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２００５（平成１７）年 

◆社会：ﾍﾟｲｵﾌ全面解禁(4/1)。個人情報保護法施行(4/1)。 

        尼崎JR列車脱線事故(4/25)。 

        英国－同時多発ﾃﾛ事件(ﾛﾝﾄﾞﾝ地下鉄爆破)(7/7)。 
【京都議定書発行(2/)】 

★流行語：『想定外（内）』 

◇SPT ：(/～/)。 
◇本学ﾃﾆｽ：創部100周年記念式典 (3/5 ｳｴｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ)。 

<校祖墓参> 若王子山頂－新島 襄 墓前  全部員 (2/6)。 

＜合  宿＞ (3/7～ 5日間) 宮崎市総合運動公園－青島 水光苑 

 

２００５（平成１７）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】 

    （ ９月２０日～ ９月３０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 ３（複１－２ 単４－２）６ 立命大④ 

(ダブルス) （ ９／２０） 

No１○山口・酒井  ２－６ ６－３ ６－０ 川勝・森岡 
No２○村上・木山 ７－６ ３－６ 11－９  伊藤・徳毛 
No３×柴垣・土井 １－６ ３－６     岸野・高木 
(シングルス) 

No１○山口 尚吾 ７－６ ６－４     川勝 
No２×酒井 克己 １－６ ６－７     森岡 
No３×土井 悠次 ２－６ ２－６     高木 
No４×村上 誠稔 ２－６ ７－５ ３－６ 徳毛 
No５×木山 貴如 ６－７ １－６     伊藤 
No６×柴垣 昌志 ４－６ ７－６ １－６ 岸野 
 

× 同志社 ２（複０－３ 単２－４）７ 関 学① 

(ダブルス) （ ９／２３） 

No１×山口・酒井  １－６ ４－６     森谷・中山 
No２×村上・木山 ４－６ ３－６       坪田・佐藤(英) 
No３×柴垣・土井 ７－６ ６－７ ２－６ 高田・松田 
(シングルス) 

No１○山口 尚吾 ６－２ ７－５     田川 
No２○酒井 克己 ６－２ ６－３     乾野 
No３×土井 悠次 １－６ ４－６     渋谷(祐) 
No４×村上 誠稔 ０－６ ２－６     森谷 
No５×木山 貴如 １－６ ２－６     藤本 
No６×柴垣 昌志 ２－６ １－６     坪田 
 

× 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 近 大② 

(ダブルス)（ ９／２６） 

No１○山口・酒井  ６－１ ６－０     富宅・高津 
No２×村上・木山 ３－６ ２－６       前田・呉 
No３×柴垣・土井 ５－７ ６－７     平田・伊東 
(シングルス) 

No１○山口 尚吾 １－６ ６－４ 3-0RET 平田 
No２○酒井 克己 ７－５ ６－２     呉 
No３×土井 悠次 ６－２ ３－６ ２－６ 前田 
No４×村上 誠稔 ３－６ １－６     本岡 
No５○柴垣 昌志 ６－２ ６－３     富宅 
No６×木山 貴如 ３－６ ７－６ ４－６ 高津 
 

○ 同志社 ５（複１－２ 単４－２）４ 京産大⑥ 

(ダブルス) （ ９／２８） 

No１○山口・酒井  ６－４ ６－２     濱本・水谷 
No２×村上・木山 ６－７ ２－６      大西・川村 

No３×柴垣・土井 ３－６ ５－７     三宅・高 
(シングルス) 

No１○山口 尚吾 ４－６ ６－１ ６－３ 大西 
No２○酒井 克己 ６－３ ６－１     濱本 
No３×土井 悠次 ５－７ ２－６     三宅 
No４○木山 貴如 ６－２ ７－５     水谷 
No５×吉田  晃 ２－６ ５－７     高 
No６○柴垣 昌志 ６－４ ６－１     川村 
 

× 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 大体大③ 

(ダブルス) （ ９／３０） 

No１×山口・木山  ６－３ ４－６ １－６ 金重・中田 
No２×村上・土井 ２－６ ３－６      藪中・出井 
No３○酒井・柴垣 ６－１ ６－４     神保・貝野 
(シングルス) 

No１○山口 尚吾 ６－２ ６－１     中田 
No２○酒井 克己 ６－１ ６－４     藪中 
No３○土井 悠次 ７－５ ７－５     金重 
No４×柴垣 昌志 ２－６ ２－６     佐古 
No５×吉田  晃 ０－６ １－６     神保 
No６×木山 貴如 ４－６ ５－７     辻中 
 
＜男子１部リーグ⑤位＞    同志社大学 １勝４敗 
 

【入替戦】 

× 同志社 ４（複２－１ 単２－４）５ 神戸学院大 

＜１部⑤位＞              ＜２部②位＞ 

(ダブルス) （１０／９   ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲） 

No１○山口・井上  ６－３ ６－４     小川・平 
No２○酒井・柴垣 ７－５ ７－５      三宅・川津 
No３×村上・土井 １－６ ５－７     渡辺・三本 
(シングルス) 

No１○山口 尚吾 ６－１ ６－１     小川 
No２×井上 賢典 ４－６ １－６     三宅 
No３○酒井 克己 ６－２ ６－０     平 
No４×土井 悠次 ５－７ １－６     川津 
No５×木山 貴如 ０－６ ３－６     東口 
No６×柴垣 昌志 ６－４ ６－７ ５－７ 森口 
 

＜男子２部リーグ（降格）＞  同志社大学 

 

２００５（平成１７）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】   ＜女子の部＞ 

           （ ９月１７日～２５日 各大学） 
＜女子２部リーグ＞  （入替戦制 ５・６位－１・２位） 

○ 同志社 ４（複２－０ 単２－１）１ 甲南女大 

(ダブルス) （ ９／１７ 甲南女大） 

No１○小澤・太田 ６－１ ６－４     中井・久米 

No２○野上・石川 ６－３ ６－１     城下・河野 

(シングルス) 

No１○小澤佳那子 ６－２ ６－２     河野 

No２○太田 あや ６－１ ６－４     城下 

Ｎo３×磯部 起子 ４－６ ３－６     中井 
 

○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 甲南大 

(ダブルス) （ ９／１８ 甲南大） 

No１×野上・小澤 ３－６ ６－２ ６－８ 山田(絵)・田中 
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No２○磯部・太田 ７－５ ５－７ ６－２ 石川・山田(奈) 

(シングルス) 

No１○小澤佳那子 ６－０ ６－３     山田(絵) 
No２×石川小百合 ４－６ １－６     田中 

Ｎo３○太田 あや ６－３ ６－３     山田(奈) 

 

○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 大体大 

(ダブルス) （ ９／２１ 大体大） 

No１○小澤・磯部 ７－５ ６－２     谷井・吉田 

No２×野上・太田 ４－６ ３－６     小田・水田 

(シングルス) 

No１○小澤佳那子 ６－３ ６－１     谷井 

No２○太田 あや ６－２ ６－３     吉田 

Ｎo３×磯部 起子 ６－３ ２－６ １－６ 水田 

 

× 同志社 １（複０－２ 単１－２）４ 武庫川女大 

(ダブルス) （ ９／２４ 武庫川女大） 

No１×小澤・磯部 ４－６ ４－６     竹嶌・上赤 

No２×野上・太田 ２－６ ６－７     若竹・山手 

(シングルス) 

No１×小澤佳那子 ３－６ ６－７     竹嶌 

No２×石川小百合 ０－６ ３－６     上赤 

Ｎo３○太田 あや ６－１ ６－４     若竹 

 

○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 関西外大 

(ダブルス) （ ９／２５ 同志社－田辺） 

No１×小澤・太田 ４－６ ４－６     村山・高橋 

No２○野上・磯部 ６－４ ６－７ ６－３ 今井・東 

(シングルス) 

No１○小澤佳那子 ６－２ ６－０     今井 

No２×石川小百合 ２－６ ２－６     村山 

Ｎo３○太田 あや ６－４ ６－１     石坂 

 

＜女子２部リーグ③位＞  同志社大学（女子）４勝１敗 

 

２００５（平成１７）年 

【定期戦】     対 京都大学戦 

           （０３月  日 ） 

○ 同志社 ７（複３－０ 単４－２）２ 京都大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○酒井・北村 ６－２ ６－０     奥宮・芝崎 

Ｎo２○井上・柴垣 ６－２ ６－１     小島・鈴木 

Ｎo３○鳥屋・村上 ６－２ ７－６③    岡崎・中河 
 (シングルス) 

No１○井上 賢典 ６－２ ４－６ ６－４ 奥宮 

No２×村上 誠稔 ０－６ ６－４ ４－６ 芝崎 

No３○木山 貴如 ６－３ ６－３     岡崎 

No４○柴垣 昌志 ６－１ ６－０     金子 
No５○鳥屋 太希 ６－４ ４－６ ６－４ 井下 

No６×吉田  晃 ２－６ ３－６     中河 
 

２００５（平成１７）年 

【対抗戦】     対 関西大学 

           （０７月  日 同志社－田辺） 

○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 関西大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○酒井・山口 ６－４ ６－２     藤沢・山本 

Ｎo２×井上・村上 ６－１ ６－７ ４－６ 山下・山本 

Ｎo３○柴垣・土井 ６－３ １－６ ６－１ 山下・渡利 
 (シングルス) 

No１○山口 尚吾 ７－６ ６－１      藤沢 

No２○酒井 克己 ６－３ ０－６ ７－５ 山本 

No３×井上 賢典 ７－６ ６－７ ４－６ 小川 

No４○土井 悠次 ４－６ ６－０ ７－５ 酒井 
No５×吉田  晃 ４－６ ４－６     堀田 

No６×柴垣 昌志 ３－６ ２－６     山下 

 

２００５（平成１７）年 

【対抗戦】     対 甲南大学戦 

           （０７月  日 同志社－田辺） 

○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 甲南大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○酒井・山口 ６－１ ６－２     金原・白根 

Ｎo２○井上・村上 ６－３ ６－１     吉川・岡田 

Ｎo３○柴垣・土井 ４－６ ６－０ ６－１ 岩越・吉原 
 (シングルス) 

No１○山口 尚吾 ７－５ ６－２      金原 

No２○酒井 克己 ６－３ ６－１     吉川 

No３○井上 賢典 ６－２ ６－３     岩城 

No４○土井 悠次 ７－５ ５－７ ８－６ 白根 
No５×吉田  晃 １－６ ５－７     佐々木 

No６○柴垣 昌志 ６－２ ６－３     吉本 
 

２００５（平成１７）年 

【対抗戦】     対 亜細亜大学戦 

           （０８月  日 同志社－田辺） 

× 同志社 １（複０－３ 単１－５）８ 亜細亜大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×酒井・山口 ４－６ １－６     古木・佐地 

Ｎo２×井上・村上 ３－６ １－６     村居・新谷 

Ｎo３×柴垣・土井 ６－７ ３－６     小松・垣内 
 (シングルス) 

No１○山口 尚吾 ６－２ ６－１      佐地 

No２×酒井 克己 ６－４ ３－６ ２－６ 古木 

No３×井上 賢典 ６－３ ３－６ ２－６ 垣内 
No４×土井 悠次 ４－６ ３－６     村居 
No５×柴垣 昌志 ２－６ ４－６     新谷 

No６×木山 貴如 ４－６ ４－６     穴田 
 

２００５（平成１７）年 

【対抗戦】     対 龍谷大学戦   ＜女子の部＞ 

           （０６月  日 ） 

  同志社 ２（複２－０ 単 － ）  龍谷大 

 (ダブルス)           ３引分 

Ｎo１○堀川・吉澤 ５－７ ６－２ ６－１ 丸井・長尾 

Ｎo２○大野・石川 ６－０ ２－６ ６－２ 植村・小西 

（シングルス） 

Ｎo１ 堀川 真菜 ０－３ 雨天中止    小西 

Ｎo２ 吉澤亜希子 ２－１ 雨天中止    植村 
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Ｎo３ 石川小百合 ２－０ 雨天中止    丸井 

 

２００５（平成１７）年 

【対抗戦】     対 関西外国語大学戦 ＜女子の部＞ 

           （０８月２９日 ） 

  同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 関西外大 

 (ダブルス)           ３引分 

Ｎo１×野上・小澤 ７－６ ３－６ ３－６ 村山・高橋 

Ｎo２○磯部・太田 ５－７ ７－６ ６－２ 東 ・小林 

（シングルス） 

Ｎo１○小澤佳那子 ６－４ ６－２     東 

Ｎo２×太田 あや ４－６ ５－７     村山 

Ｎo３○石川小百合 ７－６ ６－２     今井 

 

２００５（平成１７）年 

【対抗戦】     対 関西学院大学戦 ＜女子の部＞ 

           （０８月  日 関学大－） 

× 同志社 １（複１－１ 単０－３）４ 関学大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○野上・小澤 ６－４ ３－６ ７－５ 阿部・加藤 

Ｎo２×磯部・太田 ６－１ ３－６ １－６ 藤野・須加田 

（シングルス） 

Ｎo１×小澤佳那子 ６－１ ３－６ １－６ 加藤 

Ｎo２×磯部 起子 ４－６ ２－６     藤野 

Ｎo３×太田 あや ５－７ ４－６     須加田 

 

２００５（平成１７）年 

【定期戦】第７５回 対 立教大学戦 

           （１２月１１日 同志社－田辺） 

○ 同志社 ６（複３－０ 単３－３）３ 立教大 

（同志社ﾒﾝﾊﾞｰ）主将 山口尚吾  （立教ﾒﾝﾊﾞｰ）主将 
 (ダブルス) 

Ｎo１○山口・酒井 ６－１ ６－３     五味・高橋 

Ｎo２○井上・村上 ６－７ ６－４ ８－６ 鏑木・都筑 

Ｎo３○柴垣・土井 ６－１ ７－６     佐藤・林 
 (シングルス) 

No１○山口 尚吾 ６－０ ６－０     佐藤 

No２○井上 賢典 ６－２ ６－３     鏑木 

No３○酒井 克己 ６－２ ６－１     都筑 

No４×土井 悠次 ３－６ ２－６     五味 
No５×柴垣 昌志 ４－６ ４－６     林 

No６×木山 貴如 ７－５ ５－７ ６－８ 高橋 

 
２００５（平成１７）年 

【対抗戦】     対 立教大学戦   ＜女子の部＞ 

          （１２月１１日 同志社－田辺） 

× 同志社 ３（複１－１ 単２－３）４ 立教大 

（同志社ﾒﾝﾊﾞｰ）主将 小澤佳那子  （立教ﾒﾝﾊﾞｰ）主将 
(ダブルス) 

No１×大野・川重 １－６ ３－６     戸澤・塚田 

No２○青木・山形 ６－４ ６－０     福田・五味 

(シングルス) 

No１×太田 あや ５－７ ６－３ ５－７ 戸澤 

No２×吉澤亜希子 ５－７ ６－３ ６－７ 塚田 

Ｎo３○堀川 真菜 ６－０ ６－３     福田 

No４○橋本 康代 ６－１ ６－０     五味 

No５×林  綾子 ２－６ ７－５ ３－６ 涌井 

 

２００５（平成１７）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 

           （０４月２９日～５月１０日 各大学） 
予選 (男子シングルス) 

▽１R   宮本健司６-０６-０登山(大経大) 

鳥屋太希６-２６-３中島(滋賀大) 北村貴信６-１６-２榎並(滋賀大) 

吉田  晃 def 増田(京外大)   木山貴如６-０６-１小川(滋賀大) 

津田侑季1-6 6-1 6-3辰巳(近大) 柴垣昌史６-０６-０園原(摂 大) 

小川拓馬７-６６-２増田(阪大) 中村慎吾２-６１-６原田(神院大) 

▽２R   宮本健司３-６４-６近藤(関外大)  北村貴信 

鳥屋太希６-０６-１田窪(大市大) 吉田 晃６-３６-０中島(大市大) 

木山貴如６-３６-０近藤(阪外大) 津田侑季６-１６-２洪 (関 大) 

柴垣昌史3-6 6-2 6-4深谷(関大)  小川拓馬６-１６-７ 

▽３R   鳥屋太希０-６４-６萩森(龍谷大) 

村上誠稔６-２６-４南埜(桃山大) 吉田 晃６-４６-１中村(国際大) 

木山貴如６-０７-６飯降(大体) 津田侑季6-2 4-6 2-6平井(大体大) 

柴垣昌史６-２６-４本倉(獨協大) 小川拓馬２-６１-６柳澤(龍大) 

▽FIN   村上誠稔6-4 5-7 1-6元木(天理大) 

吉田 晃４-６２-６酒井(関西大) 木山貴如４-６３-６西山(神 大) 

柴垣昌史6-7 6-3 2-6-田中(関学大) 
予選 (男子ダブルス) 

▽１R   宮本･中村6-1 6-4佐藤･西本(滋賀大) 

北村(同大)･斉田(立命) 6-1 6-0浅野･高井(京産大) 

吉田･津田def黒澤･菊川(国仏大) 

▽２R   宮本･中村2-6 5-7西岡･小林(関外大) 

鳥屋･村上 6-2 6-3 菅 ･山根(大経大) 

井上･柴垣 6-1 6-1堀口･渡辺(帝 大) 

北村(同大)･斉田(立命) 1-6 3-6澄本･岸 (京工大) 

吉田･津田 6-2 4-6 6-4南埜･若野(関 大) 

木山･土井6-0 6-1志芝･仁川(大経法大) 

▽３R   鳥屋･村上 6-3 6-4飯降･安丸(大体大) 

井上･柴垣 6-2 6-0金子･河合(阪 大) 

吉田･津田 3-6 3-6 宮西･元木(天理大) 

木山･土井6-4 6-1東 ･増田(阪 大) 

▽FIN   鳥屋･村上 2-6 1-6三宅･川村(京産大) 

井上･柴垣 2-6 4-6福田･西山(関 大) 

木山･土井4-6 4-6小川･山本 
予選 (女子シングルス) 

▽１R   森田 綾１-６２-６河原(神大) 

▽２R   福井暢子６-３６-４徳田(関外大) 

青木真帆3-６5-７岩出(大体大) 磯部起子６-1６-0江口(国際大) 

大野真生1-6 ６-2 ６-4井上(神院) 須藤聡子６-0６-1岩城(大体) 

前田奈浦子６-２６-１山田(国際大) 石川小百合def田村(滋賀大) 

太田あや６-4６-3小田原(奈良女) 林 綾子1-６2-６竹原(甲南女) 

川重多衣子６-2６-1北澤(大市) 山形奈緒美７-6６-4松下(関外) 

堀川真菜６-3６-3馬越(仏大)吉澤亜希子６-0６-2中井(甲南女大) 

▽３R   福井暢子０-６５-７松尾(立命大) 

青木真帆3-６5-７岩出(大体大) 磯部起子６-2６-3原田(関外大) 
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大野真生2-6 3-6長谷(松蔭女大) 須藤聡子0-6 1-6尾崎(京産大) 

前田奈浦子6-2 6-2唐下(関外大) 石川小百合1-6 1-6森 (龍大) 

太田あや6-0 6-1習田(関外女) 川重多衣子1-6 2-6水田(大体大) 

山形奈緒美0-6 0-6峯垣(園女大) 堀川真菜6-3 6-1妹尾(甲南大) 

吉澤亜希子6-2 6-2竹田(関外大) 

▽FIN   前田奈浦子5-７2-６米山(立命大) 

磯部起子2-6 2-6須賀田(関学) 太田あや4-6 4-6池元(松蔭女) 

堀川真菜6-3 6-1森 (大体大) 吉澤亜希子0-6 2-6堂野(京産大) 
予選 (女子ダブルス) 

▽１R  福井･吉澤6-0 6-0吉岡(大工大)･丹 (電通大) 

青木･森田6-0 6-0大野･大石(京教大) 

林 ･川重6-2 6-1南波･平安山(獨協大) 

▽２R  野上･小澤6-0 6-0藤田･後藤(京教大) 

福井･吉澤3-6 6-7高山･松岡(関外大) 

青木･森田3-6 2-6東 ･小林(関外大) 

大野･石川6-1 6-0村上(大手前)･谷澤(神院大) 

前田･堀川6-0 6-0井上･清水(京教大) 

磯部･太田6-0 6-0古西･芳田(国仏大) 

須藤･山形6-4 7-6河村･菊池(大体大) 

林 ･川重6-4 6-0東野･大森(相愛大) 

▽３R  野上･小澤6-0 6-0浜上･山薗(大体大) 

大野･石川6-3 6-1丸井･森 (龍谷大) 

前田･堀川3-6 6-1 6-4小浜･原 (関外大) 

磯部･太田6-4 6-3内海･岩出(関外大) 

須藤･山形6-1 6-2河原･西山(神 大) 

林 ･川重0-6 3-6峯垣･嵯峨(園田大) 

▽FIN  野上･小澤6-1 6-1村田･西本(関外大) 

大野･石川1-6 6-2 7-6竹田･酒井(関外大) 

前田･堀川2-6 1-6森 ･猿田(松蔭女大) 

磯部･太田6-2 2-6 6-2田中･山田(甲南大) 

須藤･山形2-6 3-6正司･吉永(立命大) 

林 ･川重0-6 3-6峯垣･嵯峨(園田大) 

 
２００５（平成１７）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 

           （ ５月２９日～６月５日 靭TC） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦 

土井 悠次 ６－２ ３－６ ６－３ 金原   （甲南大） 

▽2回戦 

井上 賢典 ７－６ ６－２     平岡   （関学大） 

酒井 克己 ６－３ ６－１     山口   （大体大） 

山口 尚吾 ７－６ ６－０     野崎   （関外大） 

土井 悠次 ６－３ ７－６     富宅   （近 大） 

▽３回戦 

井上 賢典 ４－６ ２－６     柏    （京 大） 

酒井 克己 ４－６ ３－６     藤本   （関学大） 

山口 尚吾 ６－１ ６－２     久森   （龍谷大） 

土井 悠次 ３－６ ４－６     呉    （近 大） 

▽4回戦 

山口 尚吾 ６－４ ６－２     呉    （近 大） 

▽準々決勝 

山口 尚吾 ６－２ ６－２     田川   （関学大） 

▽準決勝 

山口 尚吾 ６－１ ６－１     乾野   （関学大） 

▽決 勝 

山口 尚吾 ６－１ ６－４     岡田   （関学大） 
〈優 勝〉 

 (男子ダブルス) 

▽２回戦 

山口・酒井 ７－５ ７－６     田川・松田（関学大） 

▽３回戦 

山口・酒井 ６－２ ６－１     前田(大市)・河村(電通) 

▽準々決勝 

山口・酒井 ３－６ ６－３ ４－６ 森谷・渋谷(洋)(関学大) 

 (女子シングルス) 

▽1回戦 

野上玲央奈 ６－３ ６－４     秦   （園田女大） 

小澤佳那子 ６－１ ６－０     山下  （松蔭女大） 

堀川 真菜 １－６ １－６     加藤   （関学大） 

▽2回戦 

野上玲央奈 ０－６ １－６     伊藤(亜) （相愛大） 

小澤佳那子 ６－３ ６－１     東    （関外大） 

▽３回戦 

小澤佳那子 ４－６ ２－６     加藤   （関学大） 
 (女子ダブルス) 

▽1回戦 

野上・小澤 ５－７ ６－２ ０－６ 川床・東（園田女大） 

大野・石川 ０－６ １－６    伊藤(和)・大西(園田女大) 

磯部・太田 ７－６ ３－６ ０－６ 山田(絵)・石川(甲南大) 
 

▽インカレ選考試合－男子単(負け残り) 
S1R 野上玲央奈 ４－８ 若竹（武庫川女大） 

S2R 野上玲央奈  def   山手（武庫川女大） 

 
２００５（平成１７）年 

【関西学生テニス選手権】 

           （ ８月１６日～２７日 各大学） 
予選 (男子シングルス) 

▽２R  宮本健司def中西(大商大) 鳥屋太希def上田(近福大) 

村上誠稔6-1 6-1三ﾂ谷(京府大)  北村貴信6-4 6-1 

小川拓馬7-6 4-6 6-4宮崎(京大) 中村慎吾7-5 4-6 6-2岡本(滋県大) 

▽３R  宮本健司1-6 0-6 柳井(神院大) 

鳥屋太希6-1 6-4 末吉(大経大)   村上誠稔6-3 6-3中島(滋大) 

北村貴信7-5 6-3 松下(滋大)     吉田  晃6-0 6-0田中(仏大) 

柴垣昌志6-2 6-3河野(甲南大)    木山貴如6-1 6-0梅上(仏大) 

津田侑季3-6 7-5 6-1岡藤(大工大) 小川拓馬6-4 7-6 住本(龍大) 

中村慎吾7-5 4-6 6-2西口(大市大)   山崎康史6-4 6-4堤 (国際大) 

▽４R  鳥屋太希1-6 6-1 6-4 井上(滋大) 
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村上誠稔6-0 2-6 7-5立野(大体大)  北村貴信6-0 6-1英 (兵県大) 

吉田  晃6-4 6-3入江(関学大)  柴垣昌志6-0 6-2堀川(関大) 

木山貴如6-1 6-0日口(阪外大)  津田侑季2-6 0-6萩森(龍大) 

小川拓馬4-6 6-1 3-6 幸林(大工大) 中村慎吾5-7 3-6斉田(立命大)   

山崎康史2-6 7-5 6-3山本(大工大) 

▽FIN  鳥屋太希3-6 2-6 田中(関学大) 

村上誠稔6-0 6-2清水(関大)  北村貴信0-6 6-3 1-6前田(大市大) 

吉田  晃4-6 3-6磯田(関大) 柴垣昌志3-6 2-6佐古(大体大) 

木山貴如6-2 3-6 3-6川津(神院大) 山崎康史3-6 1-6森口(神院大) 
予選 (男子ダブルス) 

▽２R   宮本･鳥屋def小東･達脇(京府大) 

井上･村上 6-0 6-0 蔵富･廣瀬(滋大) 

北村･山崎 6-3 7-5西口･大林(大市大) 

木山･吉田 7-6 6-7 3-6新居･原田(神院大) 

柴垣･土井 6-0 6-0 上野･橘 (相愛大) 

津田･小川 6-1 6-3 神戸･山本(阪大) 

中村(同大)･萩野(近大) 0-6 6-0 6-3窪田･山口(電通大) 

▽３R   宮本･鳥屋def志茂･太田(大経法大) 

井上･村上 6-1 6-1花本･松岡(大商大) 

北村･山崎 6-2 6-0土井･里吉(大商大) 

柴垣･土井 6-1 6-0 浅野･義川(京産大) 

津田･小川 4-6 4-6 河野･佐々木(甲南大) 

中村(同大)･萩野(近大) 1-6 3-6吉垣内･柳澤(龍大) 

▽４R   宮本･鳥屋3-6 3-6臼木･岸本(追大) 

井上･村上 6-3 7-6金原･白根(甲南大) 

北村･山崎 4-6 4-6石堂･水野(阪大) 

柴垣･土井 6-2 6-2 細川･園田(龍大) 

▽FIN   井上･村上 6-0 6-1名尾･中野(神院大) 

柴垣･土井 7-6 6-7 4-6 佐藤･小柴(近大) 
予選 (女子シングルス) 

▽１R   福井暢子7-5 3-6 2-6森崎(武庫川) 

青木真帆6-2 6-0田中(滋大)  磯部起子6-0 6-0 松村(梅花大) 

大野真生7-6 6-4 河原(武庫川)  須藤聡子6-0 6-0 白井(関大) 

石川小百合6-1 6-1島田(国際大) 太田あや6-0 6-0米崎(奈教女) 

林 綾子7-5 6-7 4-6植月(阪大) 川重多衣子6-0 6-0 松本(桃大) 

森田 綾6-0 6-0長縄(桃大)    山形奈緒美6-0 6-0岩崎(桃大) 

▽２R   青木真帆6-3 6-0吉川(立命大) 

磯部起子6-0 6-0 久保(大体) 大野真生4-6 1-6 佐々木(園田女) 

須藤聡子6-1 6-1 習田(関外大) 石川小百合6-1 4-6 6-1長尾(龍大) 

太田あや6-0 6-0三浦(大市大) 川重多衣子6-1 6-1 中本(大体大) 

堀川真菜6-1 6-1 馬越(仏大)  森田 綾7-6 4-6 1-6三原(大体大) 

山形奈緒美2-6 1-6原(大体大) 吉澤亜希子6-0 6-1 高橋(国際大) 

▽３R   青木真帆0-6 3-6小西(龍大) 

磯部起子6-4 4-6 4-6 西浜(神大) 須藤聡子1-6 4-6 吉山(大教大) 

石川小百合6-3 6-1前田(関学大) 太田あや6-0 6-2中瀬古(神大) 

川重多衣子3-6 4-6 酒井(関外大) 堀川真菜6-2 6-1 古城(常磐会) 

吉澤亜希子6-0 6-0 内田(武庫川) 

▽FIN   石川小百合6-2 6-3内田(関外大) 

太田あや6-4 4-6 6-2東 (園田女)  堀川真菜6-7 2-6 川崎(京産大) 

吉澤亜希子6-1 6-2 石坂(関外大) 
予選 (女子ダブルス) 

▽１R  福井･林 6-0 6-0大滝･下田(兵県大) 

大野･石川6-0 6-0吉岡･山口(大工大) 

青木･森田def三浦･渡辺(大市大) 

吉澤･堀川6-0 6-0 幸前･勇 (和大) 

▽２R  野上･小澤6-0 6-0中野･杉本(和大) 

福井･林 4-6 2-6西浜･河原(神大) 

磯部･太田6-0 6-0井上･大石(京教大) 

大野･石川6-0 6-0宗元･山本(奈教大) 

須藤･山形6-0 6-0中村･井谷(和大) 

吉澤･堀川6-2 6-2砂山･熊谷(園田女大) 

川重(同大)･山本(関大) 7-6 4-6 6-2西本･松岡(関外大) 

▽３R  野上･小澤6-1 6-0池田･芳野(武庫川) 

磯部･太田6-2 6-2小浜･原 (大体大) 

大野･石川6-4 6-2川崎･百村(京産大) 

須藤･山形6-4 7-6太田･山本(阪大) 

吉澤･堀川1-6 2-6葉山･北野(松蔭女大) 

川重(同大)･山本(関大) 7-5 2-6 3-6三原･前田(関学大) 

▽FIN  野上･小澤6-2 6-2森 ･丸井(龍大) 

磯部･太田6-4 6-3内田･中野(武庫川) 

大野･石川7-6 7-6内田･石坂(関外大) 

須藤･山形6-3 3-6 1-6 秦 ･嵯峨(園田女大) 

 
２００５（平成１７）年 

【関西学生テニス選手権】 

           （ ９月 １日～ ８日 靭ＴＣ） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦 

村上 誠稔 ２－６ ７－５ ５－７ 宮西   （天理大） 

▽2回戦 

山口 尚吾 ６－３ ６－３     西山   （神 大） 

酒井 克己 ６－３ ７－５     松本   （関 大） 

井上 賢典 ６－２ ６－０     野崎   （関 大） 

土井 悠次 ５－７ ６－３ 3-3RET 沢村   （神 大） 

▽３回戦 

山口 尚吾 ６－４ ６－２     濱本   （京産大） 

酒井 克己 ４－６ ２－６     中山   （関学大） 

井上 賢典 ６－４ ６－４     山本   （関学大） 

土井 悠次 ２－６ ４－６     坪田   （関学大） 

▽4回戦 

山口 尚吾 ７－５ ６－１     井上 賢典（同 大） 

▽準々決勝 

山口 尚吾 ６－４ ６－４     渋谷 (祐) （関学大） 

▽準決勝 

山口 尚吾 ６－３ ６－０     平田   （近 大） 

▽決 勝 

山口 尚吾 ６－０ ６－１     武村   （天理大） 
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〈優 勝〉 

 (男子ダブルス) 

▽1回戦 

井上・村上 ６－１ ６－４     中田・貝野（大体大） 

▽2回戦 

山口・酒井 ６－１ ６－４     徳毛・高木（立命大） 

井上・村上 ６－３ ６－１     桐谷・木村（関 大） 

▽3回戦 

山口・酒井 ６－０ ６－４     岸野・伊藤（立命大） 

井上・村上 ６－１ ４－６ ６－４ 畠中・田川（関学大） 

▽準々決勝 

山口・酒井 ４－６ ６－０ ７－６ 藤本・渋谷(祐)(関学大） 

井上・村上 ３－６ ６－３ １－６ 富宅・高津（近 大） 

▽準決勝 

山口・酒井 ６－１ ６－３     富宅・高津（近 大） 

▽決 勝 

山口・酒井 １－６ ２－６     森谷・中山（関学大） 
〈準優勝〉 

 (女子シングルス) 

▽1回戦 

小澤佳那子 ７－６ ６－３     猿田  （松蔭女大） 

太田 あや ２－６ １－６     富山   （相愛大） 

石川小百合 ６－３ ０－６ １－６ 東    （関外大） 

吉澤亜希子 ４－６ ２－６     杉山  （園田女大） 

▽2回戦 

小澤佳那子 ６－２ ３－６ ６－３ 池元  （松蔭女大） 

▽３回戦 

小澤佳那子 ４－６ ３－６     竹島 （武庫川女大） 
 (女子ダブルス) 

▽1回戦 

野上・小澤 ０－６ ０－６     伊藤・大西(園田女大) 

磯部・太田 ６－２ ３－６ ６－３ 内海・小田（大体大） 

大野・石川 １－６ ４－６     森岡・濱條(園田女大) 

▽２回戦 

磯部・太田 １－６ ３－６     森 ・猿田（松蔭女大） 
 

２００５（平成１７）年 

【関西学生地域 (京都地区)テニストーナメント】 

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

▽２回戦  宮本 健司8-1田野(京 大) 
鳥屋 太希8-0高橋(京工大)   北村 貴信def今村(龍谷大) 

井上 賢典def堤 (仏 大)      村上 誠稔8-0中村(京教大) 
木山 貴如8-1小林(京工大)   柴垣 昌志8-1越智(京 大) 

津田 侑季9-8井上(京 大)   吉田  晃8-0谷 (京教大) 

▽３回戦  宮本 健司8-6松村(立命大) 

鳥屋 太希8-6吉垣内(龍谷大)  北村 貴信8-1三好(京 大) 

井上 賢典8-0山下(京園大)      村上 誠稔8-4大塚(京 大) 
木山 貴如8-2柳沢(龍谷大)   柴垣 昌志6-8濱本(京産大) 

津田 侑季8-0山崎(京教大)   吉田  晃8-0浅野(京産大) 

▽４回戦  宮本 健司3-8久森(龍谷大) 

鳥屋 太希3-8斉田(立命大)   北村 貴信1-8水谷(京産大) 

井上 賢典8-3平野(京工大)      村上 誠稔8-5加藤(京 大) 
木山 貴如8-0佐藤(京園大)   津田 侑季3-8徳毛(立命大) 

吉田  晃4-8芝崎(京 大) 

▽５回戦  井上 賢典5-8萩森(龍谷大) 

村上 誠稔8-6木山 貴如(同大) 

▽準々決勝 

村上 誠稔 ２－６ ７－６ ６－７ 濱本    (京産大) 

 (男子ダブルス) 

▽２回戦  宮本・木山8-2田中･宮崎(京大) 

鳥屋・村上8-3佐藤･谷 (京園)  山口・井上8-0三吉･遠藤(京大) 

北村・柴垣8-4中河･井上(京大)  津田・吉田8-0三浦･山下(京園) 

▽３回戦  宮本・木山5-8奥村･岡田(龍大) 

鳥屋・村上def中村･山下(京教)  山口・井上8-0重田･中安(京園) 

北村・柴垣5-8佐野･柳沢(龍大) 津田・吉田4-8今村･吉垣内(龍大) 

▽４回戦  鳥屋・村上8-4住本･萩森(龍大) 

山口・井上8-0植原･沖 (京大) 

▽準々決勝 

鳥屋・村上 ５－７ ６－４ ６－２ 佐藤・柳澤 （龍谷大） 

山口・井上 ６－４ ６－４     大吉・久森 （龍谷大） 

▽準決勝 

山口・井上 ６－２ ７－６     鳥屋・村上 （同 大） 

▽決 勝 

山口・井上 ６－１ ６－０     大西・濱本 （京産大） 

〈優 勝〉 

 (女子シングルス) 

▽１回戦  福井 暢子8-2尼丁（京教大） 

磯部 起子8-0藤田（京教大）  青木 麻帆8-0宮崎（京 大） 

大野 真生8-1大野（京教大）  前田奈浦子8-0寺井（京 大） 

石川小百合8-1向島（京 大）  林  綾子8-1堤 （京外大） 

太田 あや8-1前 （仏 大） 

▽２回戦  福井 暢子8-2馬場（立命大） 

磯部 起子8-5川崎（京産大）  青木 麻帆1-8丸井（龍 大） 

大野 真生def吉永（立命大）  前田奈浦子 

石川小百合8-1清水（京教大）  林  綾子0-8植村（京外大） 

太田 あや8-0井上（京教大） 

▽３回戦  福井 暢子0-8尾崎（京産大） 

磯部 起子7-9錦織（立命大）  大野 真生5-8森 （龍 大） 

石川小百合6-8西村（立命大）  太田 あやdef福永（京 大） 

▽準々決勝 

太田 あや ４－６ ６－３ ７－５ 小西   （龍 大） 

▽準決勝 

太田 あや ４－６ ７－５ ３－６ 西村   （立命大） 

 (女子ダブルス) 

▽１回戦  福井(同大)・馬場(立命)8-0堤･増田(京外大) 

磯部・前田8-2川崎(京産)･高橋(立命) 

大野・石川8-2田中･宮路(滋大)  青木・林 def武内・渡口(京外) 
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▽２回戦  福井(同大)・馬場(立命)8-4向島･島本(京大) 

磯部・前田def 井上･清水(京教) 小澤・太田8-1龍尾･島村(ダム女) 

大野・石川9-8植村･小西(龍大) 青木・林  5-8前 ・谷口(仏大) 

▽準々決勝 

小澤・太田 ６－０ ６－１     福井(同大)・馬場(立命) 

磯部・前田 ６－４ ６－３     森 ・丸井 （龍谷大） 

▽準決勝 

小澤・太田 ６－４ ６－２     中井・尾崎 （京産大） 

磯部・前田 ６－４ ４－６ ６－７ 谷口・堂野 （京産大） 

▽決 勝 

小澤・太田 ３－６ ４－６     谷口・堂野 （京産大） 
〈準優勝〉 

 
２００５（平成１７）年 

【関西学生チャレンジテニストーナメント】 

           （ ６月２５日～7月７日 各大学） 
(男子シングルス) 

▽２回戦  宮本 健司８-３藤庭(摂 大) 
北村 貴信８-２辻下(大教大)  村上 誠稔８-０川田(大府大) 

木山 貴如８-０元 (大経法大) 柴垣 昌志 def今岡(和 大) 

津田 侑季９-８平林(滋 大)  吉田  晃８-２藤原(大工大) 

小川 拓馬８-１河合(奈良大)  田原  惇３-８窪田(電通大) 
山崎 康史 def谷 (英知大) 

▽３回戦  宮本 健司３-8吉川(甲南大) 
北村 貴信４-８佐藤(近 大)  村上 誠稔８-３英 (兵県大) 

木山 貴如８-１高原(大産大)  柴垣 昌志８-１石川(京 大) 

津田 侑季８-５藤間(和 大)  吉田  晃８-３山下(滋 大) 

小川 拓馬６-８出井(立命大)  山崎 康史８-５板津(滋 大) 
▽４回戦  村上 誠稔４-８柳澤(龍 大) 
木山 貴如８-２東 (大工大)  柴垣 昌志８-２吉村(近 大) 

津田 侑季８-１梅崎(桃 大)  吉田  晃８-２山本(神外大) 

山崎 康史７-９中越(和 大) 
▽５回戦  木山 貴如６-８岡田(立命大) 
柴垣 昌志８-２北尾(関 大)  津田 侑季８-９平林(滋 大) 
吉田  晃８-４難波(関学大) 
▽６回戦  柴垣 昌志８-２神谷(大体大) 
吉田  晃８-３佐藤(近 大) 

▽７回戦  柴垣 昌志８-１金原(関 大) 
吉田  晃８-１小柴(関外大) 

▽準々決勝 柴垣 昌志 ４-６ ７-５ ６-７ 水谷(京産大) 
吉田  晃７-５ ６-3西山(吉田) 

▽準決勝  吉田  晃 ４-６ ６-３ ７-５ 柳澤(龍 大) 
▽決 勝  吉田  晃 ２-６ １-６     水谷(京産大) 
      〈準優勝〉 

 (男子ダブルス) 

▽２回戦  宮本･鳥屋８-０角田･山口(電通) 

井上･柴垣８-０吉田･平野(桃大)  北村･木山８-２行田･高原(大産) 

村上･土井８-３西山･水谷(京府)  津田･小川１-8松田･市野(関大) 

吉田･山崎８-２石川･赤間(京大)  田原･中村５-８塩田･川崎(流通) 

▽３回戦  宮本･鳥屋８-２岡田･津山(京園) 

井上･柴垣８-３榎原･阿部(天理)  北村･木山４-８吉村･佐藤(近大) 

村上･土井８-１石村･山崎(京府) 吉田･山崎８-２小竹･平井(大産) 

▽４回戦  宮本･鳥屋４-８和泉･松本(大体) 

井上･柴垣８-５山本･中島(滋大)  村上･土井８-３朝野･杉原(桃大) 

吉田･山崎８-３悦見･犬塚(和大) 

▽５回戦  井上･柴垣８-５清水･磯田(関大) 

村上･土井８-４沢村･西山(神大) 吉田･山崎８-５田中･西上(神大) 

▽６回戦  井上･柴垣４-8上地･伊勢(関学) 

村上･土井８-１洪 ･深谷(関大) 吉田･山崎８-６大槻･入江(関学) 

▽準々決勝 村上・土井 ６-１ ６-２     堀田･松本(関  大) 

      吉田・山崎 ３-６ ２-６     小柴･板東(関外大) 

▽準決勝  村上・土井 ３-６ ６-４ ４-６ 石川･大西(関外大) 

 (女子シングルス) 

▽２回戦  福井 暢子８-２石原(流通大) 

青木 麻帆８-１松本(大市大)   磯部 起子８-０清水(京教大) 

大野 真生８-０藤谷(大市大)   須藤 聡子８-０栗田(英知大) 

前田奈浦子８-０坂井(大工大)   石川小百合８-３日隅(追 大) 

太田 あや８-０大野(京教大)   林 綾子８-６比嘉(親和女大) 

川重多衣子８-０河江(兵県大)   森田 綾８-０河江(兵県大) 

山形奈緒美８-０中川(神外大)  吉澤亜希子８-０御原(親和女大) 

▽３回戦  福井 暢子８-３松山(大市大) 

青木 麻帆７-９渡辺(常磐会)  磯部 起子８-０竹原(甲南女大) 

大野 真生８-２北田(兵県大)   須藤 聡子３-８吉野(武庫川) 

前田奈浦子８-３清水(武庫川)  石川小百合８-１山崎(親和女大) 

太田 あや８-０洲崎(大市大)   林 綾子３-８丸井(龍谷大) 

川重多衣子８-４安 (甲南大)   森田 綾８-５山口(親和女大) 

山形奈緒美６-８松岡(関外大)   吉澤亜希子８-０鈴木(大市大) 

▽４回戦  福井 暢子８-４秋山(親和女大) 

磯部 起子８-１藤田(立命大)  大野 真生８-９中井(甲南女大) 

前田奈浦子３-８河原(神 大)  石川小百合８-０吉川(立命大) 

太田 あや８-２清水(天理大)  川重多衣子６-８酒井(関外大) 

森田  綾５-８奥田(関学大)  山形奈緒美６-８松岡(関外大) 

吉澤亜希子８-４矢野(国際大) 

▽５回戦  福井 暢子２-８内田(関外大) 

磯部 起子８-１中野(武庫川)  石川小百合８-２竹田(関外大) 

太田 あや８-２北島(大教大)  吉澤亜希子９-７西本(関外大) 

▽６回戦  磯部 起子８-２田中(関学大) 

石川小百合５-８石川(甲南大)  太田 あや８-０原田(関外大) 

吉澤亜希子８-5内田(関外大) 

▽準々決勝 磯部 起子 ６-４ ６-４     百村(京産大) 

      吉澤亜希子 ６-４ ２-６ ４-６ 太田 あや(同 大) 

▽準決勝   磯部 起子 ６-７ ６-４ ７-５ 吉澤亜希子(同  大) 

▽決 勝   磯部 起子 ６-３ ６-２     錦織(立命大) 

      〈優 勝〉 

 (女子ダブルス) 

▽２回戦  福井･吉澤8-1尼丁･後藤(京教大) 

青木･森田7-9久米･安 (甲南女大) 

須藤･山形8-2引地･小倉(桃大) 前田･堀川8-0渡辺･川藤(常磐会) 

林 ･川重8-2黒田･小平(大手前) 
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▽３回戦  福井･吉澤8-3中西･谷口(神大) 

須藤･山形8-0中谷･吉野(関大) 前田･堀川8-0市村･三木(追大) 

林 ･川重1-8太田･山本(阪大) 

▽４回戦  福井･吉澤5-８城下･河野(甲南女大) 

須藤･山形8-6唐下･高山(関外大) 前田･堀川7-9谷･原田(関外大) 

▽５回戦  須藤･山形5-8朝比奈･前田(関学大) 

 
２００５（平成１７）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   村上誠稔6-4 6-2丹生(桃大) 

北村貴信6-1 6-0西村(摂大)   木山貴如6-0 6-1高橋(京園大) 
柴垣昌志6-2 6-1阿部(大体大)  吉田 晃7-5 6-3嶋田(相愛大) 

津田侑季6-1 6-2山側(大府大)  小川拓馬6-1 6-4中村(京産大) 

中村慎吾6-0 6-2田和(大市大) 山崎康史6-0 6-1小山(和大) 

▽３R   村上誠稔6-1 6-1津山(京園大) 

北村貴信6-3 2-6 4-6岡崎(京大) 木山貴如6-2 6-1工藤(電通大) 
柴垣昌志6-0 6-2小林(電通大)   吉田 晃6-3 6-2堤 (国際大) 

津田侑季6-3 6-0西上(神大)   小川拓馬5-7 2-6三ッ井(甲南大) 

中村慎吾3-6 2-6岩越(甲南大) 山崎康史6-1 6-0高森(摂大) 

▽４R   村上誠稔2-6 7-6 6-3桝本(龍谷大) 

木山貴如6-2 6-1渋沢(京大) 柴垣昌志6-3 6-1金田(大院大) 
吉田 晃6-4 6-0田野(京大) 津田侑季3-6 6-3 3-6飯降(大体大) 
山崎康史4-6 3-6山本(大工大) 

▽FIN   村上誠稔2-6 1-6石堂(阪大)  

木山貴如6-1 3-6 6-4伊藤(立命大) 柴垣昌志7-6 6-4萩原(関学大) 
吉田 晃2-6 0-6吉川(甲南大) 
予選 (男子ダブルス) 

▽２R   村上･柴垣 def 萬代･山下(京府大) 
北村･吉田6-2 4-6 6-3山崎･塩田(流通大) 
木山･土井6-0 6-0久保･松田(大工大) 
津田･山崎6-4 6-0石村･松浦(京教大) 
小川･中村6-0 6-0松山･小嶌(大府大) 
▽３R   村上･柴垣6-3 6-0林 ･瀬藤(大教大) 
北村･吉田6-1 6-0浅田･玉井(大工大) 
木山･土井6-2 6-0矢寺･高畑(追大) 
津田･山崎6-1 6-0水野･中村(阪大) 
小川･中村3-6 4-6佐藤･吉村(近大) 
▽４R   村上･柴垣7-5 6-3福井･佐々木(甲南大) 
北村･吉田6-3 3-6 6-4藤井･太田(滋大) 
木山･土井6-0 6-1稲山･平林(滋大) 
津田･山崎4-6 7-6 2-6中島･山本(滋大) 
▽FIN   村上･柴垣6-1 6-0佐藤･大杉(近大) 
北村･吉田6-7 1-6大槻･伊藤(関学大) 
木山･土井3-6 2-6黒田･塩田(大教大) 
予選 (女子シングルス) 

▽１R   青木麻帆6-1 6-3城間(阪大) 
森田 綾1-6 4-6村上(大手前大) 
▽２R   青木麻帆6-0 6-1矢ヶ崎(京大) 
磯部起子6-0 6-0重本(兵県大)  大野真生6-0 6-0吉岡(大工大) 
橋本康代 def  竹之熊(兵教大) 須藤聡子6-0 6-0黒田(大手前大) 
太田あや6-0 6-0城田(国際大) 石川小百合6-0 6-0金子(甲南女大) 
林 綾子5-7 1-6藤田(立命大)  吉澤亜希子6-0 6-1太田(大府大) 

堀川真菜6-1 6-0林 (京産大)  川重多衣子6-3 6-0千星(近大) 

山形奈緒美6-7 6-7妹尾(甲南大) 
▽３R   青木麻帆2-6 2-6長井(武庫川大) 
磯部起子6-2 6-1富田(大教大) 大野真生3-6 7-5 4-6森脇(大体大) 
橋本康代6-0 6-1中田(武庫川大)  須藤聡子6-1 6-3松下(関外大) 
太田あや6-0 6-0梅田(兵教大) 石川小百合7-6 6-4井上(関外大) 
吉澤亜希子def  川西(桃大)   堀川真菜7-5 6-2西本(関外大) 

川重多衣子6-3 4-6 1-6河村(大体大) 
▽FIN   磯部起子6-1 6-0山本(関学大) 
磯部起子6-2 6-1富田(大教大) 
橋本康代2-6 2-6水田(大体大)  須藤聡子6-1 6-3松下(関外大) 
太田あや6-2 6-4西浜(神大) 石川小百合6-0 6-3宮城(園田女大) 
吉澤亜希子3-6 2-6 6-3比嘉(大体) 堀川真菜4-6 6-1 6-3中井(京産) 

予選 (女子ダブルス) 

▽１R   青木･山形6-0 6-0熊沢･永井(阪外大) 
林 ･森田6-1 6-0竹野･眞砂(阪外大) 
▽２R   青木･山形7-5 1-6 6-3芳野･山本(武庫川大) 
林 ･森田6-3 0-6 6-3川原･青木(武庫川大) 
橋本･石川6-0 6-4後藤･清水(天理大)  
磯部･堀川6-1 6-0内谷･黒田(摂大) 
大野･川重6-2 6-2八田･中小田(びわこ大) 
須藤･吉澤6-4 6-0藤本･若林(国際大) 
▽３R   青木･山形1-6 6-0 6-4上田･酒井(関外大) 
林 ･森田2-6 1-6石坂･内田(関外大) 
橋本･石川6-1 6-2河村･小浜(大体大)  
磯部･堀川6-2 2-6 6-1小林･矢野(国際大) 
大野･川重7-5 2-6 4-6河原･西村(神大) 
須藤･吉澤7-5 6-1城下･河野(甲南女大) 
▽FIN   青木･山形2-6 0-6荒木･平松(大体大) 
橋本･石川6-3 2-6 1-6堂野･川崎(京産大) 
磯部･堀川6-3 6-1池元･葉山(松蔭女大) 
須藤･吉澤2-6 4-6上赤･長井(武庫川大) 
 
２００５（平成１７）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) 

▽１回戦 
木山 貴如 ４－６ ６－３ ４－６ 深谷    (関 大) 
柴垣 昌志 ２－６ ２－６     松本     (関 大) 
▽２回戦 
山口 尚吾 ６－３ ６－１     森口    (神院大) 
酒井 克己 ６－２ ６－４     高橋     (和 大) 
土井 悠次 ６－２ ６－３     福田    (関 大) 
▽３回戦 
山口 尚吾 ６－４ ７－６     脇     (関学大) 
酒井 克己 ２－６ ６－４ ６－７ 西山     (神 大) 
土井 悠次 ０－６ ２－６     中山    (関学大) 
▽４回戦 
山口 尚吾 ６－４ ６－３     山本    (関 大) 
▽準々決勝 
山口 尚吾 ６－２ ６－３     中山    (関学大) 
▽準決勝 
山口 尚吾 ３－６ ４－６     田川    (関学大) 
 (男子ダブルス) 
▽１回戦 
村上・柴垣 ２－６ ６－４ ２－６ 平田・永清 (近 大) 
▽２回戦 
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山口・酒井 ６－３ ６－３     磯田・深谷 (関 大) 
▽３回戦 
山口・酒井 ７－６ ６－１     小川・平  (神院大) 
▽準々決勝 
山口・酒井 ４－６ ７－６ ７－５ 脇 ・佐藤 (関学大) 
▽準決勝 
山口・酒井 ６－２ ６－２     高田・畠中 (関学大) 
▽決 勝 
山口・山口 １－６ ６－２ ６－７ 渋谷・中山 (関学大) 
〈準優勝〉 
 (女子シングルス) 

▽１回戦 
磯部 起子 ４－６ ２－６     葉山   (松蔭女大) 
太田 あや ６－０ ６－１     若竹   (武庫川大) 
石川小百合 １－６ ３－６     吉田    (大体大) 
吉澤亜希子 ２－６ ６－４ ３－６ 灰岡   (松蔭女大) 

堀川 真菜 ４－６ １－６     東    (園田女大) 

▽２回戦 
小澤加那子 １－６ ７－６ ２－６ 東    (園田女大) 
太田 あや ５－７ ６－４ ６－１ 灰岡   (松蔭女大) 
▽３回戦 
太田 あや ３－６ ０－６     森    (松蔭女大) 
(女子ダブルス) 

▽１回戦 
小澤・太田 ４－６ ６－４ ６－３ 加藤・須賀田(関学大) 
磯部・堀川 ２－６ ３－６     秦 ・嵯峨(園田女大) 
▽２回戦 
小澤・太田 ６－３ ６－２     杉山・峯垣(園田女大) 
▽準々決勝 
小澤・太田 ２－６ ６－７     森 ・猿田(松蔭女大) 
 

２００５（平成１７年）年 

【全日本学生テニス選手権】 

            （ ８月 ５日～１４日 昭和の森TC） 
(男子シングルス) 

▽１回戦 

酒井 克己 ６－４ ４－６ ４－６ 須賀（中央大） 

山口 尚吾 ６－４ ６－１     丹野（岐阜大） 

井上 賢典 ３－６ ２－６     大畑（法政大） 

土井 悠次 ２－６ １－６     高頭（法政大） 

▽２回戦 

山口 尚吾 ２－６ ６－２ ５－７ 畑中（関学大） 

(男子ダブルス) 

▽１回戦 

酒井・山口 ６－３ ７－５     豊永・武田（明治大） 

▽２回戦 

酒井・山口 ６－２ ７－６     村上・酒井（岡山理大） 

▽３回戦 

酒井・山口 ３－６ ６－３ ５－７ 和田・李 （日本大） 

(女子シングルス) 

▽２回戦 

小澤佳那子 ６－３ ６－３     米山（立命大） 

▽３回戦 

小澤佳那子 ６－２ ４－６ １－６ 深田（青学大） 

(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） 

 
２００５（平成１７年）年 

【全日本学生室内テニス選手権】 

          予選（１２月  日～  日 江坂TC） 
予選 (男子ダブルス) 

▽１R 

山口・酒井 ７－６ ４－６ ６－４ 工藤・松本（福岡大） 

▽２R 

山口・酒井 ６－７ ７－６ ２－６ 大畑・永野（法政大） 

予選 (女子シングルス) 

▽１R 

小澤佳那子 ３－６ ３－６     森 （松蔭女大） 

 

２００５（平成１７年）年 

【全日本学生室内テニス選手権】 

            （１２月  日～  日 江坂TC） 
(男子シングルス) 

▽１回戦 

山口 尚吾 ７－６ ６－３     松村（専修大） 

▽２回戦 

山口 尚吾 ３－６ １－６     成瀬（早稲田大） 

 
２００５（平成１７年）年 

【関西オープン２００５】 

            （ ５月１０日～２９日 ） 
 (男子シングルス) 
▽１回戦 

酒井克己6-2 6-2河合(大ｶﾞｽ) 山口尚吾6-0 6-0紙谷(紙谷工務) 

▽２回戦 

酒井克己1-6 1-6梶川(木曜会) 山口尚吾6-1 6-1川嶋(あざみ野) 

▽準々決勝        ▽準決勝 

山口尚吾6-0 6-2福井(JIN) 山口尚吾6-3 6-3小川(神院大) 

▽決 勝 

山口尚吾3-6 2-6平田(近大)      山口尚吾〈準優勝〉 
(男子ダブルス) 
▽１回戦 

酒井･山口def讃岐(光明池ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)･野村(星田ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

井上･柴垣6-4 6-1柳澤(香里ｸﾞﾘｰﾝTC)･菊川(FLAT) 

木山･土井7-6 6-7 2-6井上･岸野(大阪ｶﾞｽ) 

▽準々決勝 酒井･山口6-3 6-2井上･柴垣(同大) 

▽準決勝  酒井･山口6-2 6-2小牟田(大阪社会体育専門学校) 

              ･安川(ﾚｲﾝﾎﾞｰﾃﾆｽﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞ) 

▽決  勝  酒井･山口6-4 4-6 1-6植木(ﾘｺｰ関西)･田中(関西電力) 

      〈準優勝〉 

 

２００５（平成１７年）年 

【毎日オープンテニス選手権】第８０回 

       予選・本戦（  月  日～  日 ） 
予選 (男子シングルス) 
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▽１R 小川拓馬2-8工藤(大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ)  土井悠次8-2小山(TTC) 

▽２R 宮本健司8-4山本(四宮TC) 北村貴信8-4澤井(ﾐﾙﾌｨｰﾕTC) 

井上賢典8-2高木(大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ)  村上誠稔3-8遠藤(芦大) 

木山貴如def外川(OB大阪ｶﾞｽ)    柴垣昌史8-2西 (ﾜｺｰﾃﾆｽ) 

津田侑季def三橋(大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ) 吉田  晃1-8森 (ﾌｫｰﾚｽﾄ) 
土井悠次8-4石川(関外大)     中村慎吾def高津(近大) 

山崎康史def宮下(ﾁｰﾑ龍) 

▽３R 宮本健司1-8渡辺(神院大)  北村貴信5-8野崎(関外大) 

井上賢典8-1石川(ﾁｰﾑ ﾏｰｽ)    柴垣昌史1-8武村(天理大) 

土井悠次4-8畑中(ﾌﾘｰ)       山崎康史2-8奥宮(京大) 

▽FIN 井上賢典2-8武村(天理大) 

予選 (男子ダブルス) 

▽１R  小川･山崎1-８小柴(ｸﾚｽﾄ)･村上(ﾆｯｺｳｽﾎﾟｰﾂｲﾝ毎日) 

▽２R  宮本･中村3-8石川･野崎(関外大) 

北村･村上 8-0山本(四宮TC)･大嶋(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝池) 

井上･柴垣 8-6永清･佐藤(近大) 

木山･土井3-8柳沢(香里ｸﾞﾘｰﾝTC)･山本(ｼﾞｬｽﾃｨｽ) 

▽FIN  北村･村上 8-6小柴(ｸﾚｽﾄ)･村上(ﾆｯｺｳｽﾎﾟｰﾂｲﾝ毎日) 
本戦 (男子シングルス) 
▽１回戦 

酒井克己3-6 4-6古賀(ﾌﾘ )ー 山口尚吾6-0 6-2田嶋(UP ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

▽２回戦           ▽準々決勝 

山口尚吾6-2 6-3谷口(ﾃﾞｨﾊﾞｰTC)山口尚吾3-6 7-5 6-3古賀(ﾌﾘ )ー 

▽準決勝 

山口尚吾2-6 6-4 6-4杉本(大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐ )ー 

▽決 勝 

山口尚吾1-6 4-4 RET伊藤(長尾谷高校) 山口尚吾〈準優勝〉 
本戦 (男子ダブルス) 
▽１回戦 

酒井･山口3-6 4-6篠川･杉本(大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐ )ー 

井上･柴垣6-7 6-3 6-2森 (ﾌｫ-ｳﾚｽﾄ)･萬福(三和ｽﾎﾟｰﾂ) 

村上･北村2-6 3-6渡辺(神院大)･畑中(ﾌﾘｰ) 

▽準々決勝 井上･柴垣6-7 6-7金重･中田(大体大) 

 

２００５（平成１７年）年 

【全日本都市対抗テニス大会】第２９回 

            （  月  日～  日 ） 
▽１R 四日市4-3青森市 小澤佳那子1-8 金 (青森市) 

▽２R 四日市1-4静岡市 小澤佳那子 (打切) 

▽１R 京都市4-1新潟市  

▽２R 京都市5-0広島市 山口･武村(天理)8-5 酒井･工藤(広島市) 

▽QF 京都市4-2豊田市 山口･武村(天理)4-8 本田･船津(豊田市) 

▽SF 京都市3-4東京都 山口･武村(天理)6-8 酒井･工藤(東京都) 

                        山口 (京都市)  3-8 八木(東京都) 

 

２００５（平成１７年）年 

【ブリジストン京都オープン２００５】 

          本戦（ ４月  日・  日 ） 
 (男子シングルス) 
▽１回戦  酒井克己6-7 4-６木原(中筋ｸﾞﾙｰﾌ )゚ 

山口尚吾6-4 6-3佐野(東山高校) 柴垣昌志4-6 3-6大西(京産大) 

土井悠次6-2 6-1酒井(ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ加古川) 

▽２回戦  山口尚吾6-2 6-2谷口(ﾃﾞｨﾊﾞｰTC) 

土井悠次1-6 4-6劉  (ﾜｰﾙﾄ )゙ 

▽準々決勝 山口尚吾6-2 7-6青木(ﾌﾞﾙｰｳｯﾄ )゙ 

▽準決勝  山口尚吾6-4 6-2深海(わんむTT) 

▽決 勝  山口尚吾6-0 4-6 7-5武村(天理大) 

      〈優 勝〉 

 (男子ダブルス) 
▽１回戦  宮本･中村2-6 2-6東後(ITC)･松下(ｶｸﾃﾙ企画) 

鳥屋･土井6-3 6-7 7-5北村(同大)･柴垣(同大) 

井上･村上6-0 6-2 小柴(関外大)･小柴(ｸﾚｽﾄ) 

吉田･木山2-6 5-7大西･水谷(京産大) 

▽２回戦  鳥屋･土井7-6 2-6 1-6大西･水谷(京産大) 

井上･村上2-6 6-4 3-6佐野･中村(東山高校) 

酒井･山口6-3 6-2金原(甲南大)･徳毛(立命大) 

▽準決勝 酒井･山口6-0 6-2 佐野･中村(東山高校) 

▽決 勝 酒井･山口7-6 6-４大西･水谷(京産大) 

     〈優 勝〉 

 (女子シングルス) 
▽１回戦  小澤佳那子6-0 7-5佐野(同志社女子高校) 

太田あやdef中村(TCT) 

堀川真菜2-6 2-6高屋(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝池) 

▽２回戦  小澤佳那子3-6 2-6服部(ﾒｶﾞﾛｽ横浜) 

太田あや2-6 2-6石川(野崎ｽﾎﾟｰﾂ) 
 (女子ダブルス) 
▽１回戦  石川･太田6-2 6-0松永(西宮TC)･大槻(TEAM ZEST) 

山形･吉澤2-6 7-5 4-6井上(INOUE ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐ )ー･中村(湯山泰次TS) 

堀川･川重2-6 2-6猪野(島津製作所)･高屋(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ宝池) 

▽２回戦  石川･太田2-6 1-6村山･竹田(関外大) 

 

２００５（平成１７年）年 

【京都府テニス選手権】第５９回 

            （１１月  日～  日 ） 
 (男子シングルス) 
▽１回戦  木山貴如８-３山口(東山高) 

中村慎吾５-８西村(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ小倉) 

▽２回戦  酒井克己８-６竹中(INDIVI) 

木山貴如５-８大西(京産大) 柴垣昌志８-６加納(東山高) 

土井悠次５-８北 (ﾌﾘ )ー 

▽３回戦  酒井克己８-０西村(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ小倉) 

柴垣昌志８-４中村(東山高) 

▽準々決勝 酒井克己８-９大西(京産大) 

柴垣昌志３-８綿谷(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ宝ｹ池) 

(男子ダブルス) 
▽１回戦  北村･土井９-７大島･山口(東山高) 

▽２回戦  北村･土井８-４奥村･小口(村田機械TC) 

柴垣･木山７-９北(ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ)･池村(京府医大) 

▽準々決勝 北村･土井８-１河原･大渡(東山高) 

▽準決勝  北村･土井２-８北(ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ)･池村(京府医大) 
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(女子シングルス) 
▽１回戦  吉澤亜希子８-４前田(ﾌﾘｰ) 

▽２回戦  吉澤亜希子９-８井上(INOUE ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐ )ー 

堀川真菜８-４河原(大野原ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

▽準々決勝 吉澤亜希子８-５竹中(立命館宇治) 

堀川真菜８-５井上(INOUE ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐ )ー 

▽準決勝  堀川真菜８-６土肥(同女大) 

▽決 勝  堀川真菜 def 出井(華頂女高) 

(女子ダブルス) 
▽準々決勝 磯部･堀川８-３高山(SCI)･小西(RC太秦) 

石川･吉澤８-１岩本(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗｯｼｭTC )･河村(高橋工務店T.COM) 

▽準決勝  磯部･堀川８-４井上(INOUE ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐ )ー･中村(湯山) 

石川･吉澤８-３井上･井上(INOUE ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐ )ー 

▽決 勝  磯部･堀川６-４ ６-４石川･吉澤(同志社大) 

 
２００５（平成１７年）年 

【ミキプルーン神戸オープンテニス２００５】第１４回 

          予選（ ４月  日～  日 ） 
予選 (男子シングルス) 
▽１R 井上賢典8-3小林(流通大)  酒井克己8-2和泉(大体大) 

▽２R 井上賢典8-2奥宮(京大)   酒井克己8-5夏目(神院大) 

▽３R 井上賢典7-9中島(ﾜｺｰﾙﾃﾆｽ) 酒井克己8-5三宅(神院大) 

          本戦（ ４月  日～  日 ） 
 (男子シングルス) 
▽１回戦  酒井克己3-6 4-6吉田(ﾐﾙﾌｨｰﾕTC) 

            山口尚吾3-6 2-6五藤(ﾗｽﾀｯﾄTC) 

 (男子ダブルス) 
▽１回戦  酒井･山口4-6 6-3 6-2湯地･沖村(伊予銀行) 

▽２回戦  酒井･山口7-5 6-7 6-１李 (日大)･森 (近大) 

▽準決勝  酒井･山口 3-5 0-6 五藤(ﾗｽﾀｯﾄTC･国吉(備前体協) 
 (女子シングルス) 
▽１回戦  小澤佳那子6-2 4-6 7-6 小西(西宮TC) 

▽２回戦  小澤佳那子2-6 7-6 3-6 森岡(園田女大) 

 
２００５（平成１７年）年 

【滋賀県テニス選手権】 

          予選（ ５月  日～ ） 
予選 (男子シングルス) 
▽１R 津田侑季8-5山本(NEC水口) 

▽２Ｒ 津田侑季8-4稲場(BIWA･TC) 

▽３Ｒ 津田侑季8-6平井(ｻﾝTC) 
 

２００５（平成１７年）年 

【ＪＴＴ加西・アオノテニスオープン２００５】第９回 

          予選（ ４月  日～  日 ） 
予選 (男子シングルス) 
▽１R  山口尚吾5-7 2-6伊藤(長尾谷高校) 

酒井克己7-5 6-2森田(ﾃﾆｽﾒｲﾄ)土井悠次6-4 2-6 0-6岡田(ｼｬｰﾌﾟ東京) 

▽２R  酒井克己4-6 6-2 1-6平田(近大) 

予選 (男子ダブルス) 
▽１R 酒井･山口6-2 6-4 小島(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｰｽﾃｰｼﾞ)･山本(加古川) 

▽２R 酒井･山口6-4 6-1 滝本･大栗(NUTS TENNIS) 

▽FIN 酒井･山口6-2 7-5 渋谷･佐藤(関学大) 
          本戦（ ５月  日～ ） 
 (男子ダブルス) 
▽１回戦  酒井･山口2-6 1-6 角田(OB ﾜｰﾙﾄ )゙･下 (OB ﾜｰﾙﾄ )゙ 
 

２００５（平成１７年）年 

【全日本テニス選手権】予選 兼【三重県テニス選手権】 

          本戦（ ５月  日～ ） 
 (女子シングルス) 
▽１R小澤佳那子6-0村山(PTC) 

▽２R小澤佳那子6-１花井(四日市商業) 

▽３R小澤佳那子6-2北浦(ﾒｯﾂ) 
 (女子ダブルス) 
▽２R 小澤･善喜( ) 6-1広本(Prince)･島村(ｲｴﾛｰさわやか) 

▽３R 小澤･善喜( ) 6-0竹谷･伊藤(ﾀﾞｲﾅﾏｲﾄ) 

▽４R 小澤･善喜( ) 6-2浅生(ﾀｯﾁ)･田島(TTC) 

▽QF 小澤･善喜( ) 6-0中渡(ﾀﾞｲﾅﾏｲﾄ)･藤田(ｻﾐｯﾄ) 

▽SF  小澤･善喜( ) 6-7 6-0 6-4梅田･伊藤(ﾁｱ-ｽ )゙ 

▽FIN  小澤･善喜( )  4-6 4-6  梅原･藤本(ﾁｱ-ｽ )゙ 

     〈準優勝〉 

 

２００５（平成１７年）年 

【山梨 埼玉 オープンⅡ ２００５】 

          本戦（ ５月  日～ ） 
 (男子シングルス) 
▽１回戦 山口尚吾6-2 6-3石田(日本工学院八王子専門学校) 

▽２回戦 山口尚吾6-0 6-3加藤(加藤学園暁秀高校) 

▽３回戦 山口尚吾4-6 6-4 6-3原田(専修大) 

▽４回戦 山口尚吾6-0 6-2足立(三菱養和TS) 

▽準決勝 山口尚吾7-5 7-6藤田(法政大) 

▽決 勝 山口尚吾4-6 6-3 4-6大畑(法政大)  

      〈準優勝〉 

 

２００５（平成１７年）年 

ニッケ【全日本テニス選手権】B予選 

          予選（１１月  日～ ） 
予選 (男子シングルス) 
▽FIN 山口 尚吾   １－６ ０－６   横井 (協和発酵) 
予選 (女子シングルス) 
▽１R 小澤佳那子 ７－５ ４－６ ３－６ 上村 (WATS) 
 

２００５（平成１７年）年 

【全日本テニス選手権】第８０回 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8-3小川(BLACK LUCK) 

▽３R   山口尚吾8-0若林(HIT) 

▽４R    山口尚吾8-4箱島(Finel) 

▽SF    山口尚吾6-0 6-1 吉村(GTC) 

▽FIN   山口尚吾6-0 6-2森本(県庁ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 
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２００５（平成１７年）年 

【アメニティーカップ】 

       予選・本戦（ ５月  日～ ） 
予選 (男子ダブルス) 
▽１R 村上･平田(関外大)６-3 乾 (万博TC)･佐藤(TA園田) 

▽２R 村上･平田(関外大)６-3 阪 ･浅井(K.F.G) 
 (男子ダブルス) 
▽１回戦 村上･平田(関外大)６-3 赤松･小柴(ｸﾚｽﾄ) 

▽２回戦 村上･平田(関外大) 4-6 福井･野崎(関外大) 

 
２００５（平成１７）年 

第６０回【国民体育大会テニス選手権】京都府選手選考会 

         予選（ ６月  日～ ） 

(男子シングルス)  

▽１Ｒ山口尚吾8-4武村(天理大)  ▽2Ｒ山口尚吾9-7柏 (京大)  

 
２００５（平成１７年）年 

第６０回【国民体育大会テニス選手権】広島県予選 

          予選（ ４月  日～ ） 
 (女子シングルス) 

▽１R   太田 あや(同大)  ９－８   佐田   (広島大) 
▽２R   太田 あや(同大)  ６－８   高原  (早稲田大) 
 

２００５（平成１７年）年 

第６０回【国民体育大会テニス選手権】愛媛県予選 

          予選（ ４月  日～ ） 
 (女子シングルス) 

▽１R   堀川 真菜(同大)  ８－３  梶原 (いよぎんTC) 
▽２R   堀川 真菜(同大)  ８－３  今井 (愛媛信用金庫) 
▽３R   堀川 真菜(同大)  １－８  武田 (松山市役所) 
▽４R   堀川 真菜(同大)  ８－３  有田 (いよぎんTC) 
▽５R   堀川 真菜(同大)  ８－５  新海 (愛媛信用金庫) 
 

２００５（平成１７年）年 

第６０回【国民体育大会テニス選手権】ブロック大会 

          予選（ ８月  日～ ） 
《四国ブロック》 

▽１R 愛媛県 ２ (堀川 真菜(同大) ８－１ 阿部) １ 徳島県 
▽２R 愛媛県 ３ (堀川 真菜(同大) ８－０ 柳原) ０ 高知県 
▽３R 愛媛県 ３ (堀川 真菜(同大) ８－１ 古市) ０ 香川県 
《東海ブロック》 

▽１R 三重県 ０ (小澤佳那子(同大) ４－８ 松井) ２ 静岡県 
３位戦 三重県 ２ (小澤佳那子(同大) ８－５ 黒田) １ 岐阜県 
    三重県  (小澤(同大)･義基 ８－４ 黒田･立木)  岐阜県 
《近畿ブロック》 

▽１R 京都府 ３ (山口 尚吾(同大) ９－７ 青田) ０ 奈良県 
    京都府  (山口(同大)･武村 ８－４ 重松･前田)  奈良県 
▽２R 京都府 ２ (山口 尚吾(同大) ５－８ 平田) １ 大阪府 
    京都府  (山口(同大)･武村 ８－４ 藪中･平田)  大阪府 
▽３R 京都府   (山口 尚吾(同大) ６－８ 劉 )   兵庫県 
 

２００５（平成１７年）年 

【福井県テニス選手権】第４５回 

            （ ６月  日～ ） 
 (男子シングルス) 
▽１R  井上賢典 ８－０ 加藤(ﾁｰﾑﾌﾟﾚｼﾞｬｰ) 

▽２R  井上賢典 ８－１ 下山(ｱﾝﾋﾞｼｬｽ) 

▽３R  井上賢典 ８－４ 竹下(敦賀市役所) 

▽４R  井上賢典 ５－８ 高橋(立教大) 
 

２００５（平成１７年）年 

【ＧＳ・YUASA・女子オープン２００５】 

              （ ９月１４日～ 京都市体育館） 
 予選 (女子シングルス) 
▽１R    堀川 真菜0-6 2-6セクロフスキー(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 
 (女子シングルス) 
▽１回戦  小澤佳那子1-6 1-6田口(福島県体育協会) 
 

２００５（平成１７年）年 

【ダンロップトーナメント関西決勝大会】第２３回 

              （  月  日～ ） 
 (男子ダブルス) A級 総当り戦 
▽柴垣・土井9-7木村・大西(和歌山県) 

▽柴垣・土井8-5高橋・峯尾(滋賀県) 

▽柴垣・土井7-9重松・黒田(奈良県) 

▽柴垣・土井6-8山根・衛藤(大阪府) 

▽柴垣・土井8-5長田・久保(兵庫県) 

 

 


