉

(男子ダブルス)
岩月・村上 8-0 子飼･長尾(京外大)

佐藤・井上 ３－６ ６－３ ３－６ 徳毛・川勝（立命大）

▽２回戦

▽3 回戦

鳥屋・山口 8-1 不藤･宮崎(京大)

星 ・酒井

６－１ ６－４

▽３回戦

４－６ ６－７

梅津・田中（近 大）

(女子シングルス)

▽1 回戦
野上玲央奈 ２－６ ６－２ ６－２ 平松

宮本・北村 8-3 松本･山本(滋大)

酒井・井上 8-0 吉田･岡田(京園)

前田(大市)･川村(電通)

▽準々決勝
星 ・酒井

山口 尚吾 8-2 奥村（龍谷大）

佐藤・服部 9-8 三宅･高 (京産)

岩月・村上 8-1 高橋･内藤(京工)

鳥屋・山口 8-0 鈴木･小泉(龍大)

宮本・北村 8-9 奥村･久森(龍大)

酒井・井上 8-0 小椋･藤原(立命)

▽４回戦

佐藤・服部 8-5 大島･芝崎(京大)

岩月・村上 9-8 岡田･今村(龍大)

（大体大）
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鳥屋・山口 8-4 大谷･大西(京産)

酒井・井上 8-2 原 ･福島(滋大)

▽準決勝

２００４（平成１６）年
【関西学生チャレンジテニストーナメント】
（ ６月１９日～7 月２日 各大学）
(男子シングルス)
▽２回戦
岩月 真也 8-0 時岡（京府大）
服部 嘉晃８-０中村(摂 大)
宮本 健司８-０加藤(獨協大)

岩月・村上 ６－３ ４－６ ７－６ 畑中・大吉 （龍谷大）

木山 貴如８-２後井(滋 大)

崎川 紀明８-０小杉(国仏大)

酒井・井上 ６－２ ６－７ ６－７ 奥村・久森 （龍谷大）

柴垣 昌志４-８岸 (京工大)

津田 侑季 def 遠藤(芦 大)

▽決 勝

西川 浩雄８-5 高尾(大手前大) 吉田
晃８-５松清(大経大)
▽３回戦
岩月 真也８-０前島（京産大）
宮本 健司８-０曽谷(電通大)
服部 嘉晃４-８飯田(大府大)

▽準々決勝
佐藤・服部

５－７ ２－６

岩月・村上 （同 大）

鳥屋・山口 ６－１ １－６ ４－６ 畑中・大吉 （龍谷大）
酒井・井上

６－２ ６－２

岩月・村上

６－０ ６－２

村田・車古 （龍谷大）

奥村・久森 （龍谷大）

〈優 勝〉

木山 貴如８-４北屋(関 大)

(女子シングルス)
▽１回戦

川田 晴日 8-1 伊藤（京外大）

福井 暢子 8-2 龍尾（ダム女）

崎川 紀明８-３井岡(天理大)

津田 侑季８-６宮口(大経法大) 西川 浩雄８-２小野木(奈教大)

磯部 起子 8-0 前芝（同女大）

吉田

鈴木 麻里 8-3 丸井（龍谷大）

前田奈浦子 8-0 鈴木（花 大）

須藤 聡子 def 本郷（京府大）

大野 真生 def 山田（同女大）

▽４回戦
岩月 真也８-３重松（天理大）
宮本 健司８-５水村(滋医大)
木山 貴如８-2 麻野井(阪 大)

晃８-４田中(大府大)

崎川 紀明２-８武藤(甲南大)

津田 侑季８-６佐藤(近 大)

野上令央奈 8-0 中島（京府大）

西川 浩雄６-８長野(関外大)

吉田

小澤佳那子 8-0 秋山（仏教大）

青木 麻帆 8-0 小野（京府大）

磯部 起子 8-4 正司（立命大）

橋本 康代 8-6 矢崎（京産大）

▽５回戦
岩月 真也８-０山本（成蹊大）
宮本 健司７-９神保(大体大)
木山 貴如５-８江口(大院大)

鈴木 麻里 8-3 寺井（京 大）

前田奈浦子 1-8 米山（立命大）

須藤 聡子 8-2 高田（京外大）

大野 真生 3-8 尾崎（京産大）

▽２回戦

川田 晴日 8-1 藤井（京府大）

福井 暢子 def 宮下（京産大）

▽３回戦

津田 侑季２-８小川(関 大)
吉田

福井 暢子 7-9 吉永（立命大）

吉田

野上令央奈 8-2 鈴木 麻里(同大)

磯部 起子 3-8 植村（龍谷大）

吉田

橋本 康代 8-0 瀬尾（同女大）

６－１ ７－５

橋本 康代 (同 大)

小澤佳那子

６－３ ６－２

吉永

（立命大）

野上令央奈

６－１ ６－３

堤

（立命大）

小澤佳那子

６－３ ７－６

尾崎

（京産大）

服部･崎川８-１北原･福岡(摂 大)

▽２回戦

岩月･鳥屋８-０佐野･辰己(国仏大)

６－２ ６－２

〈優 勝〉

不明

(

岩月･鳥屋８-１鈴木･津山(京園大)

宮本･西川８-３椋田･栗山(大産) 津田･木山８-３堀田･安井(花大)

野上令央奈 (同 大)

北村･吉田８-１小清水･金子(阪大)

〈準優勝〉

柴垣(同大)･萩森(龍大)８-２安田･金田(大院大)

(女子ダブルス)

▽４回戦

川田・鈴木 8-3 籠尾･島村(ダム女)

福井・大野 8-0 小野･西 (京府)

須藤・橋本 def 藤井･本郷(京府)

青木・磯部 def 山田･瀬尾(同女)

小澤・前田 8-0 堤 ・壺坂(京外)

津田･木山７-９麻野井･山田(阪大)
柴垣(同大)･萩森(龍大)８-２山本･長谷川(追大)
▽５回戦

須藤・橋本 8-0 宮崎･寺井(京大)

柴垣(同大)･萩森(龍大)３-８管 ･白根(甲南大)

▽準々決勝
１－６ １－６

尾崎・堂野 （京産大）

須藤・橋本

６－７ ４－６

垂井・吉永 （立命大）

小澤・前田

６－４ ６－１

正司・米山 （立命大）

▽６回戦

岩月・鳥屋８-６大槻･今村(関学大)

▽準々決勝 岩月・鳥屋 ６-７ ６-３ ６-４ 長尾･中島(大院大)

▽準決勝
１－６ ２－６

岩月･鳥屋８-５和田･東田(大手前大)

宮本･西川８-９小柴･坂本(近 大)

青木・磯部 4-8 丸井･森 (龍大) 小澤・前田 8-1 下村･川上(ダム女)
川田・鈴木

岩月･鳥屋８-２小林･金岡(流通大)

宮本･西川９-８河嶋･木村(阪大) 北村･吉田３-８柏木･澄本(京工)

川田・鈴木 8-0 福永･斉藤(京大)

福井・大野 6-8 垂井･吉永(立命)

)

柴垣(同大)･萩森(龍大)８-３南埜･池田(桃 大)
▽３回戦

小澤佳那子

小澤・前田

▽１回戦

北村･吉田８-２岩本･竹内(京教大) 津田･木山

▽決 勝

▽２回戦

晃３-８金瀬(兵県大)

服部･崎川５-８植野･林(大体大) 宮本･西川８-１時岡･植田(京府大)

▽準決勝

▽１回戦

岩月 真也６-８中田（大体大）

(男子ダブルス)

▽準々決勝
野上令央奈

岩月 真也８-３和田（大手前大）

晃９-８岩越(甲南大)

▽７回戦

小澤佳那子 8-4 青木 麻帆(同大) 須藤 聡子 2-8 尾崎（京産大）

西川 浩雄６-８長野(関外大)

晃８-５洪 (関 大)

▽６回戦

川田 晴日 3-8 堤 （立命大）

晃８-１辰己(近 大)

▽準決勝

岩月・鳥屋

▽決 勝

岩月・鳥屋 ６-３ ３-６ ４-６ 濱本･水谷(京産大)
〈準優勝〉

尾崎・堂野 （京産大）
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６-４ ７-５

高村･石堂(阪 大)

津田侑季 6-4 5-7 6-3 角谷(滋大) 吉田 晃 6-2 6-2 今岡(和大)

(女子シングルス)
▽２回戦

▽３R
宮本健司 6-0 6-0 中 (流通大)
村上誠稔 6-3 6-3 中村(国際大) 北村貴信 6-0 6-3 角田(電通大)
木山貴如 4-6 5-7 水野(阪 大) 柴垣昌志 6-2 6-0 岡本(大産大)

川田 晴日８-３山田(国際大)

福井 暢子８-１藤本(国際大)

青木 麻帆７-９北島(大教大)

磯部 起子８-０中野(同女大)

大野 真生８-１西川(関 大)

鈴木 麻理８-０伊藤(桃 大)

須藤 聡子８-１谷口(仏 大)

前田奈浦子８-０福永(京 大)

石川小百合８-５布田(関 大)

太田 あや８-０籠尾(ダム女)

林

津田侑季 def 原 (摂南大) 吉田 晃 6-2 6-0 水島(天理大)
▽４R
宮本健司 4-6 6-3 3-6 井上(京 大)
村上誠稔 6-0 6-2 由肥(滋大) 北村貴信 6-3 3-6 7-5 北尾(関大)
柴垣昌志 5-7 6-4 7-5 杉 (神大) 津田侑季 7 6 6-4 益岡(近大)

綾子２-８斉藤(京 大)

山本 真実８-０田中(大府大)
▽３回戦

吉田 晃 6-1 7-5 岡崎(京 大)
▽FIN
村上誠稔 6-4 6-4 出井(立命大)
北村貴信 0-6-0-6 前田(大市大) 柴垣昌志 3-6 3-6 江河(関学大)
津田侑季 2 6 1-6 徳毛(立命大) 吉田 晃 4-6 1-6 水谷(京産大)
予選 (男子ダブルス)
▽２R
北村(同大)･松原(天理)6-1 6-0 大倉･松山(大府大)
宮本･木山 6-2 6-7 6-1 松本･富永(電通大)
鳥屋･柴垣 6-2 6-0 工藤･曽谷(電通大)
井上･村上 6-0 6-0 渡辺･今岡(和大)
吉田･津田 def 南口･中川(大産大)
▽３R
北村(同大)･松原(天理) 6-0 6-3 小代･堀口(阪外大)
宮本･木山 7-6 6-4 長崎･小磯(国際大)
鳥屋･柴垣 6-4 6-1 志垣･山崎(流通大)
井上･村上 6-2 6-0 三吉･遠藤(京大)
吉田･津田 7-6 4-6 5-7 畑田･幸林(大工大)
▽３R
北村(同大)･松原(天理) 3-6 1-6 上田･沢村(神 大)
宮本･木山 0-6 3-６神谷･山口(大体大)
鳥屋･柴垣 6-1 6-4 長谷川･野口(大産大)
井上･村上 6-1 6-0 松田･中州(関 大)
▽FIN
鳥屋･柴垣 4-6 5-7 三宅(京産)･伊藤(立命)
井上･村上 4-6 6-4 6-7 川口･石堂(阪大)
予選 (女子シングルス)

川田 晴日８-６村田(関外大)

福井 暢子８-３田中(関学大)

磯部 起子８-０楠木(京府大)

大野 真生８-１北井(園田女大) 鈴木 麻理８-３比嘉(大体大)
須藤 聡子４-８西浜(神 大)

前田奈浦子６-８植村(龍谷大)

石川小百合８-１小林(関外大)

太田 あや def

(

)

山本 真実８-０勝田(ダム女)
▽４回戦

川田 晴日５-８山本(関 大)

福井 暢子６-８川崎(京産大)

磯部 起子８-1 松木(京工大)

大野 真生８-４宇都宮(大体大) 鈴木 麻理８-６唐下(関外大)
石川小百合６-８粂井(大体大)

太田 あや５-８内田(関外大)

山本 真実８-５木村(武庫川)
▽５回戦

磯部 起子８-３中井(京産大)

大野 真生４-８吉永(立命大)

鈴木 麻理６-８福田(武庫川)

山本 真実８-５渡辺(園田女大)
▽６回戦

磯部 起子６-８城下(甲南女大)

川田 晴日５-８山本(関 大)

山本 真実８-１植村(龍谷大)

▽準々決勝 山本 真実 ４-６ ２-６ 石坂(関外大)
(女子ダブルス)
▽２回戦

▽１R
青木麻帆 4-6 6-1 6-2 竹之熊(兵教大)
▽２R
青木麻帆 6-0 6-1 金子(甲南女大)
磯部起子 6-0 6-0 西影(兵教大) 大野真生 6-1 6-1 山薗(大体大)
須藤聡子 6-0 6-0 島田(国際大) 福井暢子 2-6 6-0 6-4 澤田(大体)
前田奈浦子 6-0 6-0 楠木(京府大) 石川小百合 6-0 6-1 河村(和大)
太田あや def 糸井(阪外大) 林 綾子 1-6 0-6 柳 (関外大)

川田･前田８-１井上･清水(京教大)

福井･大野８-０森田･竹野(阪外) 磯部･青木８-４中野･山田(国際)
鈴木･山本８-１西村･鍋谷(神大) 橋本･太田８-１村上･黒田(大手前)
石川･林 ８-５植月･山本(阪大)
▽３回戦

川田･前田８-０松下･松田(関外大)

福井･大野８-２中瀬･河原(神大) 磯部･青木８-３馬場･高橋(立命)

山本真実 6-0 6-0 中辻(神外大)

鈴木･山本８-２伊藤･江口(国際) 橋本･太田８-６井上･清水(天理)

▽３R
青木麻帆 2-6 4-6 大谷(園田女大)
磯部起子 6-1 6-4 中本(大体大) 大野真生 1-6 6-3 6-3 中井(京産大)
須藤聡子 5-7 3-6 高橋(立命大) 福井暢子 1-6 3-6 中井(甲南女大)
前田奈浦子 6-1 6-3 藤田(甲南大) 石川小百合 7-5 6-3 山本(関大)
太田あや 6-0 6-0 北澤(大市大) 山本真実 6-1 6-1 向島(京 大)

石川･林 ５-８内海･小田(阪大)
▽４回戦

川田･前田８-２松本･原 (大体大)

福井･大野８-５宮下･中井(京産) 磯部･青木３-８和田･久米(甲南女)
鈴木･山本８-５井上･谷 (関外) 橋本･太田９-７東 ･中田(関外大)
▽５回戦

▽FIN
磯部起子 6-1 6-2 佐藤(松蔭女大)
大野真生 2-6 3-6 石坂(関外) 前田奈浦子 6-4 5-7 2-6 道畑(園田女)
石川小百合 6-7 0-6 河村(大体) 太田あや 7-5 6-1 平松(大体大)
山本真実 7-5 6-4 渡辺(園田女大)

川田･前田３-８習田･高橋(関外大)

福井･大野６-８森口･北島(大教) 鈴木･山本４-８杉江･三原(関学)
橋本･太田８-０鼓 ･錦織(立命)

予選 (女子ダブルス)
▽１R
青木･磯部 6-1 6-0 梅田･荒木(兵県大)
福井･大野 6-1 6-0 鈴木･大谷(大市大)
▽２R
青木･磯部 6-0 6-0 小林･江口(国際大)
福井･大野 6-3 6-2 後藤･清水(天理大)
野上･小澤 6-0 6-2 北田･光橋(兵県大)
須藤･太田 6-1 6-0 石井･藤井(京府大)
前田･山本 6-0 6-0 宗元･山本(奈教大)
林 ･石川 3-6 6-4 6-7 河原･西浜(神大)
▽３R
青木･磯部 2-6 2-6 谷井･水田(大体大)

▽準々決勝 橋本･太田 ４-６ ６-０ ３-６ 森口･北島(大教大)
２００４（平成１６）年
【関西学生新進テニストーナメント】
予選（１０月３０日～１１月 ９日 各大学）
予選 (男子シングルス)
▽２R
宮本健司 6-0 6-4 田外(電通大)
村上誠稔 6-0 6-0 矢吹(兵庫大) 北村貴信 6-2 6-2 岸本(阪外大)
木山貴如 6-2 6-1 藤井(滋 大) 柴垣昌志 6-16-1 川久保(大市)
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福井･大野 1-6 1-6 池元･葉山(松蔭女大)
野上･小澤 6-2 6-1 古城･冨士原(常磐会)
須藤･太田 6-4 6-1 小浜･浜上(大体大)
前田･山本 6-3 7-5 島田･田中(関学大)
▽FIN
野上･小澤 6-0 6-0 松本･原 (大体大)
須藤･太田 6-3 3-6 6-2 原田･槇田(関外大)
前田･山本 2-6 6-4 6-4 習田･井上(関外大)

野上・小澤

尾崎・矢崎 (京産大)

２００４（平成１６年）年
【全日本学生テニス選手権】
（ ８月 ６日～１５日 昭和の森TC）
(男子シングルス)
▽１回戦
星

２００４（平成１６）年
【関西学生新進テニストーナメント】
本戦（１１月１５日～２１日 万博ＴＧ）
(男子シングルス)
▽２回戦
酒井 克己
６－３ ６－３
福井
(関外大)
山口 尚吾
７－５ ６－３
山本
(四日市大)
井上 賢典 ６－３ ３－６ ６－３ 大吉
(龍谷大)
村上 誠稔
２－６ ２－６
小西
(関外大)
▽３回戦
酒井 克己
６－１ ７－５
金重
(大体大)
山口 尚吾
６－２ ６－１
中田
(大体大)
井上 賢典
６－１ ６－２
貝野
(大体大)
▽４回戦
酒井 克己
４－６ ２－６
森
(近 大)
山口 尚吾
６－３ ６－３
神保
(大体大)
井上 賢典
１－６ ３－６
藪中
(大体大)
▽準々決勝
山口 尚吾
６－２ ７－６
藪中
(大体大)
▽準決勝
山口 尚吾
５－７ １－６
森
(近 大)
(男子ダブルス)
▽２回戦
酒井・山口
６－１ ６－３
奥宮・芝崎 (京 大)
▽３回戦
酒井・山口
７－６ ６－１
高 ・大西 (京産大)
▽準々決勝
酒井・山口
７－５ ６－４
小川・三宅 (神院大)
▽準決勝
酒井・山口
６－３ ６－０
藪中・金重 (大体大)
▽決 勝
酒井・山口 ２－６ ７－６ ６－４ 乾野・中山 (関学大)
〈優 勝〉
(女子シングルス)
▽１回戦
磯部 起子
６－７ ４－６
太田 あや
３－６ ３－６
山本 真実
４－６ ３－６
▽２回戦
野上令央奈 ６－４ ２－６ ６－２
小澤加那子 ４－６ ６－３ ３－６
▽３回戦
野上令央奈 ４－６ 1-2RET
(女子ダブルス)
▽１回戦
野上・小澤
６－１ ６－４
須藤・太田 ２－６ ６－２ ２－６
前田・山本 １－６ ６－２ ２－６
▽２回戦

５－７ ６－７

山田
村山
秦

(甲南大)
(関外大)
(園田女大)

北村
西村

(相愛女大)
(立命大)

谷口

(京産大)

隆祐

６－２ ６

坪田（関学大）

酒井 克己

４－６ ２

石井（法 大）

山口 尚吾 ４－６ ７－６ ３－６ 末田（近 大）
▽２回戦
星

隆祐 ３－６ ６－３ ３－６ 比嘉（亜 大）

(男子ダブルス)
▽１回戦
星 ・酒井 ６－２ ６－１

酒井・桂田（岡山理大）

▽２回戦
星 ・酒井 ５－７ ４－６

乾 ・比嘉（亜 大）

(女子シングルス)
▽１回戦
小澤佳那子 ６－１ ６－２

柚木崎（長崎国際大）

▽２回戦
小澤佳那子 ２－６ ６－４ ２－６ 北崎（亜 大）
(女子ダブルス)
▽１回戦
須藤・綾部 ６－０ ２－６ ４－６ 小林・吉岡（島根大）
２００４（平成１６年）年
【全日本学生室内テニス選手権】
予選（１２月
予選 (男子シングルス)
▽１R
星

日～

日 江坂 TC）

隆祐 ６－７ ６－２ ６－７ 佐藤

（早 大）

予選 (男子ダブルス)
▽１R
星 ・酒井

６－０ ６－２

鈴木・井東（南山大）

７－５ ６－２

田中・森 （近 大）

▽２R
星 ・酒井
▽FIN
星 ・酒井 ４－６ ６－３ ４－６ 井上・岩橋（筑波大）
２００４（平成１６年）年
【京都市テニス選手権】第２３回
（ ４月
日～
日 ）
(女子シングルス)
▽１回戦
山本真実 6-0 6-1 木村(東山 TC)
▽２回戦

山本真実 5-7 6-3 6-4 前田(ﾌﾘｰ)

▽準々決勝 山本真実 6-0 6-2 壇上(SIC)
▽準決勝

山下・長谷(松蔭女大)
福田・若竹(武庫川大)
吉永・正司 (立命大)

山本真実 1-6 2-6 許 (ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ)

２００４（平成１６年）年
【ブリジストン京都オープン２００４】
予選（ ４月
日・

9

日 ）

予選 (男子シングルス)
▽１R
井上賢典 def 星 隆祐(同大)

〈優 勝〉

〈準優勝〉

岩月真也 8-0 泉 (松下電器産業) 宮本健司 8-3 崎川紀明(同大)

(女子シングルス)
▽１回戦
野上令央奈 3-6 2-6 中山(松蔭女)

北村貴信 1-8 串田(江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ）酒井克己 8-1 ワートン(ﾎﾜｲﾃｨ)

磯部起子0-6 0-6石川(野崎ｽﾎﾟｰﾂ) 小澤佳那子6-0 6-1豊田(SS-TT)

山口尚吾 8-0 小西(関外大)

橋本康代 6-7 0-6 江藤(JTPP 兵庫)

村上誠稔 8-3 岩田(森林ﾛｯｸｳｯﾄﾞ TS)

吉田 晃 6-8 石川(関外大)

津田侑季 5-8 大西(京産大)

柴垣昌志 8-6 居森(ﾌﾟﾛｼｰﾄﾞ)
▽２R

井上賢典 8-6 市村(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ姫路）

岩月真也 8-2 大西(京産大）

野上･小澤 2-6 6-3 5-7 須藤･橋本(同大)

宮本健司 1-8 中山(ﾁｰﾑ真魚）

酒井克己 8-5 萩森(龍大）山口尚吾 8-2 吉田(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ TC 学園前)

綾部･太田 2-6 3-6 内田･北條(ﾘｺｰ)

村上誠稔8-9謙尾(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ TC学園前) 柴垣昌志8-4串田(江坂TC)

▽２回戦

▽FIN

綾部真紀 2-6 0-6 北條(ﾘｺｰ)

▽２回戦
小澤佳那子 4-6 4-6 和泉(屋島ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
(女子ダブルス)
▽１回戦
川田･前田 2-6 4-6 中山･浅野(松蔭女大)

井上賢典 8-1 石山(四ﾉ宮 TC)

須藤･橋本 4-6 4-6 堂野･矢崎(京産大)

予選 (男子ダブルス)
▽FIN
宮本･西川 7-9 若林(東山)･坂本(京都庭球友会)

２００４（平成１６年）年
【ミキプルーン神戸オープンテニス２００４】
予選（ ４月
日～
日 ）
予選 (男子シングルス)
▽１R 山口尚吾8-6 中島(ﾃﾞｨｻ･ｸﾗｲﾔ･ｱｯｼｭ) 酒井克己8-4 三宅(神院)

津田･崎川 2-8 石川(同志社高)･米村(立命館宇治高)）

▽２R 山口尚吾 8-4 松下(明石城西高) 酒井克己 8-1 稲本(洲本ﾛｰﾝ)

予選 (女子シングルス)

▽３R山口尚吾8-3川瀬(ﾜｰﾙﾄﾞ) 酒井克己８－３柴田(T･I･Ａdisai)

岩月真也 8-4 吉垣内(龍大)

酒井克己 8-1 谷口(ﾃﾞｨｰﾊﾞｰ TC)

山口尚吾 8-2 清水(赤城 TC)

柴垣昌志 3-8 佐野(龍大)

▽１R

野上令央奈 8-3 中井(京産大)

福井暢子 1-8 村山(関外大)

予選 (男子ダブルス)
▽１R
岩月･山口 8-4 松田･松波(神院大)

大野真生 def 下村(ﾎﾜｲﾃｨ）

岩月･山口 5-8 田中･森 (近大)

須藤聡子 8-5 石川小百合(同大) 橋本康代 8-0 青木麻帆(同大)

▽２R

鈴木麻里 8-5 太田あや(同大) 小澤佳那子 8-0 面川(泉北ｱｸｱﾃﾆｽ)

予選 (女子シングルス)
▽１R 小澤佳那子 8-1 若山(ｲｰｸﾞﾙ)

前田奈浦子 def 南野(ﾌﾟﾗﾈｯﾄ)

磯部起子 8-3 川崎(京産大)

山本真実 8-1 三輪田(ﾗﾑﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
▽FIN

▽３R 小澤佳那子 8-4 大谷(園田学園大)
本戦（ ４月
日～
(男子シングルス)
▽１回戦
酒井克己 5-7 6-2 7-5 森 (近大)

野上令央奈 8-4 内田(関外大)

大野真生 1-8 野井(Team.N.C.Y) 須藤聡子 0-8 藤原(専修大)
橋本康代 8-2 矢崎(京産大)

鈴木麻里 1-8 堂野(京産大)

磯部起子 8-5 前田奈浦子(同大) 小澤佳那子 8-3 山本真実(同大)

▽２回戦

須藤･橋本 8-2 阪田 (ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ)･西村(フリー)

酒井克己 7-6 4-6 6-4 日下部(伊予銀)

岩月真也 1-6 0-6 田中(近大)

青木･磯部5-8 中井･川崎(京産)大野･鈴木3-8 村山(関外)･谷口(京産)

山口尚吾 6-3 6-4 吉田(ﾐﾙﾌｨｰﾕ TC)

▽準々決勝 山口尚吾 1-6 5-7 劉 (ﾜｰﾙﾄﾞ)

山本･石川 4-8 竹田(関外)･杉江(関学)

酒井克己 3-6 1-6 重政(ﾜｰﾙﾄﾞ)
(女子シングルス)
▽１回戦
小澤佳那子 3-6 3-6 伊藤 (園田女大)

本戦（ ４月
日・
日 ）
(男子シングルス)
▽１回戦
山口尚吾 6-1 6-4 岩月真也(同大)
井上賢典 6-2 6-1 大森(JFE ｽﾁｰﾙ)

日 ）

岩月真也 7-6 6-2 桑島(垂水ｸﾞﾘｰﾝ TC) 山口尚吾 6-4 7-6 荒川(京産)

予選 (女子ダブルス)
▽FIN

橋本康代 8-0 村上(柳学園)

▽２R 小澤佳那子 8-5 川口(夙川園高) 橋本康代 4-8 小川(夙川園高)

酒井克己 2-6 1-6 古賀(ﾌﾘｰ）

(男子ダブルス)
▽１回戦
鳥屋･柴垣 6-7 5-7 山根(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝ｹ池)･中山(ﾁｰﾑ真魚)

２００４（平成１６年）年
【近江八幡市テニス選手権】
予選（ ５月
日～ ）
予選 (男子シングルス)
▽１R 津田侑季 6-0 西田(F2) ▽２Ｒ 津田侑季 6-2 坪田(ｱﾙﾙ)

岩月･山口 6-0 6-0 田嶋(UP ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)･進士(ｳｨｻﾞ―ﾄﾞｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ)

▽3Ｒ津田侑季 6-0 今江(ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ) ▽4Ｒ津田侑季 6-1 山本(ｴｰｽ)

井上･村上 6-2 6-7 6-2 荒川･大西(京産大)
酒井(同大)･松永(ﾌﾘｰ) 6-4 6-1 若林(東山 TC)･坂本(京都庭球友会)

(男子シングルス)
▽１回戦 津田侑季 7-5 安田(ﾊﾞﾙﾙ)

北村･吉田 1-6 4-6 斉木･前(SICTC)

▽準決勝 津田侑季 7-6 山田(ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ)

▽準々決勝 岩月･山口 5-7 6-4 6-3 斉木･前 (SICTC)

▽決 勝 津田侑季 7-6 東(ﾆｯｶｲ)

▽２回戦 井上賢典 1-6 1-6 劉 (ﾜｰﾙﾄﾞ) 山口尚吾 6-1 6-3 松永(ﾌﾘｰ)
▽準々決勝 山口尚吾 3-6 5-7 劉 (ﾜｰﾙﾄﾞ)

酒井(同大)･松永(ﾌﾘｰ)6-4 6-3 井上･村上(同大)
▽準決勝

２００４（平成１６年）年
【ＪＴＴ加西・アオノテニスオープン２００４】第８回
予選（ ４月
日～ ）
予選 (女子シングルス)

岩月･山口 6-4 6-2 小西(関外)･神保(大体)
酒井(同大)･松永(ﾌﾘｰ)6-0 6-3 佐野･河原(東山高)

▽決 勝

岩月･山口 7-5 6-3 酒井(同大)･松永(ﾌﾘｰ)
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野上令央奈 4-6 5-7 中西 (園田学園高)
本戦（ ５月
日～ ）
(女子シングルス)
▽１回戦
綾部真紀 6-0 6-0 川原 (中央林間ﾃﾆｽｽｸｰﾙ)

▽１R

▽2 回戦

▽1R

綾部真紀 2-6 2-6 伊藤 (相愛大)

(女子ダブルス)

▽１回戦

野上･小澤 7-5 3-6 4-6 伊藤･崔(園田女大)

小澤佳那子 6-0 豊田(GATTSU)

▽３R

小澤佳那子 6-1 黒宮(四日市商業)

▽FIN

小澤佳那子 6-3 後藤田(名張ﾛｲﾔﾙ)

小澤佳那子 6-0 6-0 鈴木(ﾁｪｱｰｽﾞ)

▽決 勝

小澤佳那子 6-4 6-2 藤堂(四日市 LTC)

２００４（平成１６年）年
【全日本テニス選手権】栃木県予選会
予選（ ５月
日～ ）
予選 (男子シングルス)
▽２R
山口尚吾 8-2 布施(宇都宮ｾﾝﾄﾗﾙ)
▽３R

山口尚吾 8-2 江田(ｻﾄｳ TC)

▽QF

山口尚吾 8-3 吉岡(ｻﾄｳ TC)

▽SF

山口尚吾 6-3 6-3

▽FIN

山口尚吾 6-2 4-6 6-2 森本昌泰(OB 旭硝子)

(ｻﾄｳ TC)

２００４（平成１６年）年
【アザレアオープン】
（ ５月
(男子シングルス)

▽１回戦

井上賢典 4-0 4-0 漆崎(清水町 TC)
井上賢典 4-0 3-5 1-0 森

(ｽﾏﾀﾞﾗ)

▽QF

井上賢典 4-1 4-2 林(神中 TC)

▽SF

井上賢典 4-2 4-1 坂川(TEAM ﾌﾟﾚｼﾞｬｰ)

▽FIN

井上賢典 4-5 1-4 内田(ﾔｽﾏ GTC)

▽2R

綾部真紀 4-0 4-1 内田(ﾃﾆｽｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ)

▽QF

綾部真紀 4-1 4-0 山形(神中 TC)

▽SF

綾部真紀 4-0 4-1 滝波(福井 TC)

▽FIN

綾部真紀 4-2 4-2 辻本(筑波大)

国体出場

２００４（平成１６年）年
【ＧＳ・YUASA・女子オープン２００４】
（ ９月１４日～ 京都市体育館）
(女子シングルス)
▽１回戦
小澤佳那子 4-6 5-7 内田(JAPAN)

本戦（ ５月
日～ ）
(女子シングルス)
▽１回戦
小澤佳那子 6-2 6-2 矢野(名張ﾛｲﾔﾙ)

▽準決勝

▽2R
▽3R

(女子シングルス)

２００４（平成１６年）年
【全日本テニス選手権】予選 兼【三重県選手権】
予選（ ４月
日～ ）
予選 (女子シングルス)
▽１R
小澤佳那子 6-0 藤井(ﾊﾛｰｽﾞ津)
▽２R

井上賢典 4-0 4-0 山田(神中 TC)

日～ ）

崎川紀明 0-6 1-6 山根(AtoZ)

２００４（平成１６）年
【国体京都府選手選考会】第５９回 予選
予選（ ６月
日～ ）
(男子シングルス) ＜一次ﾄｰﾅﾒﾝﾄ＞
▽１R 星 隆祐 3-6 武村(天理大) 山口尚吾 6-4 島田(ﾃﾆｽﾊｳｽ)

▽２Ｒ 山口尚吾 3-6 武村(天理大)
(男子シングルス) ＜二次ﾄｰﾅﾒﾝﾄ＞

▽１R 星 隆祐７-６ 山口尚吾(同大)
▽２R 星 隆祐７-５ 武村 (天理大)
▽３R 星 隆祐６-０ 島田 (ﾃﾆｽﾊｳｽ)
２００４（平成１６年）年
【福井県テニス選手権】北信越国体二次予選
（ ６月
日～ ）
(男子シングルス)
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