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２００６（平成１８）年 

◆社会：官製談合で３知事逮捕・ﾋﾙｽﾞ族逮捕( / )。 

    秋篠宮家に男子(悠仁)誕生(9/6)。 

        改正教育基準法成立(12/15)。 

【   (/)】 

★流行語：『イナバウアー』・『品格』 

◇SPT ：ﾄﾘﾉ冬季五輪(2/  ～2/  )。 
◇ﾃﾆｽ ： 

◇本   学：同志社小学校開設(岩倉校地)(4/ ) 

◇本学ﾃﾆｽ：川廷栄一(S31OB)－叙勲－旭日中綬賞(11/3)。 

<校祖墓参> 若王子山頂－新島 襄 墓前 全部員 (2/12)。 

＜合  宿＞ (3/4～ 8日間) 宮崎市総合運動公園－青島 水光苑 

 

２００６（平成１８）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】 

         （ ９月１６日～ ９月２４日 各大学） 
＜男子２部リーグ＞  （入替戦制 ５・６位－１・２位） 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 大院大 

(ダブルス) （ ９／１６ 大阪学院大） 

Ｎo１○酒井・中村 ６－２ ６－２     遠藤･金田 
Ｎo２○井上・松下 ６－１ ６－１     池廣･北村 
Ｎo３○村上・柴垣(昌) ６－1 ６－０    加川･中村 

(シングルス) 
No１○中村 竜輔 ６－２ ６－１     遠藤 
No２○木山 貴如 ６－２ ６－２     大岩本 
No３○松下 裕介 ６－２ ６－３      安田 
No４○酒井 克己 ６－０ ６－２      金田 
No５○井上 賢典 ６－０ ６－１     加川 
No６○土井 悠次 ６－０ ６－０     中村 
 

○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 神戸大 

(ダブルス) （ ９／１７ 神戸大） 

Ｎo１○酒井・中村 ６－２ ６－１     後藤･西山 
Ｎo２○井上・松下 ６－０ ６－２      西上･小中 
Ｎo３○村上・柴垣(昌) ６－1 ６－２    英 ･橋本 

(シングルス) 
No１×中村 竜輔 ４－６ ３－６     西山 
No２○木山 貴如 ６－３ ６－３     後藤 
No３○松下 裕介 ６－０ ６－２      西上 
No４○酒井 克己 ６－１ ６－１      橋本 
No５○井上 賢典 ７－５ ６－２     小中 
No６○土井 悠次 ６－２ ６－３     田 
 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 甲南大 

(ダブルス)（ ９／２０ 同大－田辺） 

No１○山口・村上  ６－３ ６－０     金原・佐々木 
No２○酒井・中村 ６－０ ６－０       白根・岩越 
No３○井上・松下 ６－２ ６－３     吉川・三ッ井 
(シングルス) 

No１○山口 尚吾 ６－１ ６－２     佐々木 
No２○中村 竜輔 ６－０ ７－５     福井 
No３○木山 貴如 ６－４ ６－１     金原 
No４○酒井 克己 ５－７ ６－３ ６－３ 岩越 
No５○松下 裕介 ６－４ ６－４     吉川 
No６○井上 賢典 ６－１ ６－２     白根 
 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 関西外大 

(ダブルス) （ ９／２３ 同大－田辺） 

No１○山口・村上  ６－３ ６－４     近藤・小柴 
No２○酒井・中村 ６－４ ６－４       安藤・坂東 
No３○井上・松下 ６－２ ６－２     平田・西岡 
(シングルス) 

No１○山口 尚吾 ６－１ ６－０     近藤 
No２○中村 竜輔 ６－４ ６－７ ６－０ 安藤 
No３○木山 貴如 ４－６ ７－６ ６－３ 谷口 
No４○松下 裕介 ６－０ ６－０     高野 
No５○井上 賢典 ６－１ ６－２     坂ノ下 
No６○土井 悠次 ６－２ ６－４     中岡 
 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 京産大 

(ダブルス) （ ９／２４） 

No１○山口・村上  ７－５ ６－２     大西・濱本 
No２○酒井・中村 ４－６ ６－２ ６－０ 水谷・本多 
No３○井上・松下 ３－６ ６－２ ７－５ 川村・岩永 
(シングルス) 

No１○山口 尚吾 ６－０ ６－１     大西 
No２○中村 竜輔 ６－４ ６－２     水谷 
No３○木山 貴如 ６－１ ６－２     濱本 
No４○松下 裕介 ６－２ ６－４     岩永 
No５○井上 賢典 ７－６ ２－６ ７－５ 本多 
No６○土井 悠次 ７－５ ６－２     川村 
 
＜男子２部リーグ①位＞    同志社大学 ５勝０敗 
 

【入替戦】 

○ 同志社 ５（複２－１ 単３－２）３ 関西大 

＜２部①位＞         １打切  ＜１部⑥位＞ 

(ダブルス) （１０／１４  ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲） 

No１○山口・村上 ６－３ ６－４     酒井・山本 
No２○酒井・中村 ６－４ ６－３      渡利・山下 
No３×井上・松下 ４－６ ５－７     堀田・角田 
(シングルス) 

No１○山口 尚吾 ６－３ ６－３     山下 
No２○中村 竜輔 ６－０ ６－２     山本 
No３×木山 貴如 ２－６ ２－６     角田 
No４－松下 裕介 ６－７ ６－１ 6-6打切 酒井 
No５○井上 賢典 ５－７ ６－４ ６－０ 堀田 
No６×酒井 克己 ６－０ ３－６ ３－６ 松本 
 

＜男子１部リーグ（昇格）＞  同志社大学（男子） 

 

２００６（平成１８）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】   ＜女子の部＞ 

           （ ９月１６日～２４日 各大学） 
＜女子２部リーグ＞  （入替戦制 ５・６位－１・２位） 

× 同志社 ２（複１－１ 単１－２）３ 関西外大 

(ダブルス) （ ９／１６ 同大－田辺） 

Ｎo１○小澤・太田 ６－２ ６－１     高橋・今井 
Ｎo２×橋本・斎藤 ４－６ ６－４ ３－６ 石田･守内 
 (シングルス) 

Ｎo１○小澤佳那子 ６－１ ６－１     今井 
No２×太田 あや １－６ ７－５ ４－６ 高橋 
No３×堀川 真菜 ２－６ ３－６     石田 
 

○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 龍谷大 

(ダブルス) （ ９／１７ 龍谷大） 
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Ｎo１○磯部・堀川 ６－２ ６－２     長尾・中根 
Ｎo２○土肥・佐野 ４－６ ６－３ ７－５ 森 ･丸井 
(シングルス) 

No１○太田 あや ６－０ ６－１     森 
No２○堀川 真菜 ６－１ ６－４     長尾 
No３○土肥 惇美 ６－４ ７－５     丸井 
 

○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 京産大 

(ダブルス) （ ９／２０ 同大－田辺） 

No１○小澤・太田 ６－２ ６－４     中井・川崎 

No２○磯部・堀川 ７－６ ６－１     百村・清水 

(シングルス) 

No１○小澤佳那子 ６－０ ６－３     中井 

No２○太田 あや ６－２ ７－６     百村 

Ｎo３○堀川 真菜 ６－０ ６－０     川崎 
 

○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 立命大 

(ダブルス) （ ９／２３ 立命大） 

No１○小澤・太田 ５－７ ６－３ ６－２ 松尾(絵)･松尾(真) 
No２×土肥・佐野 ２－６ ６－３ ３－６ 米山・西村 

(シングルス) 

No１○小澤佳那子 ２－６ ６－４ ６－４ 松尾(絵) 
No２○太田 あや ６－２ ６－３     松尾(真) 

Ｎo３×堀川 真菜 ３－６ ４－６     西村 

 

○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 甲南大 

(ダブルス) （ ９／２４ 甲南大） 

No１○小澤・太田 ６－３ ６－２     石川・木下 

No２○土肥・佐野 ６－３ ６－４     山田・妹尾 

(シングルス) 

No１○小澤佳那子 ６－１ ６－３     山田 

No２○太田 あや ６－２ ６－１     石川 

Ｎo３○堀川 真菜 ６－３ ６－２     木下 
 

＜女子２部リーグ②位＞  同志社大学（女子）４勝１敗 

 

【入替戦】（１０／１４  ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲） 

○ 同志社 ３（複２－０ 単１－０）０ 大体大 

＜２部②位＞         ２打切  ＜１部⑤位＞ 

(ダブルス)  
No１○小澤・太田 ６－３ ７－６     荒木・吉田 
No２○土肥・佐野 ６－３ ７－５      水田・比嘉 
(シングルス) 

No１－小澤佳那子    打切          水田 

No２○太田 あや ６－３ ６－１     吉田 

Ｎo３－堀川 真菜 ６－０ ５－７ 2-3打切  松本 

 

＜女子１部リーグ（昇格）＞  同志社大学（女子） 

 

２００６（平成１８）年 

【定期戦】     対 京都大学戦 

           （０３月３０日 同志社－田辺） 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 京都大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○酒井・柴垣 ６－０ ６－０     金子・鈴木 

Ｎo２○井上・村上 ６－３ ７－６     岡崎・加藤 

Ｎo３○木山・土井 ６－０ ６－１     宮崎・後藤 
 (シングルス) 

No１○山口 尚吾 ６－１ ６－０     岡崎 

No２○酒井 克己 ６－０ ６－１     加藤 

No３○土井 悠次 ６－２ ６－４     鈴木 

No４○柴垣 昌志 ６－０ ６－３     井上 
No５○木山 貴如 ７－６ ６－３     後藤 

No６○吉田  晃 ６－３ ６－１     越智 
 

２００６（平成１８）年 

【対抗戦】     対 立命館大学戦 

           （０５月２１日 同志社－田辺） 

○ 同志社 ５（複３－０ 単２－４）４ 立命大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○山口・酒井 ６－３ ６－３     森岡・川勝 

Ｎo２○井上・村上 ４－６ ６－２ ６－４ 徳毛・辻野 

Ｎo３○土井・中村 ６－２ ６－２     本多・神野 
 (シングルス) 

No１○山口 尚吾 ３－６ ６－１ ６－２ 川勝 

No２×井上 賢典 ３－６ ２－６     森岡 

No３×酒井 克己 ５－７ ４－６     高木 

No４×松下 裕介 ６－２ ３－６ ３－６ 徳毛 
No５×柴垣 昌志 ３－６ ６－３ １－６ 辻野 

No６○中村 竜輔 ６－２ ６－１     本多 
 

２００６（平成１８）年 

【対抗戦】     対 龍谷大学戦 

           （０８月１１日 同志社－田辺） 

× 同志社 ３（複２－１ 単１－４）５ 龍谷大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○木山・石川 ６－４ ６－２     萩森・舛本 

Ｎo２×北村・吉田 ６－７ ２－６     吉垣内・柳澤 

Ｎo３○小川・柴垣(諭) ６－２ ６－２    中川・臼木 
 (シングルス) 

No１－木山 貴如 ３－６ ３－４ 雨天打切 萩森 

No２×吉田  晃 ０－６ １－６     吉垣内 

No３×小川 拓馬 ３－６ １－６     柳澤 

No４×北村 貴信 ６－７ ３－６     舛本 

No５○柴垣 諭志 ６－２ ６－３     園田 

No６×津田 侑季 ４－６ ７－５ ４－６ 江森 

 
２００６（平成１８）年 

【対抗戦】     対 慶応義塾大学戦 

           （ ８月１１日 慶応大－） 

(ダブルス) 

山口・酒井６-３鳥山･松井 －３-６鳥山･遠藤  －７-６遠藤･松井 
井上・松下２-６加藤･竹内 －６-１鎌田･松尾  －５-７栗山･伊東 
村上・中村２-６下田･平木 －７-６ 加藤･竹内 －６-２ 松尾･竹内 

柴垣(昌)･土井６-３松尾･鎌田 －６-３栗山･伊東－７-５下田･平木 

(シングルス) 

×山口尚吾５-７加藤 ×酒井克己１-６鳥山 ×村上誠稔１-６伊東 

×井上賢典６-７松尾  ×柴垣昌志２-６竹内 ×土井悠次０-６松井 

×中村竜輔５-７栗山 ×松下裕介２-６遠藤 
 



 3

２００６（平成１８）年 

【対抗戦】     対 慶応義塾大学戦 

           （１２月１６日 慶応大－） 

× 同志社 ２（複０－４ 単２－５）９ 慶応大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×松下・中村 １－６ ２－６     鳥山・松井 

Ｎo２×柴垣(昌)・吉田 ３－６ ０－６    遠藤・小野 

Ｎo３×小川・柴垣(諭) ２－６ ２－６    松尾・鎌田 

Ｎo４×土井・石川 ７－６ ４－６ ６－８ 伊東・平木 
 (シングルス) 

No１×中村 竜輔 １－６ ３－６     鳥山 

No２×木山 貴如 ６－７ １－６     小野 

No３○松下 裕介 ７－６ ６－３     松尾 

No４○土井 悠次 ７－５ ６－０     鎌田 
No５×柴垣 昌志 ３－６ ２－６     遠藤 

No６×小川 拓馬 ３－６ ２－６     松井 

No７×吉田  晃 １－６ ０－６     平木 

 
２００６（平成１８）年 

【対抗戦】     対 慶応義塾大学戦 ＜女子の部＞ 

           （１２月１６日 慶応大－） 

× 同志社 ２（複１－１ 単１－４）５ 慶応大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×太田・土肥 ４－６ ６－４ ６－７ 平山・宇喜多 

Ｎo２○堀川・佐野 ７－５ ６－２     長尾・金田 

 (シングルス) 

No１×太田 あや １－６ ６－３ ３－６ 渡邉 

No２×堀川 真菜 ２－６ ０－６     平山 

No３×吉澤亜希子 ３－６ ３－６     和田 

No４×斎藤  佳 ３－６ ６－７     金田 
No５○土肥 惇美 ６－３ ５－７ ６－２ 宇喜多 
 
２００６（平成１８）年 

【練習試合】    対 慶応義塾大学戦 

           （１２月１６日 慶応大－） 

(ダブルス) 

×津田・石川１-８遠藤･松井  ×小川・石川５-８鳥山･鎌田 
×土井・津田１-６小野･松井    ×松下・中村１-６遠藤･平木 

－吉田・山崎 - 和気･松尾 

(シングルス) 

×柴垣諭志４-８和気 ×山崎康史３-８伊東 ×木山貴如４-８平木 

×柴垣昌志４-８和気 ×柴垣諭志３-８伊東 
 

２００６（平成１８）年 

【対抗戦】         対 中央大学戦 

          （０８月１２日 中央大－） 

× 同志社 １（複１－２ 単０－４）６ 中央大 

 (ダブルス)           ２打切 

Ｎo１×山口・酒井 ７－６ ６－７ ５－７ 大出･金原 
Ｎo２○井上・松下 ７－６ ７－６     小林･千葉 
Ｎo３×村上・中村 ４－６ ６－２ ４－６ 茂木･斎藤 
(シングルス) 

No１－山口 尚吾 ６－４ １－４ 雨天打切 小林 

No２－酒井 克己 ６－４ ３－５ 雨天打切 千葉 

No３×井上 賢典 ２－６ ４－６     金原 

No４×村上 誠稔 ３-８ 斎藤  No５×柴垣 昌志 ３-８ 井伊 

No６×土井  悠次 ２-８ 小川  No７×松下 裕介 ８-４ 服部 

No８×中村 竜輔 ２-６ ４-６ 大出 
 

２００６（平成１８）年 

【対抗戦】     対 専修大学戦 

      （０８月１３日 専修大－） 

(ダブルス) 

×山口・酒井 ６-８ 名喜真･干揚 ×酒井・松下 ６-７ 石井･小澤 
○井上・松下 ８-６ 磯田･広瀬 ×－５-８ 石井･小澤 
○村上・中村 ８-２ 石井･小澤 ○－８-６ 名喜真･干揚 
×柴垣(昌)･土井 １-８ 井上･平木 

(シングルス) 

○山口尚吾 ８-６ 広瀬    ○山口尚吾 ８-２ 干揚 

×酒井克己 １-８ 小林    －井上賢典 2-3途中中断 

×柴垣昌志 ４-６ 磯田    ○土井悠次 ６-３ 平木 

×中村竜輔 ５-８ 名喜真 
 

２００６（平成１８）年 

【対抗戦】     対 関西大学戦 ＜女子の部＞ 

           （０７月０９日 関西大－） 

○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 関大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×土肥・佐野 ５－７ ２－６     橋本・小山 

Ｎo２○大野・石川 ６－１ ６－１     石水・鮫島 

（シングルス） 

Ｎo１×太田 あや ２－６ ２－６     橋本 

Ｎo２○堀川 真菜 ６－３ ０－６ ６－２ 石水 

Ｎo３○土肥 惇美 ６－２ ４－６ ７－５ 岩上 

 

２００６（平成１８）年 

【対抗戦】     対 龍谷大学戦 ＜女子の部＞ 

           （０８月１２日 龍谷大－） 

○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 龍谷大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○土肥・佐野 ６－１ ６－４     長尾・中根 

Ｎo２○橋本・斎藤 ６－１ ５－７ ６－０ 森 ・丸井 

（シングルス） 

Ｎo１○吉澤亜希子 ６－３ ６－１     森 

Ｎo２○佐野 香織 ７－６ ６－４     丸井 

Ｎo３○磯部 起子 ６－２ ６－２     長尾 

 

２００６（平成１８）年 

【定期戦】第７６回 対 立教大学戦 

           （１２月１７日 立教大－） 

○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 立教大 

（同志社ﾒﾝﾊﾞｰ）主将 木山貴如  （立教ﾒﾝﾊﾞｰ）主将 
 (ダブルス) 

Ｎo１×柴垣(昌)・中村  ４－６ ４－６   佐藤・林 

Ｎo２○吉田・松下 ６－３ ６－０     藤井・曽根 

Ｎo３○津田・石川 ６－０ ６－４     森 ・原田 
 (シングルス) 

No１○松下 裕介 ６－３ ４－６ ７－５ 佐藤 

No２×土井 悠次 ６－０ ４－６ ４－６ 林 

No３○木山 貴如 ６－２ ６－０     藤井 
No４○小川 拓馬 ６－２ ６－４     原田 
No５○山崎 康史 ６－１ ６－２     森 
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No６○柴垣 諭志 ６－１ ６－２     高橋 

 
２００６（平成１８）年 

【定期戦】     対 立教大学戦 ＜女子の部＞ 

           （１２月１７日 立教大－） 

× 同志社 １（複２－１ 単０－５）６ 立教大 

（同志社ﾒﾝﾊﾞｰ）主将 太田あや   （立教ﾒﾝﾊﾞｰ）主将 
 (ダブルス) 

Ｎo１○太田・斉藤 ２－６ ６－４ ６－２ 戸澤・滝口 

Ｎo２×吉澤・川重 ２－６ ４－６     塚田・渡邉 

 (シングルス) 

No１×土肥 惇美 ４－６ ４－６     戸澤 

No２×斎藤  佳 ６－４ ３－６ ３－６ 塚田 

No３×佐野 香織 １－６ ３－６     渡邉 

No４×林  綾子 ２－６ ３－６     五味 
No５×山形奈緒美 ６－２ ６－７ ２－６ 大森 
 

２００６（平成１８）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 

           （０４月２８日～０５月０９日 各大学） 
予選 (男子シングルス) 

▽１R   村上誠稔6-1 6-1向井(京産大) 

木山貴如6-0 6-2菊池(神外大)  津田侑季6-3 6-4鹿島(滋賀大) 

吉田  晃6-2 6-0伊澤(神国大)  小川拓馬6-2 6-1野崎(英知大)   

石川悠太5-7 4-6山下(神院大)  柴垣諭志6-1 6-2稲田(大市大) 

松原大樹3-6 6-2 6-1水野(阪 大) 

▽２R   北村貴信1-6 2-6悦見(和 大 

村上誠稔  def   坊西(国仏大)  木山貴如6-0 6-0藤井(阪 大) 

柴垣昌志6-1 6-0林 (流通大)  津田侑季6-4 6-2飯田(京 大) 

吉田  晃6-0 6-1窪田(電通大)  小川拓馬6-3 6-2八木(阪 大) 

柴垣諭志6-1 6-0辰巳(滋賀大)  松原大樹0-6 1-6成瀬(関 大) 

中村竜輔6-0 6-3野村(大産大)  中島祥太1-6 2-6野口(大産大) 

▽３R   村上誠稔6-3 6-3鈴木(京 大) 

木山貴如6-1 6-1三反田(甲南大) 柴垣昌志6-0 6-0東田(大手前大) 

津田侑季3-6 6-3 2-6中川(大産大)  吉田  晃6-2 6-1宮崎(京 大) 

小川拓馬2-6 2-6上地(関学大)    石川悠太5-7 4-6山下(神院大) 

柴垣諭志6-1 6-3有元(神院大)    中村竜輔6-3 6-0弘田(京 大) 

▽FIN   村上誠稔7-6 2-6 6-4笹谷(関学大) 

木山貴如0-6 1-6岡部(神院大)  柴垣昌志6-4 6-2沓脱(関学大) 

吉田  晃5-7 3-6流田(近  大)  柴垣諭志4-6 2-6遠藤(大院大) 

中村竜輔6-0 6-0石川(関学大) 
予選 (男子ダブルス) 

▽１R   北村･津田5-7 7-6 6-３坪内･志垣(流通大) 

吉田･柴垣(諭) 6-1 6-1稲葉･金谷(京府大) 

木山･石川6-0 6-0谷 ･松浦(京教大) 

山崎･小川  def   小林･寺本(流通大) 

松原･中島1-6 6-2 6-3山崎･塩田(流通大) 

▽２R   北村･津田7-6 2-6 4-6飯田･塩原(大府大) 

柴垣(昌)･松下6-0 6-0谷田･岩白(流通大) 

吉田･柴垣(諭) 5-7 1-6橋本･裕仙(関 大) 

木山･石川6-4 6-4福井･三ッ井(甲南大) 

山崎･小川6-4 3-6 4-6益岡･遠山(近 大) 

土井･中村6-0 6-2西川･辻野(摂 大) 

松原･中島1-6 1-6山本･東 (大工大) 

▽３R   柴垣(昌)･松下6-4 7-5白木･桝本(龍谷大) 

木山･石川6-2 7-5佐藤･小澤(近 大) 

土井･中村6-2 6-2嶋田･野崎(相愛大) 

▽FIN   柴垣(昌)･松下6-1 6-4岩田･吉田(大教大) 

木山･石川7-5 6-3大槻･難波(関学大) 

土井･中村3-6 7-5 7-6畠中･伊東(関学大) 
予選 (女子シングルス) 

▽１R   青木真帆6-0 6-0重本(兵県大) 

大野真生6-1 6-0江口(国際大) 森田 綾6-1 6-0新実(大府大) 

▽２R   橋本康代7-5 6-1三原(大体大) 

青木真帆0-6 3-6山本(阪 大) 磯部起子6-0 3-0RET貞光(兵教大) 

大野真生6-1 6-3柴村(大市大) 須藤聡子  def   作野(神外大) 

石川小百合6-1 6-1佐野(帝 大) 林  綾子5-7 0-6山本(びわこ大) 

吉澤亜希子6-0 6-1谷口(仏大) 森田 綾6-3 4-6 6-3新実(大府大) 

堀川真菜6-0 6-1斉藤(びわこ大) 川重多衣子6-0 6-0梶野(大谷大) 

山形奈緒美7-5 6-3中本(大体大) 斎藤 佳6-1 6-4清見(親和女大) 

土肥惇美6-1 7-5松本(相愛大)  佐野香織6-4 6-0栗田(英和大) 

山田眞穂6-1 6-2山薗(大体大) 

▽３R   橋本康代3-6 1-6川口(松蔭女大) 

青木真帆0-6 3-6山本(阪 大)  磯部起子6-3 3-6 6-4浅川(天理大) 

大野真生1-6 0-6杉村(園田女)   須藤聡子4-6 0-6砂山(園田女) 

石川小百合6-1 6-2中野(国際大) 吉澤亜希子6-1 6-2久馬(武庫川) 

森田 綾5-7 1-6前田(関学大)   堀川真菜6-1 6-2宮崎(京産大) 

川重多衣子2-6 1-6原 (大体大) 山形奈緒美4-6 4-6佐藤(相愛大) 

斎藤 佳6-2 5-7 6-1清水(京産大) 土肥惇美6-1 6-1井下(園田女) 

佐野香織6-3 6-0久 (びわこ大)  山田眞穂1-6 3-6太田(阪 大) 

▽FIN   磯部起子0-6 1-6 猿田(松蔭女大) 

石川小百合6-0 6-0石坂(関学大) 吉澤亜希子6-1 6-3山田(甲南大) 

堀川真菜6-2 6-0岩上(関 大)  土肥惇美1-6 7-6 3-6杉山(園田女) 

斎藤 佳6-1 6-4木下(関 大)  佐野香織5-7 6-4 6-4清水(立命大) 
予選 (女子ダブルス) 

▽１R  磯部･大野6-0 6-0中谷･小坂(関 大) 

▽２R  磯部･大野6-3 4-6 7-5網島･松山(大市大) 

青木･山田1-6 2-6山口(追大)･清水(天理大) 

橋本･石川6-1 6-0宗元･米崎(奈良教大) 

磯部･堀川6-0 6-0安富･松本(常磐会) 

林 ･森田3-6 4-6熱田･山本(びわこ大) 

吉澤･川重6-1 6-0清水･辛前(和 大) 

山形･斎藤6-2 6-1落合･川上(常磐会) 

土肥･佐野6-1 6-0山本･湯谷(京教大) 

▽３R  磯部･大野6-4 3-6 6-7内田･長井(武庫川大) 

橋本･石川6-2 6-4小山･木下(関 大) 

磯部･堀川6-0 6-2小山･浜上(大体大) 

吉澤･川重6-2 7-5太田･山本(阪 大) 

山形･斎藤6-3 6-3竹田･原田(関外大) 
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土肥･佐野7-6 6-4川崎･清水(京教大) 

▽FIN  橋本･石川2-6 1-6葉山･久間(松蔭女大) 

磯部･堀川6-2 6-3池元･東中(松蔭女大) 

吉澤･川重1-6 1-6石川･山田(甲南大) 

山形･斎藤2-6 0-6杉山･川口(松蔭女大) 

土肥･佐野6-3 6-4岩本･石水(関 大) 
 

２００６（平成１８）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 

           （ ６月 ４日～６月１１日 靭TC） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦 

村上 誠稔 １－６ ２－６      西山    （関 大） 

柴垣 昌志 １－６ ６－３ ４－６ 佐藤   （近 大） 

中村 竜輔 ６－１ ６－０     磯田   （関 大） 

▽2回戦 

山口 尚吾 ６－２ ６－１     上地   （関学大） 

井上 賢典 ６－２ ５－７ ６－３ 高橋   （和 大） 

酒井 克己 ６－４ ６－２     佐藤 (悠) （関学大） 

土井 悠次 ６－２ ３－６ ３－６ 佐古   （大体大） 

中村 竜輔 ６－４ ６－４     佐藤 (直) （関学大） 

松下 裕介 ２－６ ５－７     山口   （大体大） 

▽３回戦 

山口 尚吾 ６－１ ６－１     江河   （関学大） 

酒井 克己 ３－６ ４－６     畠中   （関学大） 

中村 竜輔 ６－４ ６－７ ７－６ 井上 賢典（同 大） 

▽4回戦 

山口 尚吾 ６－１ ６－３     畠中   （関学大） 

中村 竜輔 ４－６ ６－１ ６－３ 川勝   （立命大） 

▽準々決勝 

山口 尚吾 ７－５ ６－１     中村 竜輔（同 大） 

▽準決勝 

山口 尚吾 ６－２ １－６ ６－７ 呉    （近 大） 
 

▽インカレ選考試合－男子単(負け残り) 
S1R 井上 賢典 ８－５ 佐々木（甲南大） 

S1R 酒井 克己 ８－４ 流田 （近 大） 
▽インカレ選考試合(7/7 靭TC)－男子単 
S2R 土井 悠次 ５－８ 遠藤（大院大） 

S2R 松下 裕介 ８－６  （神院大） ８－５ 前田（近 大） 
 

 (男子ダブルス) 

▽1回戦 

木山・石川 ２－６ １－６     藤沢・角田（関 大） 

柴垣・松下 ６－１ ６－１     尾崎・藤田（大体大） 

土井・中村 ６－４ ３－６ ３－６ 川津・平 （神院大） 

▽２回戦 

山口・酒井 ６－２ ６－１     吉川・岡田（甲南大） 

井上・村上 ７－６ ２－６ ６－２ 西岡・小柴（関外大） 

柴垣・松下 １－６ ６－７     江河・沓脱（関学大） 

▽３回戦 

山口・酒井 ６－４ ７－６     中田・出井（大体大） 

井上・村上 ６－３ ６－４     貝野・出原（大体大） 

▽準々決勝 

山口・酒井      def      脇 ・佐藤（関学大） 

井上・村上       def      中山・田川（関学大） 

▽準決勝 

山口・酒井 ３－６ ６－３ ６－２ 井上・村上（同 大） 
 

▽インカレ選考試合(7/7 靭TC)－男子複 
S1R 柴垣(昌)・松下 ２－８ 伊藤・高木（立命大） 

 

 (女子シングルス) 

▽1回戦 

小澤佳那子 ６－０ ６－０     川口  （松蔭女大） 

太田 あや ６－２ ６－４     池元  （松蔭女大） 

石川小百合 ３－６ １－６     高橋   （関外大） 

堀川 真菜 ６－２ ６－４     中井  （甲南女大） 

吉澤亜希子 ４－６ ０－６     戸高   （関学大） 

斎藤  佳 ３－６ ０－６     秦   （園田女大） 

佐野 香織 ４－６ ３－６     灰岡  （松蔭女大） 

▽2回戦 

小澤佳那子 ４－６ ４－６     樋口  （びわこ大） 

太田 あや ３－６ ６－７     高屋  （びわこ大） 

堀川 真菜 ２－６ ０－６     加藤   （関学大） 
 (女子ダブルス) 

▽1回戦 

小澤・太田 ２－６ ６－３ ２－６ 松尾・松尾 （立命大） 

磯部・堀川 ２－６ ２－６   宮城・峰垣（園田女大） 
土肥・佐野  ３－６ ３－６    石垣・秦 （園田女大） 

 

▽インカレ選考試合－女子単(負け残り) 
S1R 小澤佳那子 ８－５ 杉山 （松蔭女大） 

S1R 太田 あや ８－５ 中井 （京産大） 

S1R 堀川 真菜 ２－８ 上村（関学大） 

S2R 堀川 真菜 ６－４ ７－６ 杉山（園田女大） 

 
２００６（平成１８）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   北村貴信６-２６-３平野(京工大) 

村上誠稔６-０６-３田尻(京工大) 木山貴如６-０６-０植村(芦 大) 

柴垣昌志６-０６-０土井(京産大) 津田侑季６-０６-０井上(摂 大) 

吉田  晃６-３６-４平井(大経大) 小川拓馬 def 

山崎康史６-０６-１梅村(摂 大) 石川悠太６-１６-４鈴木(京園大) 

柴垣諭志６-０６-２鈴木(大手前大) 

▽３R   北村貴信６-１６-４八和(兵庫大) 

村上誠稔６-０６-０楠本(相愛大) 木山貴如６-０６-２浅井(阪外大) 

柴垣昌志６-２６-４元(大経法) 吉田晃６-０６-０徳丸(大手前) 
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津田侑季7-5 2-6 4-6坂ﾉ下(関外大) 山崎康史6-2 6-3開田(京工) 

小川拓馬６-２６-３土井(大経法) 石川悠太６-０６-０広瀬(神大) 

柴垣諭志６-１６-２西川(天理大) 

▽４R   北村貴信３-６２-６舛本(龍谷大) 

村上誠稔7-5 4-6 6-3白橋(国際大) 木山貴如６-２６-０竹内(  ) 

柴垣昌志６-０６-０中島(滋大) 吉田 晃６-１６-２安西(大工大) 

津田侑季7-5 2-6 4-6坂ﾉ下(関外大) 山崎康史5-7 4-6小中(神大) 

小川拓馬６-２６-２中村(京産大)石川悠太６-２６-２宮口(大経法) 

柴垣諭志３-６３-６新居(神院大) 

▽FIN   村上誠稔６-３７-６渡利(関大) 

木山貴如６-０６-４中村(京大) 柴垣昌志６-０６-３伊藤(立命大) 

吉田 晃０-６０-６谷口(関外大) 小川拓馬６-４６-１斉田(立命大) 

石川悠太３-６０-６福井(甲南大) 
予選 (男子ダブルス) 

▽２R   北村･吉田6-0 6-0戌井･前原(奈良大) 

木山･石川6-3 6-1池田･岡田(桃山大) 

柴垣(昌)･土井6-3 6-2鹿島･大屋(滋大) 

津田･山崎6-2 6-2植田･船見(仏大) 

小川･柴垣(諭) 6-0 6-0藤原･蒟油(国仏大) 

▽３R   北村･吉田6-0 6-2池本･出田(大工大) 

木山･石川6-0 6-0志垣･松下(流通大) 

柴垣(昌)･土井6-0 6-1辻野･井上(摂大) 

津田･山崎7-6 2-6 6-4鈴木･比嘉(神院大) 

小川･柴垣(諭) 7-5 4-6 7-6谷 ･小出(京園大) 

▽４R   北村･吉田3-6 7-6 6-4白橋･中村(国際大) 

木山･石川6-4 6-3半田･小澤(関大) 

柴垣(昌)･土井6-2 6-1高知･兵頭(兵庫大) 

津田･山崎6-2 6-2植田･船見(仏大) 

小川･柴垣(諭) 6-4 6-1尾崎･足立(大体大) 

▽FIN   北村･吉田6-0 6-1浜口･中本(奈良教大) 

木山･石川4-6 3-6金子･岡本(神院大) 

柴垣(昌)･土井6-0 6-3野崎･下坂(関学) 

津田･山崎6-7 4-6森川･松田(関外大) 

小川･柴垣(諭) 6-1 6-4中島･譲尾(大市大) 
予選 (女子シングルス) 

▽１R   青木真帆６-０６-０青山(滋大) 

磯部起子６-０６-０斉喜(桃大) 大野真生６-０６-０山縣(びわこ) 

橋本康代６-０６-１津崎(流通大) 前田奈浦子def 三辻(大手前大) 

林綾子6-4 6-1尾関(滋大) 川重多衣子2-6 6-3 1-6城下(甲南女大) 

山形奈緒美6-2 6-2福田(大体大) 土肥惇美6-0 6-1竹越(びわこ大) 

山田眞穂def 福井(大手前大) 

▽２R   青木真帆４-６１-６松ﾉ木(園田女大) 

磯部起子def  (  )   大野真生４-６５-７太田(阪大) 

須藤聡子６-１６-０上田(芦大) 橋本康代６-０６-１長谷川(龍大) 

前田奈浦子-6-4 6-1中村(大体大) 石川小百合def上田(兵庫大) 

林 綾子１-６３-６山田(国際大) 堀川真菜６-０６-０佐々木(桃大) 

山形奈緒美2-6 6-3 6-3松岡(関外大) 斎藤 佳6-0 6-0小倉(桃大) 

吉澤亜希子6-0 6-0吉本(京工大) 佐野香織6-0 6-1吉倉(甲南女大) 

土肥惇美６-１６-０北尾(神大) 山田眞穂６-４６-３原田(関外大) 

▽３R   磯部起子６-２６-１片倉(関外大) 

須藤聡子6-0 6-1江口(国際大) 橋本康代7-5 6-1畠山(園田女大) 

前田奈浦子-4-6 1-6野崎(関外大)  堀川真菜6-0 6-2松下(関外大) 

石川小百合6-3 6-4村田(大体)  山形奈緒美3-6 3-6前田(関外大) 

吉澤亜希子6-1 6-1落畑(園田女大) 斎藤 佳6-3 6-0市口(大体大) 

佐野香織6-0 ６-3落合(園田女) 土肥惇美７-６６-３森脇(大体大) 

山田眞穂３-６１-６百村(京産大) 

▽FIN   磯部起子2-6 1-6西村(立命大) 

須藤聡子3-6 2-6峰垣(園田女大) 橋本康代5-7 3-6石田(大体大) 

石川小百合６-2７-5錦織(立命大) 堀川真菜6-0６-2松下(関外大) 

吉澤亜希子6-3 6-2落畑(園田女) 斎藤佳6-3 3-6 4-6河野(園田女) 

佐野香織2-6 6-7秋豆(相愛大) 土肥惇美4-6 7-6 6-4上田(関外大) 
予選 (女子ダブルス) 

▽１R  大野･前田6-0 6-0岸本･山内(奈良女大) 

青木･林  6-3 7-6小林･矢野(国際大) 

須藤･山形2-6 4-6津田･福田(大体大) 

橋本･斎藤6-0 6-0前川･湯峰(神女大) 

石川･吉澤6-1 6-2井上･寺村(仏 大) 

▽２R  大野･前田6-0 6-0坂根･北村(阪大) 

青木･林  1-6 7-6 4-6佐々木･松ノ木(園田女大) 

須藤･山形2-6 4-6津田･福田(大体大) 

磯部･堀川6-1 6-0井谷･清水(和 大) 

橋本･斎藤6-2 6-1中井･百村(京産大) 

石川･吉澤6-1 6-1米崎･津田(奈教大) 

川重･山田6-0 6-1白井･小坂(関 大) 

石川･吉澤6-1 6-2井上･寺村(仏 大) 

土肥･佐野6-1 6-4城下･吉倉(甲南女大) 

▽３R  大野･前田6-3 6-2尾崎･島田(関外大) 

磯部･堀川6-2 6-4太田･山本(阪 大) 

橋本･斎藤6-3 6-1田中･仁木(関外大) 

石川･吉澤6-1 6-3川原･清水(武庫川女大) 

土肥･佐野6-1 6-4小林･松田(関外大) 

▽FIN  大野･前田1-6 3-6今井･守内(関外大) 

磯部･堀川7-5 6-4原田･松下(関外大) 

橋本･斎藤6-0 6-4網島(大市大)･吉倉(甲南女大) 

石川･吉澤6-3 6-3荒木･平松(大体大) 

土肥･佐野6-4 0-6 3-6西村･錦織(立命大) 

 
２００６（平成１８）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 ７－６ ６－４     松尾   （近 大） 

木山 貴如 ６－１ ６－３     岡崎   （京 大） 

柴垣 昌志 ３－６ ７－５ ６－４ 水谷   （京産大） 

小川 拓馬 ７－６ ６－３     岡本   （神院大） 

▽2回戦 
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山口 尚吾 ６－０ ６－０     柳澤   （龍谷大） 

酒井 克己 ３－６ ６－１ ２－６ 本倉   （獨協大） 

井上 賢典 ２－６ ６－７     酒井   （関 大） 

村上 誠稔 ５－７ ５－７     佐古   （大体大） 

木山 貴如 ６－２ ３－６ ６－３ 流田   （近 大） 

柴垣 昌志 ６－３ ５－７ ４－６ 前田   （近 大） 

小川 拓馬 １－６ ２－６     三宅   （神院大） 

土井 悠次 ２－６ ７－５ ６－０ 吉川   （甲南大） 

中村 竜輔 ６－３ ６－４     安藤   （関外大） 

松下 裕介 ７－５ ６－１     佐々木  （甲南大） 

▽３回戦 

山口 尚吾 ５－７ ６－３ ６－１ 前田   （近 大) 

木山 貴如 ６－２ ６－７ ７－６ 酒井   （関 大） 

土井 悠次 １－６ ４－６     川勝   （立命大） 

中村 竜輔 ７－５ ６－４     重松   （天理大） 

松下 裕介 １－６ ３－６     小川    （神院大） 

▽4回戦 

山口 尚吾 ７－５ ６－２     川勝   （立命大） 

木山 貴如 ６－３ １－６ ４－６ 岩崎   （近 大） 

中村 竜輔 ６－７ ０－６     山下   （関 大） 

▽準々決勝 

山口 尚吾 ６－４ ６－０     岩崎   （近 大） 

▽準決勝 

山口 尚吾 １－６ ６－４ ６－１ 呉    （近 大） 

▽決 勝 

山口 尚吾 ６－０ ６－７ ７－５ 安    （近 大） 
〈優 勝〉 

 (男子ダブルス) 

▽1回戦 

北村・吉田 ５－７ ２－６     小川・角田（関 大） 

柴垣(昌)･土井 ６－２ ６－２    水谷・中井（京産大） 

小川･柴垣(諭) ４－６ ４－６    白根・金原（甲南大） 

▽2回戦 

山口・酒井 ６－１ ６－０     堀田・酒井（関 大） 

井上・松下 ７－５ ６－１     清水・金原（関 大） 

村上・中村 ５－７ ６－１ ６－４ 藤沢・山本（関 大） 

柴垣(昌)･土井 ２－６ ４－６    川勝・高木（立命大） 

▽3回戦 

山口・酒井 ６－４ ６－１     村上・中村（同 大） 

井上・松下 ６－３ ３－６ ６－３ 白根・金原（甲南大） 

▽準々決勝 

山口・酒井 ６－４ ４－６ １－６ 川勝・高木（立命大） 

井上・松下 １－６ ２－６     呉 ・安 （近 大） 
 (女子シングルス) 

▽1回戦 

小澤佳那子 ６－１ ６－１     山本  （園田女大） 

太田 あや ２－６ １－６     田中  （相愛女大） 

石川小百合 ２－６ １－６     濱條  （園田女大） 

堀川 真菜 ６－１ ６－４     池元  （松蔭女大） 

吉澤亜希子 ２－６ ２－６     山田  （甲南女大） 

斎藤  佳 ４－６ ２－６     須加田  （関学大） 

土肥 惇美 ０－６ ３－６     石垣  （園田女大） 

▽2回戦 

小澤佳那子 ６－０ ６－２     前田   （関学大） 

堀川 真菜 ２－６ ２－６     伊藤  （相愛女大） 

▽３回戦 

小澤佳那子 ２－６ １－６     富山  （相愛女大） 
 (女子ダブルス) 

▽1回戦 

小澤・太田 ３－６ ６－１ ６－３ 杉村・杉山（園田女大） 

磯部・堀川 ０－６ ３－６     松尾・松尾（立命大） 

橋本・斎藤 ６－７ ６－２ ６－３ 宮城・峰垣（園田女大） 

石川・吉澤 １－６ ３－６     加藤・菅村（関学大） 

▽２回戦 

小澤・太田 ６－４ ３－６ ２－６ 辻村・富山（相愛大） 

橋本・斎藤 ４－６ ４－６     伊藤・佐藤（園田女大） 
 

２００６（平成１８）年 

【関西学生地域 (京都地区)テニストーナメント】 

           （ ３月１６日～  日 各大学） 
(男子シングルス) 

▽２回戦      北村 貴信8-2西山(京府大) 
村上 誠稔8-0山下(京園大)   柴垣 昌志8-1小林(滋賀大) 
木山 貴如8-0堀田(花 大)   津田 侑季8-1宮崎(京 大) 

吉田  晃8-3松田(京工大)   小川 拓馬8-6西村(仏 大) 

山崎 康史8-1開田(京工大)    中村 竜輔8-0山本(花 大) 

▽３回戦      北村 貴信9-７小林(滋賀大) 
村上 誠稔８-１小林(京工大) 柴垣 昌志８-０戸井田(滋賀大) 
木山 貴如８-０西山(京府大) 津田 侑季８-３荒井(仏 大) 

吉田  晃８-１宮本(京外大) 小川 拓馬８-４後藤(京 大) 

中村 慎吾４-８山本(立命大) 山崎 康史８-２勅使川原(龍谷大) 
▽４回戦      北村 貴信８-４榎本(京産大) 
村上 誠稔７-９加藤(京 大) 柴垣 昌志８-１金子(京 大) 
木山 貴如８-０岸 (京工大) 津田 侑季２-８高木(立命大) 

吉田  晃８-５鈴木(京 大) 小川 拓馬９-７萩森(龍谷大) 

山崎 康史８-０沖 (京 大) 

▽５回戦    ×北村 貴信def森岡(立命大) 
柴垣 昌志８-１斉藤(立命大) 木山 貴如６-８森岡(立命大) 
吉田  晃８-０白木(龍谷大) 小川 拓馬４-８水谷(京産大) 

山崎 康史８-６濱本(京産大) 

▽準々決勝   吉田  晃３-６６-２４-６高木(立命大) 
柴垣 昌志6-1 6-3水谷(京産大) 山崎 康史2-6 4-6吉垣内(龍谷大) 
▽準決勝   柴垣 昌志５-７１-６森岡(立命大) 

 (男子ダブルス) 

▽１回戦  津田・吉田８-０浦谷･朝倉(滋大) 

▽２回戦  柴垣(同大)･水谷(京産)８-０岡村･西村(仏大) 

井上・村上8-1増田･大住(京府) 津田・吉田8-0佐藤･大古前(京外) 

北村・山崎8-1佐々木･黒澤(京工)木山・土井8-1田中･山口(びわこ) 

小川・中村８-５浅田･宮園(京工) 
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▽３回戦  柴垣(同大)･水谷(京産)8-0藤木･中村(京教) 

井上・村上8-0石田･濱田(滋大) 津田・吉田8-4岡崎･加藤(京大) 

北村・山崎8-4宮崎･後藤(京大) 木山・土井8-3沖 ･中村(京大) 

小川・中村8-2胡子･弘田(京大) 

▽４回戦  柴垣(同大)･水谷(京産)8-1斉藤･秋本(立命) 

井上・村上8-3白木･桝本(龍大) 津田・吉田3-8川村･中井(京産) 

北村・山崎5-8萩森･中井(龍大) 木山・土井7-9吉垣内･柳澤(龍大) 

小川・中村3-8伊藤･出井(立命) 

▽準々決勝 

柴垣(同大)･水谷(京産)  ６－１ ６－１  吉垣内・柳澤（龍谷大） 

井上・村上 ４－６ ５－７      川本・中村 （京産大） 

▽準決勝 

柴垣(同大)･水谷(京産)  ６－４ ７－６  徳毛・高木（立命大） 

▽決 勝 

柴垣(同大)･水谷(京産)  ６－２ ６－３  川村・中井（京産大） 

〈優 勝〉 

 (女子シングルス) 

▽１回戦  青木 麻帆８-４長尾（龍谷大） 

磯部 起子def井上（同女大） 大野 真生８-１尼丁（京工大） 

須藤 聡子８-１山本（京教大）橋本 康代８-４中小田 (びわこ大) 

石川小百合８-２大野（京工大）太田 あやdef 寺本 （花 大） 

林  綾子８-３井上（京教大）吉澤亜希子８-１井上（ダム女大） 

山形奈緒美８-０湯谷（京教大） 川重多衣子def 南 （京 大） 

森田  綾８-１島村（ダム女大）堀川 真菜８-２河島 （仏 大） 

▽２回戦  青木 麻帆８-０佐野（仏 大） 

大野 真生７-９丸井（龍谷大）須藤 聡子９-８中井（京産大） 

橋本 康代８-０矢ｹ崎 (京 大) 石川小百合８-１谷口（仏 大） 

太田 あや８-１ 堤 （京外大）林  綾子４-８馬場（立命大） 

吉澤亜希子def溝口（びわこ大）山形奈緒美４-８川崎（京産大） 

川重多衣子８-５高橋（立命大） 森田 綾８-１古田（京 大） 

堀川 真菜８-１東 （京産大） 

▽３回戦  須藤 聡子８-０吉川（立命大） 

橋本 康代９-７森  (龍谷大)  石川小百合８-２川崎（京産大） 

太田 あや８-２森田 綾（同大）吉澤亜希子８-６青木 麻帆（同大） 

山形奈緒美４-８川崎（京産大）川重多衣子７-９百村 （京産大） 

堀川 真菜８-３馬場（京産大） 

▽準々決勝 

橋本 康代 ６－３ ６－２     須藤 聡子（同 大） 

太田 あや ６－１ ５－７ ６－１ 百村   （京産大） 

石川小百合 ６－３ ６－１     錦織   （立命大） 

堀川 真菜 ７－６ ７－５     吉澤亜希子（同 大） 

▽準決勝 

太田 あや ７－５ ６－３     堀川 真菜（同 大） 

石川小百合 ６－３ ７－５     橋本 康代（同 大） 

▽決 勝 

太田 あや １－６ ６－２ ７－６ 石川小百合（同 大） 

〈優 勝〉             〈準優勝〉 

 (女子ダブルス) 

▽１回戦  大野・須藤８-１井上･篠原 (同女大) 

小澤・太田8-0谷口･森田 (仏大) 橋本・石川8-0馬場･若林(立命) 

青木・山形 8-1土井・宮路(滋大) 磯部・堀川def 山本･湯谷(京教) 

林 ・森田8-2松田･尾関(滋大) 

▽２回戦  大野・須藤８-２藤田･吉川(立命) 

小澤・太田8-0矢ｹ崎･古川(京大) 橋本・石川8-1百村･東 (京産) 

青木・山形 8-6丸井・長尾(龍大) 川重・吉澤8-3島村･井上(ダム女) 

磯部・堀川8-0猿渡(京大)･渡口(京外)  林・森田3-8森･小西(龍大) 

▽準々決勝 

小澤・太田 ６－１ ７－５     青木・山形  (同 大) 

橋本・石川 ６－１ ６－３     森 ・小西  (竜谷大) 

磯部・堀川 ５－７ ６－１ ６－３ 大野・須藤  (同 大) 

川重・吉澤 ６－３ ７－６     高橋・加藤   (立命大) 

▽準決勝 

小澤・太田 ６－１ ６－０     川重・吉澤  (同 大) 

橋本・石川 ４－６ ６－３ ６－４ 磯部・前田  (同 大) 

▽決 勝 

小澤・太田 ６－３ ７－５     橋本・石川  (同 大) 

〈優 勝〉             〈準優勝〉 

２００６（平成１８）年 

【関西学生チャレンジテニストーナメント】 

           （ ６月２３日～ 各大学） 
(男子シングルス) 

▽１回戦  津田 侑季８-２今岡(和大) 
石川 悠太def         柴垣 諭志８-１山田(仏大) 
▽２回戦  木山 貴如８-３熊谷(花大) 
津田 侑季８-３吉田(桃大)    小川 拓馬８-５土谷(仏大) 

山崎 康史８-1加藤(聖和大)   石川 悠太８-２高田(大府大) 

柴垣 諭志８-３西岡(関外大) 
▽３回戦  北村 貴信８-１花本(大商大) 
木山 貴如８-４西川(天理大)   津田 侑季７-９永清(近大) 

吉田  晃８-５坊西(国仏大)   小川 拓馬８-6竹内(近大) 

山崎 康史４-8川村(京産大)   石川 悠太５-８日和(甲南大) 
柴垣 諭志６-８中瀬古(神大) 
▽４回戦  北村 貴信２-８金子(阪大) 
木山 貴如８-3野村(大産大)   吉田  晃８-１益岡(近大) 

小川 拓馬８-３小林(関外大) 

▽５回戦  木山 貴如８-１松田(関外大) 
吉田  晃８-４佐藤(大体大)   小川 拓馬８-４福井(甲南大) 

▽６回戦  木山 貴如８-９林 (大教大) 
吉田  晃８-４岩田(大経大)   小川 拓馬８-９斉田(立命大) 

▽７回戦  吉田  晃９-８井上(京大) 

▽準々決勝 吉田  晃 ６-４ ７-６ 西岡(関外大) 
▽準決勝  吉田  晃 ０-６ １-６ 吉川(甲南大) 
 (男子ダブルス) 

▽２回戦  北村･吉田def 小川･柴垣(諭)８-０岡田･小林(京工大) 

津田･山崎８-０竹川･花松(帝大) 

▽３回戦  北村･吉田５-８加藤･平畑(びわこ大) 

小川･柴垣(諭)８-１中西･森(大商大)津田･山崎８-３新井･西村(仏大) 

▽４回戦  小川･柴垣(諭)８-０辰巳･大屋(滋大) 

津田･山崎８-５今泉･能津(大府大) 
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▽５回戦  小川･柴垣(諭)３-８川村･本多(京産大) 

津田･山崎１-８金子･大野(阪大) 

 (女子シングルス) 

▽１回戦  山田 眞穂８-０赤松(大工大) 

▽２回戦  青木 麻帆５-８橋本(奈良女大) 

磯部 起子８-０高橋(天理大)   大野 真生８-４細川(同女大) 

須藤 聡子 def 寺田(大経大)   橋本 康代８-０田中(大経大) 

林 綾子４-８久 (びわこ大)   森田  綾８-０国本(阪外大) 

山形奈緒美８-4吉倉(甲南女)   土肥 惇美８-０明石(奈女大) 

山田 眞穂６-８中瀬古(神大) 

▽３回戦  磯部 起子８-３山田(国際大) 

大野 真生８-1平良(国際大)   須藤 聡子６-８高山(関外大) 

橋本 康代８-５片倉(関外大)   森田  綾７-９唐下(関外大) 

山形奈緒美８-４横田(関外大)   土肥 惇美９-7松下(関外大) 

▽４回戦  磯部 起子８-４中田(武庫川女大) 

大野 真生７-９西本(関外大)   橋本 康代７-９太田(阪大) 

山形奈緒美８-５淺川(天理大)   土肥 惇美８-０吉川(立命大) 

▽５回戦  磯部 起子８-３村田(関外大) 

山形奈緒美４-８丸井(龍大)    土肥 惇美８-４奥田(関外大) 

▽６回戦  磯部 起子８-９落畑(園田女大) 

土肥 淳美８-５西浜(神大) 

▽準々決勝 土肥 惇美 ４-６ ４-６ 松尾(立命大) 

 (女子ダブルス) 

▽１回戦  青木･林 8-1小山･高西(国仏大) 

▽２回戦  青木･林 def 吉野･磯部(関大) 

大野･石川8-2新実･畑山(京府大) 須藤･山形8-1岡部･東山(奈良大) 

橋本･斎藤8-0宝本･鈴木(京府大) 森田･山田8-1佐々木･中村(桃大) 

吉澤(同大)･清水(京産)8-0細川･井上(同女大) 

▽３回戦  青木･林  4-8吉川･長尾(立命大) 

大野･石川8-2松下･松田(関外大)  須藤･山形9-8島本･藤本(京大) 

橋本･斎藤8-0福山(親和女)･中井(神大) 

森田･山田1-8吉山･森本(大教大) 

吉澤(同大)･清水(京産)6-8河野･吉倉(甲南女大) 

▽４回戦  大野･石川8-0城下･大嶋(甲南女大) 

須藤･山形9-8島田･仁木(関学大) 橋本･斎藤8-5中井･百村(京産大) 

▽５回戦  大野･石川8-3八田･中小田(びわこ大) 

須藤･山形2-8河原･西浜(神大)  橋本･斎藤8-6谷 ･野崎(関外大) 

▽準々決勝 大野･石川7-6 6-2片倉･北野(松蔭女大) 

橋本･斎藤6-2 6-4三原･前田(関学大) 

▽準決勝  大野･石川6-7 6-2 7-5河原･西浜(神大) 

橋本･斎藤6-4 4-6 7-5上田･酒井(関外大) 

▽決 勝  大野･石川6-7 6-3 6-4橋本･斎藤(同大) 

〈優 勝〉     〈準優勝〉 

２００６（平成１８）年 

【関西学生新進テニストーナメント】 

       予選（１０月２９日～１１月 ８日 各大学） 
予選 (男子シングルス) 

▽２R   柴垣昌志6-2 6-4堀口(追大) 
吉田 晃6-2 6-3石橋(びわこ大) 津田侑季1-6 0-6祐山(関西大) 

小川拓馬6-3 6-0遠藤(兵教大)  山崎康史6-0 6-1今村(電通大) 
石川悠太6-4 6-1小磯(国際大)    柴垣諭志6-0 6-3丹羽(神大) 

▽３R   柴垣昌志6-0 6-0  (仏教大) 
吉田 晃6-2 6-2岸(奈良教大) 小川拓馬6-0 6-1当麻(京産大) 
山崎康史7-6 4-6 7-6小川(滋大) 石川悠太6-2 2-6 0-6宮園(京園大) 
柴垣諭志6-0 6-0小林(京園大) 

▽４R   柴垣昌志6-1 6-0 井上(関福大) 
吉田 晃4-6 6-2 6-4前田(立命大) 小川拓馬7-6 6-2飯田(大府大) 
山崎康史6-1 6-1鈴木(京産大)   柴垣諭志4-6 3-6安積(関外大) 
▽FIN   柴垣昌志6-3 6-1中岡(関外大) 
吉田 晃6-1 4-6 6-3藤澤(関学大) 小川拓馬7-6 7-5堀 (関西大) 
山崎康史2-6 4-6佐藤(関学大) 
予選 (男子ダブルス) 

▽２R   吉田･川村(京産) 6-2 6-1福冨･林田(大経大) 
木山･石川6-2 4-6 6-0奥田･辻中(大教大) 
津田･山崎6-0 6-1米山･上野(相愛大) 
小川･柴垣(諭) 6-2 6-1堂井･山田(仏教大) 
▽３R   吉田･川村(京産) 6-3 6-4山本･岡田(立命大) 
木山･石川4-6 6-4 6-1松村･長浜(立命大) 
柴垣(昌)･土井6-0 6-2臼木･舛本(龍谷大) 
小川･柴垣(諭) 7-5 2-6 6-4祐仙･堀 (関西大) 
▽FIN   吉田･川村(京産) 1-6 3-6上地･今村(関学大) 
木山･石川6-7 6-1 5-7西山･松本(関西大) 
柴垣(昌)･土井6-1 2-6 6-2深谷･藤田(関西大) 
小川･柴垣(諭) 3-6 1-6飯降･平井(大体大) 
予選 (女子シングルス) 

▽１R   山田眞穂def中川(神外大) 
▽２R   石川小百合6-1 6-0前川(神女学大) 
林 綾子2-6 2-6山田(国際大)  川重多衣子6-4 6-1寺村(仏教大) 

山形奈緒美6-3 6-1中田(武庫女大) 吉澤亜希子6-1 6-0岡田(大谷大) 
斎藤 佳7-5 6-4長野(武庫女大) 土肥惇美6-1 6-1小倉(桃山大) 
佐野香織6-0 6-2田中(兵教大)  山田眞穂6-3 7-5 横田(関外大) 
▽３R   石川小百合6-2 6-1山本(武庫川女大) 
川重多衣子6-3 6-3 月(阪大) 山形奈緒美3-6 6-1 2-6井上(仏教大) 
吉澤亜希子6-3 6-1清水(京産大)  斎藤 佳6-2 6-1富城(園田女大) 
土肥惇美6-3 6-0吉川(立命大)    佐野香織6-2 6-0宮崎(京産大) 
山田眞穂3-6 0-6 長井(武庫川女大) 
▽FIN   石川小百合4-6 5-7佐藤(相愛大) 
川重多衣子0-6 3-6石田(関外大)    土肥惇美6-4 6-0谷田(関外大) 
吉澤亜希子4-6 6-3 6-3片倉(松蔭女) 斎藤 佳6-1 6-1東中(松蔭女) 

佐野香織6-1 0-6 2-6西村(立命大) 
予選 (女子ダブルス) 

▽１R   太田･土肥6-2 6-0柏原･吉倉(甲南女大) 
吉澤･斎藤6-0 6-1森田･寺村(仏教大) 
堀川･佐野6-0 6-0駒井･濱田(京府大) 
▽２R   林 ･山田6-2 4-6 2-6鮫島･木下(関西大) 
山形･妹尾(甲南大) 4-6 6-4 7-6井上･谷口(仏教大) 
▽３R   太田･土肥6-3 7-5村田･古橋(大体大) 
石川･川重6-1 6-2菊池･三原(大体大) 
吉澤･斎藤6-3 4-6 6-2百村･清水(京産大) 
堀川･佐野6-1 6-1藤田･若林(立命大) 
山形･妹尾(甲南大) 6-1 4-6 6-2長尾(龍大)･畑山(帝大) 
▽FIN   太田･土肥6-1 5-7 6-2平井･川崎(京産大) 
石川･川重7-5 6-4中西･福井(神院大) 
吉澤･斎藤6-3 6-1片倉･横田(関外大) 
堀川･佐野6-2 7-5比嘉･川村(大体大) 
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山形･妹尾(甲南大) 4-6 1-6内田･長井(武庫女大) 
 
２００６（平成１８）年 

【関西学生新進テニストーナメント】 

         本戦（１１月１７日～２３日 万博ＴＧ） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦 
吉田  晃 １－６ １－６     平岡    (関学大) 
柴垣 昌志 ６－４ ７－５     北尾     (神院大) 
小川 拓馬 ４－６ ２－６     西岡    (関外大) 
▽２回戦 
木山 貴如 ７－５ ５－７ １－６ 小川    (関学大) 
柴垣 昌志 ３－６ ６－４ ７－６ 貝野     (大体大) 
土井 悠次 ５－７ ６－２ ７－６ 上地    (関学大) 
中村 竜輔 ６－２ ４－６ ６－１ 沓脱    (関学大) 
松下 裕介 ６－４ ６－１     青井    (四日市大) 
▽３回戦 
土井 悠次 ７－６ ５－７ ６－１ 野崎    (関 大) 
中村 竜輔 ６－３ ４－６ ６－１ 伊勢    (関学大) 
松下 裕介 ４－６ １－６     三宅     (神院大) 
▽４回戦 
土井 悠次 １－６ ７－６ ３－６ 西山    (神 大) 
中村 竜輔 １－６ １－６     加藤   (びわこ大) 
 (男子ダブルス) 
▽１回戦 
柴垣(昌)･土井 ２－６  ６－４  ４－６ 高橋・中越 (和 大) 
▽２回戦 
松下・中村 ６－２ ７－５     小柴・安藤 (関外大) 
▽３回戦 
松下・中村 ６－４ ６－４     酒井・山下 (関 大) 
▽準々決勝 
松下・中村 ６－３ ２－６ ３－６ 小川・三宅 (神院大) 
 (女子シングルス) 

▽１回戦 
太田 あや ６－１ ６－１     尾堂   (南山大) 
吉澤亜希子 ３－６ １－６     秦   (園田女大) 

堀川 真菜 ６－４ ４－６ ６－７ 池本 (大阪松蔭女大) 

斎藤  佳 ６－１ ６－３     葉山 (大阪松蔭女大) 
土肥 惇美 ３－６ ２－６     上赤  (武庫川大) 
▽２回戦 
太田 あや ６－１ ６－１     秦   (園田女大) 
斎藤  佳 ３－６ １－６     吉山    (大教大) 
▽準々決勝 
太田 あや ４－６ ４－６     高屋  (びわこ大) 
(女子ダブルス) 

▽１回戦 
太田・土肥 ６－７ ３－６     杉山・久間(松蔭女大) 
石川・川重 ０－６ ２－６     ・   (  大) 
堀川・佐野 １－６ ６－７     加藤・須加田(関学大) 
吉澤・斎藤 ２－６ １－６     森 ・川口(松蔭女大) 
 

２００６（平成１８年）年 

【全日本学生テニス選手権】 

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

▽１回戦 

山口 尚吾 ６－０ ６－３     川津（神院大） 

酒井 克己 ６－４ ６－２     岸本（東学大） 

井上 賢典 ６－４ ６－７ ６－２ 大西（信州大） 

中村 竜輔 ２－６ １－６     小山（早 大） 

松下 裕介 ２－６ ６－１ ６－０ 千葉（福島大） 

▽２回戦 

山口 尚吾 ６－１ ６－４     山本（関 大） 

酒井 克己 １－６ １－６     渡辺（早 大） 

井上 賢典 ４－６ ２－６     牛田（亜 大） 

松下 裕介 ４－６ １－６     羽石（早 大） 

▽３回戦 

山口 尚吾 １－６ １－６     小山（早 大） 
 (男子ダブルス) 

▽１回戦 

山口・酒井 ６－２ ４－６ ４－６ 佐古・稲村（大体大） 

井上・村上 ２－６ ６－７     羽石・上本（早 大） 

(女子シングルス) 

▽１回戦 

太田 あや ７－６ ６－３     平野（愛院大） 

堀川 真菜 ４－６ ２－６     戸高（関学大） 

▽２回戦 

小澤佳那子 ６－０ ６－１     灰岡（松蔭女大） 

太田 あや ４－６ ３－６     宮村（早 大） 

▽３回戦 

小澤佳那子 ６－２ ３－６ ３－６ 清水（日 大） 

(女子ダブルス) 

出場ナシ 

 
２００６（平成１８年）年 

【全日本学生室内テニス選手権】 

         予選（１１月３０日～１２月 ３日 江坂TC） 
予選 (男子シングルス) 

▽１Ｒ 

中村 竜輔 ６－３ ６－４     星山（北海医大） 

▽２Ｒ 

中村 竜輔 １－６ ０－６     大塚（亜細亜大） 

予選 (男子ダブルス) 

▽１R 

山口・酒井 ６－３ ２－６ ２－６ 李 ・赤羽（日 大） 

予選 (女子シングルス) 

▽１R 

小澤佳那子 ５－７ ６－３ ６－２ 堀（北海道浅井学園大） 

▽２R 

小澤佳那子 ３－６ ３－６     森 （松蔭女大） 

 

２００６（平成１８年）年 

【全日本学生室内テニス選手権】 

      （１２月 ５日～ ９日 長岡京市西山公園体育館） 
(男子シングルス) 

▽１回戦 

山口 尚吾 ４－６ ２－６     藤田（法政大） 
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２００６（平成１８年）年 

【北信越学生室内テニス選手権】 

     （１２月２２日～２４日 石川県能登町藤波運動公園） 
(男子シングルス) 

▽１回戦 

松下 裕介 ６－４ ６－２     小坂（信州大） 

▽２回戦 

松下 裕介 １－６ １－６     畑 （東海学園） 

(男子ダブルス) 

▽１回戦 

松下・角田(関大) ４－６ ６－２ ６－３ 八代・舟橋（新潟大） 

▽準決勝 

松下・角田(関大) ６－３ ７－５     松原・柳川（信州大） 

▽決 勝 

松下・角田(関大) ７-６ ６-７ ７-６ 畑 (東海学園)・森口（愛知大） 

〈優 勝〉 

２００６（平成１８年）年 

【毎日オープンテニス選手権】第８１回 

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

▽１R 柴垣昌志8-5小市 (清風高) 

▽２R 柴垣昌志8-4岸田 (三宝伸銅) 

木山貴如9-7華谷(神院大) 土井悠次8-2谷口(ﾃﾞｨﾊﾞｰﾃﾆｽｸﾗﾌ )゙ 

▽３R 柴垣昌志8-3江頭 (TEAM ZEST) 

木山貴如8-1山本(池島ﾃﾆｽｸﾗﾌ )゙  土井悠次8-3北尾(神院大) 

▽FIN 柴垣昌志5-8川津 (神院大) 

木山貴如2-8篠川(長尾谷高) 土井悠次4-8森口(神院大) 
本戦 (男子シングルス) 
▽１回戦 土井悠次2-6 7-6 1-0RET進土(Wizard Sports Pro) 

▽２回戦  土井悠次6-1 2-1RET村上(ﾜｲﾙﾄﾞﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐ )ー 

▽準々決勝 土井悠次2-6 2-6奥 (長尾谷高) 
本戦 (男子ダブルス) 
▽１回戦 柴垣(昌)･土井3-6 1-6篠川･杉本(長尾谷高) 

 
２００６（平成１８年）年 

【ブリジストン京都オープン２００６】第 ６ 回 

           予選（ ４月１６日・１７日） 
予選 (男子シングルス) 
▽１R 津田侑季8-5田代(大原G)  木山貴如8-2中村(東山高) 

中村慎吾def小松(明石企画) 

▽２R津田侑季1-8水谷(京産大)  吉田 晃8-4美 (天理大) 

柴垣昌志8-2谷村(明石企画)    土井悠次8-5木山貴如(同大) 

▽FIN吉田 晃8-5西村(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ小倉) 

柴垣昌志8-1西宮(天理大)    土井悠次6-8佐野(湯山TS) 

予選 (男子ダブルス) 

▽１R 石川(同大)･鈴木(PTN) def松浦(ID京都西)･新谷(ﾐﾁ) 

▽FIN 石川(同大)･鈴木(PTN) 8-1大嶋(宝ヶ池)･小松(明石企画) 

予選 (女子シングルス) 

▽１R   橋本康代2-8谷口(Tennis Plats) 
太田あや6-8内田(東山TC)  石川小百合8-4峯垣(園田女大) 
林 綾子5-8坂上(四宮TC)  山形奈緒美9-7山ノ上(明石企画) 

吉澤亜希子8-0西川(四宮TC)  山田眞穂def山田(ﾊﾛｰｽﾎﾟｰﾂ) 
▽２R   石川小百合9-8山口(東海女大) 
山形奈緒美9-7佐々木(園田女大) 

吉澤亜希子1-8酒井(関外大)   山田眞穂3-8宗近(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) 

斎藤 佳0-8杉村(園田女大)  佐野香織4-8今西(明石企画) 

▽FIN   石川小百合2-8井上(井上ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ) 
山形奈緒美3-8杉村(園田女大) 

予選 (女子ダブルス) 

▽FIN   林 ・高田1-8東 ・宮崎 (京産大) 
斎藤・山田8-1 谷口･谷口(Tennis Plats) 
             本戦（ ４月１９日～  日） 
 (男子シングルス) 
▽１回戦  山口尚吾6-0 6-0山岸(三菱電機) 

柴垣昌志7-5 6-3川村(京産大)  吉田 晃1-6 0-6佐野(東山高) 

▽２回戦  山口尚吾6-2 6-2 C.フレﾃﾞリック(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝ヶ池) 

柴垣昌志2-6 1-6木原(中筋G) 土井悠次6-2 2-6 2-6奥野(JR北海道) 

松下裕介1-6 6-3 6-4吉田(ﾐﾙﾌｨｰﾕTC) 
▽準々決勝 山口尚吾7-6 6-2 佐野(東山高) 

松下裕介4-6 6-3 6-1重松(天理大) 

▽準決勝  山口尚吾1-6 6-2 0-6劉 (ﾜｰﾙﾄ )゙ 

松下裕介3-6 0-6奥野(JR北海道) 

 (男子ダブルス) 
▽１回戦 木山･土井6-2 5-7 6-４御宮知･橋本(ｲﾝﾄﾞｱｰ京都西) 

柴垣(昌)･松下3-6 3-6佐野(湯山TC)･柳澤(香里ｸﾞﾘｰﾝTC) 

石川(同大)･鈴木(PTN) 6-4 3-6 6-4佐野(東山高)･大渡(大渡TA) 

▽準々決勝 木山･土井6-4 6-3大西･水谷(京産大) 

石川(同大)･鈴木(PTN) 6-1 6-2吉田･施 (芦屋大学付属) 

▽準決勝 木山･土井0-6 4-6佐野(湯山TC)･柳澤(香里ｸﾞﾘｰﾝTC) 

石川(同大)･鈴木(PTN) 1-6 5-7武村･西宮(天理大) 
 (女子シングルス) 
▽１回戦  小澤佳那子7-6 6-2竹内(立命館宇治高校) 

堀川真菜6-7 1-6赤坂(大教大)  土肥惇美3-6 1-6石崎(荏原SSC) 

 (女子ダブルス) 
▽１回戦  吉澤･川重def橋本･堀川(同 大) 

斎藤･山田2-6 1-6赤坂(大教大)･赤坂(千里丘TC) 

土居･石水1-6 1-6高屋(びわこ大)･鍋谷(園田女大) 

▽準々決勝 吉澤･川重0-6 5-7猪野(島津製作所)･石崎(荏原SSC) 

 

２００６（平成１８年）年 

【京都府テニス選手権】第６０回 

            （ ７月２２日～ ） 
 (男子シングルス) 
▽１回戦  木山貴如８-０萩生(ﾃﾆｽﾊｳｽ) 

吉田 晃９-８新谷(ﾎﾟﾙﾄ･ﾄﾞｳ･ﾐﾁ) 

▽２回戦  木山貴如８-４西坂(龍谷大職員) 

柴垣昌志８-６大嶋(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ宝ｹ池) 吉田 晃２-８佐野(湯山TC) 

土井悠次３-８広瀬(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ宝ｹ池) 

▽３回戦  木山貴如８-０柳澤(JR木幡) 

柴垣昌志８-５杉江(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ小倉) 

▽４回戦  木山貴如６-8廣瀬(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ宝ｹ池) 



 12

柴垣昌志４-８綿谷(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ宝ｹ池) 

(男子ダブルス) 
▽１回戦  木山・柴垣(昌)２-８岸田(ｸﾞﾘｰﾝ)･川北(長岡TC) 

 
２００６（平成１８年）年 

【ダンロップトーナメント京都大会】第24 回 

            （ ８月 ５日～ ） 
 (男子ダブルス) 
▽決勝 柴垣(昌)･土井7-6 6-1駒田(ﾊﾞﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ)･城間(島津製作所 

〈優 勝〉 

２００６（平成１８年）年 

【ダンロップトーナメント関西決勝大会】第24 回 

     （ １１月１１日～１２日 滋賀県立彦根総合運動場） 
 (男子ダブルス)Ａ組 
柴垣(昌)･土井1-6衛藤･山根(大阪府) 

柴垣(昌)･土井3-6西尾･天羽(兵庫県) 

柴垣(昌)･土井3-6岡本･長田(和歌山県) 

柴垣(昌)･土井6-1佐々木･坂口(奈良県) 

柴垣(昌)･土井6-3栗田･峯尾(滋賀県) 

 
２００６（平成１８年）年 

【ミキプルーン神戸オープンテニス２００６】第１５回 

          予選（ ４月  日～  日 ） 
予選 (男子シングルス) 
▽１R 柴垣昌志8-3水本(ICSP松本) 土井悠次0-8西山(神大) 

▽２R柴垣昌志8-1森口(神院大) 

▽FIN柴垣昌志5-８篠川(長尾谷高校) 

 
２００６（平成１８年）年 

【ＪＴＴ加西・アオノテニスオープン２００６】第１０回 

          予選（ ４月１２日・１３日） 
予選 (女子シングルス) 
▽２R  橋本康代6-1 7-5宗近(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸TC) 

▽FIN  橋本康代6-4 6-3野井(Teaｍ.N.C.Y) 

 
２００６（平成１８年）年 

【浜名湖オープンテニストーナメント２００６】 

          本戦（ ４月 ３日～ ６日） 
 (女子シングルス) 
▽１回戦 石川小百合6-3 6-1松本(浜松市立高校) 

吉澤亜希子7-6 5-7 6-1栗田(ﾆｭｰｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝTC) 

▽２回戦 石川小百合5-7 2-6丹 (庭球道場) 

吉澤亜希子3-6 2-6今井(GTP) 

(女子ダブルス) 
▽準々決勝 石川･吉澤6-2 6-1青野・松本(浜松市立高校) 

▽準決勝  石川･吉澤7-6 6-3松山・東 (静岡市立高校) 

▽決 勝 石川･吉澤3-6 6-4 3-6栗田・中村(N ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝTC)) 

〈準優勝〉 

２００６（平成１８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) 
▽準決勝 小澤佳那子7-6 6-1藤堂(城北MID) 

▽決 勝 小澤佳那子7-6 5-7 2-6義基(三重TC) 

〈準優勝〉 

２００６（平成１８年）年 

ニッケ【全日本テニス選手権】C予選 第８１回 

          予選（１１月  日～ ） 
予選 (女子シングルス) 
▽１R 小澤佳那子 １－６ ６－７ 土居(ｱﾎﾟﾛﾕｰｽTC) 
 

２００６（平成１８）年 

第６１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２４日～ ） 

(男子シングルス)  

▽山口尚吾9-7武村(天理大) ▽山口尚吾8-4松下(同大) 

▽柴垣昌志6-8大西(京産大) ▽柴垣昌志0-8松下(同大) 

▽松下裕介8-5大西(京産大) ▽松下裕介8-0柴垣(昌)(同大) 

▽松下裕介4-8山口(同大)  ▽松下裕介2-8武村(天理大) 
 

２００６（平成１８年）年 

第６１回【国民体育大会テニス選手権】和歌山県２次予選 

          予選（ ６月１０日～ ） 
 (男子シングルス) 

▽1R 土井 悠次(同大)  ８－１   宮本  (関学大) 
▽1R 中村 竜輔(同大)  ８－４   中島 (ﾃﾞｺﾙﾃ･pro) 
▽2R 土井 悠次(同大)  ８－４   小島 (ﾃﾞｺﾙﾃ･pro) 
▽2R 中村 竜輔(同大)  ６－８   山下   (関学大) 
▽SF 土井 悠次(同大)  ６－８   出井   (大体大) 
▽2位決定戦 土井 悠次(同大) ４－８ 小島 (ﾃﾞｺﾙﾃ･pro) 
▽2位決定戦 中村 竜輔(同大) ４－８ 岡田   (関学大) 
 

２００６（平成１８年）年 

第６１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) 

▽２R   太田 あや(同大) ８－３ 大岡 (広島経済大) 
▽総当り戦 太田 あや(同大) ８－０ 服部 (ｴﾌﾋﾞｺ) 
▽総当り戦 太田 あや(同大) ６－８ 山口 (神戸松蔭女大) 
▽総当り戦 太田 あや(同大) ８－２ 田中 (やすいそ庭球部) 
《中国ブロック》  予選（ ８月２６日～ ） 

▽１R 太田 あや(同大) ４－８ 五藤(ﾗｽﾀｯﾄﾃﾆｽｸﾗﾌ )゙ 
▽２R 太田 あや(同大) ６－８ 仲里(島根大) 
▽１R 太田(同大)･田中(   ) 

 ４－８ 五藤(ﾗｽﾀｯﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)･原(荏原SSC) 
▽２R 太田(同大)･田中(   ) 

 ８－４ 仲里(島根大)･平林(島根県社会福祉事業団) 
 

２００６（平成１８年）年 

第６１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) ８－０ 坂本 (松山大) 
▽２R   堀川 真菜(同大) ８－２ 渡辺 (今治西高校) 
▽３R   堀川 真菜(同大) ８－１ 森山 (愛媛信用金庫) 
▽総当り戦 堀川 真菜(同大) ４－８ 大塚 (松山東高校) 
▽総当り戦 堀川 真菜(同大) ９－７ 武田 (いよぎんTC) 
▽総当り戦 堀川 真菜(同大) ２－８ 武田 (松山市役所) 
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２００６（平成１８年）年 

第６１回【国民体育大会テニス選手権】ブロック大会 

予選（ ８月１９日～ ） 
《東海ブロック》第27回  

▽１R  三重県 ０ (小澤佳那子(同大) ４－８ 木下) ２ 愛知県 
３位戦  三重県 ２ (小澤佳那子(同大) ８－５ 宮本) ０ 岐阜県 
２位戦 三重県 ０ (小澤佳那子(同大) ８－９ 深田) ２ 岐阜県 
 

２００６（平成１８年）年 

【和歌山市夏季テニス選手権】第１８回 

            （ ６月２５日～ ） 
 (男子シングルス) 
▽1R 土井悠次6-1森 (ISTA)    中村竜輔6-0山本(ﾀﾞｲﾆﾁTC) 

▽2R 土井悠次6-3岡本(YMDT企画) 中村竜輔6-0浜田(花王TC) 

▽3R 土井悠次6-1岡本(歳円)    中村竜輔6-1辻垣内(SASUKE) 

▽4R 土井悠次4-6長田(GreenTC) 中村竜輔6-0磯野(GreenTC) 

▽5R 中村竜輔8-3木村(GreenTC) 

▽SF 中村竜輔8-6東出(ﾃﾞｺﾙﾃ･ｴｽﾃｨｵ･ﾌﾟﾛ) 
▽Ｆ  中村竜輔8-6小島(ﾃﾞｺﾙﾃ･ｴｽﾃｨｵ･ﾌﾟﾛ) 〈優 勝〉 
(男子ダブルス) 
▽2R 土井・中村6-0永石・和中(星林高校) 

▽3R 土井・中村8-4南･坂田(ﾅｲﾄﾘﾊﾞｰｽ) 

▽4R 土井・中村8-5大谷(SASUKE)・仁坂(ﾔﾏﾀﾞﾃﾆｽ企画) 

▽SF 土井・中村4-8岡本(ﾔﾏﾀﾞﾃﾆｽ企画)・長田(GreenTC) 
 

２００６（平成１８年）年 

【ダンロップシングルストーナメント】第１７回 

              （  月  日～ ） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦  村上誠稔8-2寺尾(Tennis Bullet) 
木山貴如8-2永澤(Indoor京都西) 吉田 晃8-1谷田(ｸﾞﾘｰﾝﾅｳ) 
土井悠次8-2小川拓馬(同大)      柴垣諭志8-4元(大経法大) 
松下裕介8-1崎川(Spar Indoor)  松原大樹1-8菊池(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝池) 
▽２回戦  柴垣昌志8-0金 (ﾌﾘ )ー 
木山貴如8-0飯野(京産大)       吉田 晃8-0中村(京産大) 
土井悠次8-1大嶋(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝池)  柴垣諭志8-3平岡(ﾌﾘｰ) 
松下裕介8-2村上誠稔(同大)) 
▽準々決勝 柴垣昌志8-2古塚(ｼﾞｬｽﾃｨｽ) 
吉田 晃3-8大西(京産大)   土井悠次8-4木山貴如(同大) 
松下裕介8-5柴垣諭志(同大) 
▽準決勝 土井悠次8-5柴垣昌志(同大) 
松下裕介9-8大西(京産大) 
▽決 勝 土井悠次8-4松下裕介(同大) 

〈優 勝〉  〈準優勝〉 

(女子シングルス) 

▽１回戦  石川小百合8-3岸  (ﾊﾛｰｽﾎﾟｰﾂTS) 

堀川 真菜8-5高橋 (立命大) 

▽２回戦  石川小百合3-8岡田 (ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝池) 

堀川 真菜8-2児玉 (ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝池) 

▽準決勝  堀川 真菜8-1安藤 (東山TC) 

▽決  勝  堀川 真菜8-3内田 (東山TC) 

〈優 勝〉 
 

 


