× 同志社 １（複０－３ 単１－５）８ 近畿大④
(ダブルス) （０９／２２ 舞洲）
Ｎo１×浦上・西村 ２－６ ６－７
金 ・上杉
Ｎo２×諌山・岡田 ４－６ ４－６
中村・植木
Ｎo３×森本・前川 ６－７ ６－７
黒田・大崎
(シングルス)
No１×浦上 武大 ４－６ ６－４ ２－６ 金
No２×西村 友貴 ３－６ １－６
黒田
No３×岡田
亮 ０－６ ４－６
上杉
No４×田中 佑英 ０－６ １－６
土井
No５○前川 知範 ６－３ ６－２
大崎
No６×宇治 崇之 １－６ ４－６
神山

２０１１（平成２３）年
◆社会：東日本大地震 M 9.0 (03/11 PM14.46)。
日本観測史上最大－地震・津波(大船渡 23.6m 記録)被害
東京電力福島第一原発事故。
欧州財政(ﾕｰﾛ)危機･各国で政権交代(～12/)。
中東民主化の波(1/～)。
【 (/)】今年の漢字【絆】
★流行語：
『なでしこ JAPAN』
・
『帰宅難民』
◇SPT ：第 6 回女子Ｗ杯ｻｯｶｰ(なでしこｼﾞｬﾊﾟﾝ)初優勝 (7/～7/17)。
◇ﾃﾆｽ ：(/)。
◇本 学：(/)
◇本学ﾃﾆｽ：男子 1 部降格･女子 1 部昇格
<校祖墓参> 若王子山頂－新島 襄 墓前 全部員 (01/23)。
＜合 宿＞ (03/14～ 6 日間) 和歌山県 川辺町 かわべﾃﾆｽ公園
－川辺町ｻｲｸﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

× 同志社 ３（複１－２ 単２－４）６ 大阪体育大③
(ダブルス) （０９／２４ 舞洲）
Ｎo１○浦上・西村 ６－２ ６－３
志村・石橋
Ｎo２×森本・前川 ４－６ ４－６
松下・牧野
Ｎo３×諌山・土井 ６－７ １－６
田根・山口
(シングルス)
No１○浦上 武大 ６－２ ７－６
石橋
No２×西村 友貴 ４－６ ４－６
田根
No３×木村 剛典 ０－６ ３－６
志村
No４×岡田
亮 ０－６ ６－０ ６－７ 松下
No５○前川 知範 ６－１ ６－１
杉江
No６×田中 佑英 ７－５ ２－６ ６－７ 山口

２０１１（平成２３）年
【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】
（０９月１３日～０９月２４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 ０（複０－３ 単０－６）９ 関西学院大①
(ダブルス) （０９／１３ 舞洲）
Ｎo１×浦上・西村 ３－６ ５－７
秦 ・杉森
Ｎo２×諌山・森本 ４－６ ４－６
辻田・黄
Ｎo３×土井・前川 ３－６ １－６
深井・渡部
(シングルス)
No１×浦上 武大 ３－６ ２－６
杉森
No２×西村 友貴 ６－３ ５－７ ３－６ 黄
No３×木村 剛典 １－６ ２－６
辻田
No４×岡田
亮 ２－６ ０－６
秦
No５×前川 知範 ７－５ ５－７ ２－６ 深井
No６×田中 佑英 ３－６ ７－６ ４－６ 笠井

＜男子１部リーグ⑤位＞

同志社大学 １勝４敗

【入替戦】
（１０／０８
ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲）
× 同志社 ４（複２－１ 単２－４）５ 甲南大
＜１部⑤位＞
＜２部②位＞
(ダブルス) （１０／０８）
Ｎo１○浦上・西村 ７－６ ６－４
広瀬・上原
Ｎo２○森本・前川 １－６ ７－５ ６－３ 牧田・沼野
Ｎo３×土井・二村 ２－６ ６－７
福本・貝野
(シングルス)
No１○浦上 武大 ６－１ ３－６ ６－２ 上原
No２×西村 友貴 ６－７ ４－６
沼野
No３×木村 剛典 ２－６ ７－５ ２－６ 福本
No４×岡田
亮 ７－５ ４－６ ６－７ 瀬古
No５○前川 知範 ６－４ ６－１
貝野
No６×田中 佑英 ６－３ ３－６ ４－６ 篠原

× 同志社 ０（複０－３ 単０－６）９ 関西大②
(ダブルス) （０９／１４ 舞洲）
Ｎo１×浦上・西村 ７－５ ５－７ ２－６ 野口・福田
Ｎo２×森本・前川 ６－７ ５－７
田淵・恒松
Ｎo３×諌山・岡田 ５－７ ３－６
森田・三輪
(シングルス)
No１×浦上 武大 １－６ １－６
福田
No２×西村 友貴 ４－６ １－６
田淵
No３×木村 剛典 １－６ １－６
野口
No４×岡田
亮 ６－７ ３－６
森田
No５×田中 佑英 ４－６ ４－６
浅香
No６×宇治 崇之 １－６ ６－４ ５－７ 藤垣

＜男子１部リーグ（降格）＞

同志社大学（男子）

２０１１（平成２３）年
【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】
＜女子の部＞
（０９月０７日～０９月１５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 神戸学院大⑤
(ダブルス) （０９／０７ 同大－田辺）
Ｎo１○井上(愛)・井上(晴) ６－１ ６－１
長谷川・宮本
Ｎo２○木下・前田
def
(シングルス)
No１○井上
愛 ６－０ ６－１
山口
No２○前田 千夏 ６－１ ６－１
長谷川
No３○山田 侑奈 ６－４ ７－６
宮本

○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 神院大⑥
(ダブルス) （０９／１７,１８ 舞洲）
Ｎo１○浦上・西村 ３－６ ６－１ ６－１ 西 ・鶴田
Ｎo２×諌山・岡田 １－６ ３－６
横山・梶原
Ｎo３○森本・前川 ６－１ ６－４
加藤・西村
(シングルス)
No１○浦上 武大 ５－７ ６－０ ６－１ 横山
No２○西村 友貴 ７－５ ６－３
西
No３×木村 剛典 １－６ １－６
西村
No４×岡田
亮 １－６ ５－７
安田
No５○前川 知範 ２－６ ６－１ ７－６ 梶原
No６×田中 佑英 ５－７ ６－１ ３－６ 加藤

○ 同志社 ５（複２－０ 単３－０）０ 大阪体育大④
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(ダブルス) （０９／０９ 同大－田辺）
Ｎo１○井上(愛)・井上(晴) ６－１ ６－３
Ｎo２○木下・前田 ６－２ ６－２
(シングルス)
Ｎo１○井上
愛 ６－３ ６－３
No２○前田 千夏 ６－２ ６－１
No３○井上 晴菜 ６－０ ６－４

２０１１（平成２３）年
【練習試合】
対 関西学院大 ＜女子の部＞
（０２月１０日 同志社－田辺）
(シングルス)
×木下真緒４-６飯沼(関学)
○木下真緒６-０栗田(関学)

国府・竹内
樋口・川崎
国府
川崎
金平

○ 同志社 ３（複０－２ 単 ３－０）２ 関西大②
(ダブルス) （０９／１１ 関西大）
Ｎo１×井上(愛)・井上(晴) １－６ ６－７
内仲・藤原
Ｎo２×木下・前田 ２－６ ６－２ ３－６ 大西・寺島
(シングルス)
Ｎo１○井上
愛 ６－４ ７－５
藤原
No２○前田 千夏 ６－４ ２－６ ６－３ 内田
No３○井上 晴菜 ６－１ ２－６ ６－３ 内仲

同志社大学（女子）５勝０敗

＜女子１部リーグ（昇格）＞

航 ６－４ ６－１

酒徳

No４○前場 康佑 ６－１ ６－２
No５○三嶋 洋貴 ６－１ ６－３

夏目
桃野

No６○伊井健太朗 ６－１ ６－１

前田

○前田千夏６-３福田(関学)

×山田侑奈４-６山崎(関学)

○伊井健太郎６-２小松 ○二村真基６-１川西○三嶋洋貴４-６久木
○縄田航１-６井上(大) ○前場康佑６-２小松×三嶋洋貴１-６西村
×前場康佑０-６井上(大)
(ダブルス)
○諌山・五味６-２中村(庸)・井本 ×諌山・五味２-６福田・朝倉
○木村・岡田６-４福田・朝倉
－木村・岡田５-２下向・臼田
×上田・伊井５-７川西・星山
○上田・伊井６-３小松・星山
×上田・伊井１-６久木・井上 ×上田・伊井２-６中村(洋)・河野
×田中・前川２-６下向・臼田 ×土井・森本１-６野口・恒松
－土井・森本３-０中村(庸)・井本 ○正木・二村６-４久木・井上(大)
○正木・二村６-１多田・中西 ○正木・二村６-４中村(洋)・河野
×正木・二村１-６多田・井上(巴) ○正木・二村６-２小林・川西
○荒谷・縄田６-３中西・星山 ×荒谷・縄田１-６多田・井上(巴)
○荒谷・縄田７-５中村(洋)・河野 ○荒谷・縄田６-４中西・川西
×荒谷・縄田１-６久木・井上(大) ×浦上・西村２-６野口・恒松
○浦上・西村６-３中村(庸)・井本 ×前場・三嶋２-６中西・多田
×前場・三嶋６-７中村(洋)・河野 ×前場・三嶋４-６小松・星山
×前場・三嶋２-６小林・川西

２０１１（平成２３）年
【定期戦】
対 京都大学戦
（０３月２８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○諌山・縄田 ６－３ ６－２
山下・浅井
Ｎo２○前場・三嶋 ６－３ ７－５
酒徳・夏目
Ｎo３○五味・伊井 ６－１ ６－２
桃野・前田
(シングルス)
No１○森本 裕介 ６－３ ７－６
山下
No３○縄田

×前田千夏３-６畑山(関学)

×伊井健太郎０-６河野 ○前川知範６-１都倉 ○縄田航６-１中西

同志社大学（女子）

浅井

○井上 愛６-１吉原(関学)

○藤川 遥６-４戸高(関学)

○正木拓真６-１星山 ×荒谷和宏０-６星山 ×荒谷和宏２-６多田

高木

No２○正木 拓真 ６－３ ６－１

○井上 愛６-１福島(関学)

２０１１（平成２３）年
【練習試合】
対 関西大学戦
（０２月１２日 関西大－千里山）
（０２月１２日 同志社－田辺）
(シングルス)
○上田大元６-３中村 ×上田大元４-６久木 －田中佑英３-３嶋田

【入替戦】
（１０／０８ 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 立命館大
＜２部①位＞
２打切
＜１部⑥位＞
(ダブルス) （１０／０８
ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲）
No１○井上(愛)・井上(晴) ６－４ ６－２
石田・重谷
No２○木下・前田 ６－３ ６－２
大庭・溝辺
(シングルス)
No１－井上
愛
打切
石田
No２○前田 千夏 ６－２ ６－２
溝辺
Ｎo３－井上 晴菜 ７－５ 3-2 打切

○上村千都６-０諏澤(関学)

○山田侑奈６-１渡辺(関学)
○井上晴菜６-４大田尾(関学)
×大毛美南０-６村上(関学)
×長田姫佳里１-６中村(関学)
○長田姫佳里６-０宮本(関学)
(ダブルス)
○木下・藤川６-０諏澤･中村
－木下・藤川２-４畑山･山崎
－木下・藤川３-０渡辺･大田尾 ×安永・井上(愛)２-６福島･戸高
×上村・大毛３-６吉原･村上
×上村・大毛２-６山崎･福田
○上村・大毛６-３渡辺･大田尾 ×上村・大毛５-７福島･戸高
－上村・大毛０-２清水･飯沼
×前田・山田０-６清水･飯沼
○前田・山田６-１栗田･宮本(神院) ○前田・山田６-３吉原･村上
○前田・山田６-１渡辺･大田尾 ○井上(愛)・藤川６-２諏澤･中村
○井上(愛)・藤川６-０福島･戸高 ○井上(愛)・藤川６-３畑山･福田
○井上(愛)・前田６-２吉原･村上 －井上(愛)･井上(晴)0-1 清水･飯沼
×井上(晴)･長田５-７渡辺･大田尾 ×井上(晴)･長田３-６清水･飯沼
○井上(晴)･長田６-２諏澤･中村 －井上(晴)･長田４-５山崎･福田
○井上(晴)･長田６-１栗田･宮本(神院)

○ 同志社 ３（複０－２ 単３－０）２ 神戸親和女大③
(ダブルス) （０９／１４ 神戸親和女大－すずらん台）
Ｎo１×井上(愛)・井上(晴)７－５ ４－６ ４－６ 川床・青木
Ｎo２×木下・前田 １－６ １－６
国瀬・椎木
(シングルス)
Ｎo１○井上
愛 ２－６ ６－１ ６－０ 川床
No２○前田 千夏 ７－５ ２－６ ６－１ 国瀬
No３○井上 晴菜 ６－４ ６－２
田中
＜女子２部リーグ①位＞

×上村千都０-６清水(関学)

２０１１（平成２３）年
【練習試合】
対 仁愛女子高校
＜女子の部＞
（０３月１３日 同志社－田辺）
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Ｎo１○土井・浦上 ６－３ ６－４
Ｎo２○岡田・西村 ６－４ ６－４
Ｎo３○森本・前川 ６－２ ６－０

(シングルス)
○秋元愛子６-２酒井 ×木下真緒３-６大田黒 ○藤川 遥６-２牧田
○井上 愛６-１酒井 ○井上 愛７-５大田黒 ○山田侑奈６-７玄田

(シングルス) (FINAL－ｽｰﾊﾟｰﾀｲﾌﾞﾚｲｸ)

○前田千夏６-１大田黒 ○井上晴菜６-４酒井
×長田姫佳里１-６酒井
(ダブルス)
×秋元･井上(愛)2-6 牧田･本田
○上村･大毛 6-3 牧田･高橋
○木下･井上(晴)6-1 赤谷･工藤
○井上(愛)･山田 6-3 高橋･赤谷
×井上(晴)･大毛 3-6 本田･玄田

鵜飼・山崎
和久井・山谷
鈴木・笹倉

No１○浦上 武大 ６－２ ４－６ 12－10 鵜飼
No２○西村 友貴 ６－１ ６－１
○上村･藤川 7-6 牧田･本田
○秋元･大毛 6-2 高橋･工藤
×前田･山田 6-3 高橋･玄田
×藤川･長田 2-6 本田･玄田

No３×岡田

和久井

No３○西村 友貴 ６－４ ６－３

山崎

山谷
鈴木

No６○宇治 崇之 ６－２ ６－３

辻

○山田侑奈６-３大塚(弥)

○山田侑奈６-４大塚(菜)

×井上晴菜６-７廣瀬
－井上晴菜０(雨天中止)４川崎
×長田姫佳里２-６大塚(弥)
×長田姫佳里１-６斎藤(園田女高)
(ダブルス)
×秋元･井上(愛)４-６川崎･坂東
○藤川･前田７-５貝塚･坂東
×前田･山田０-６大塚(弥)･斎藤(園田女高)
○井上(愛)･大毛６-４川崎･斎藤(園田女高)
○藤川･井上(晴)6-0 坂谷･廣瀬 ×藤川･井上(晴)2-6 貝塚･大塚(菜)
－藤川･長田１(雨天中止)０廣瀬･坂東
－山田･大毛１(雨天中止)２大塚(菜)･斎藤(園田女高)
×大毛･長田１-６貝塚･大塚(菜)
×大毛･長田０-６坂谷･廣瀬

No４○岡田
亮 ６－４ ２－６ ６－４ 鈴木
No５○二村 真基 ７－５ ６－２
辻
No６○前川 知範 ６－１ ６－２

No４○前川 知範 ６－１ ６－２
No５○二村 真基 ６－３ ６－４

２０１１（平成２３）年
【練習試合】
対 園田学園女子大学戦 ＜女子の部＞
（０３月２５日 同志社－田辺）
(シングルス)
○井上 愛６-２坂東
○井上 愛６-１坂谷
○藤川 遥６-１貝塚
－大毛美南０-６坂谷
×前田千夏３-６川崎
－前田千夏２(雨天中止)０貝塚

２０１１（平成２３）年
【対抗戦】
対 東海学園大学戦
（０３月２４日 同志社－田辺）
○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 東海学園大
(ダブルス)
Ｎo１×浦上・西村 ４－６ ５－７
鵜飼・和久井
Ｎo２○木村・岡田 ６－２ ６－３
山崎・鈴木
Ｎo３○土井・森本 ６－４ ６－３
増田・笹倉
(シングルス)
No１×浦上 武大 ３－６ ４－６
鵜飼
No２○木村 剛典 ６－４ ６－２

山崎

亮 ２－６ ６－２ ６－10 和久井

笹倉

２０１１（平成２３）年
【練習試合】
対 東海学園大学戦
＜女子の部＞
（０３月２７日 同志社－田辺）
(シングルス)
○秋元愛子６-１丹羽 ○木下真緒６-２佐合 ○上村千都６-３西尾

２０１１（平成２３）年
【対抗戦】
対 愛知学院大学戦
（０３月２６日 同志社－田辺）
○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 愛知学院大
(ダブルス)
Ｎo１○浦上・西村 ６－７ ６－１ ６－２ 木下・茅野
Ｎo２○土井・森本 ６－４ ６－２
上杉・渡辺
Ｎo３×田中・前川 ６－３ ６－７ ４－６ 加藤(悠)・加藤(光)
(シングルス)
No１○浦上 武大 ６－４ ７－５
渡辺

○井上 愛６-２大間知 ○藤川 遥６-０寺口 ○藤川 遥６-２鈴木
○前田千夏６-３原田 ○井上晴菜６-１中西 ○大毛美南６-４山口
×大毛美南３-６西尾 ○長田姫佳里６-１鈴木
○阪上(同志社女子高)６-０河比
(ダブルス)
×秋元･藤川６-７西尾･中西 －上村･木下 4-4(時間切)大間知･原田
○木下･井上(愛)６-３大間知･原田 ×木下･井上(愛)４-６西尾･中西
○秋元･井上(晴)６-０丹羽･中西
○秋元･大毛６-０大間知･原田
○秋元･長田６-１寺口･河比
○上村･井上(晴)６-１大間知･原田
○上村･井上(晴)６-１丹羽･鈴木 ○上村･井上(晴)６-０寺口･河比
○木下･大毛６-３丹羽･鈴木
○井上(愛)･前田６-４佐合･山口
－秋元･阪上(同女高)4-2(時間切)丹羽･鈴木
×藤川･前田５-７佐合･山口 －藤川･前田 2-2(時間切)西尾･中西
－井上(愛)･長田 5-2(時間切)佐合･山口
○前田･阪上(同女高)６-０寺口･河比
○大毛･阪上(同女高)６-４丹羽･鈴木
○長田･阪上(同女高)６-０寺口･河比

No２○木村 剛典 ６－２ ６－０

加藤(光)

No３○西村 友貴 ６－０ ６－４
No４○岡田
亮 ７－５ ６－３
No５×二村 真基 ６－７ ２－６

大内
上杉
船橋

No６○前川 知範 ６－３ ６－１

木下

２０１１（平成２３）年
【対抗戦】
対 神戸学院大学戦
（０３月２９日 神戸学院大）
○ 同志社 ３（複１－２ 単２－４）６ 神院大
(ダブルス)
Ｎo１○浦上・西村 ６－３ ６－２
横山・加藤(大)
Ｎo２×木村・岡田 ６－３ ６－７ １－６ 西村・安田
Ｎo３×土井・森本 ４－６ ７－６ ６－７ 西 ・鶴田
(シングルス)

２０１１（平成２３）年
【対抗戦】
対 東海学園大学戦
（１０月２３日 同志社－田辺）
○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 東海学園大
(ダブルス)
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No１○浦上 武大 ６－４ ６－４

横山

○松永

No２×木村 剛典 ２－６ ４－６

加藤(大)

(ダブルス)
○伊井・前場６-１丸尾・山本
○伊井・前場６-１橋本・前田
×稲垣・小林(慶)６-７橋本・前田
×稲垣・小林(慶)２-６山下・浅井(京大)

No３○西村 友貴 １－６ ６－４ ７－５ 西村
No４×岡田
亮 ３－６ ７－５ ３－６ 安田
No５×二村 真基 ４－６ ３－６
加藤(真)
No６×前川 知範 ２－６ ４－６

山中

７-５山本

(ダブルス)
○五味・浅尾(京産)６-８ １-８嶋田・浅香
○五味・浅尾(京産)８-４田鍋・福井
（０４月２４日 同志社－田辺）
（０４月２４日 関西大－高槻）
(シングルス)
○上田大元６-１都倉 ○上田大元６-３星山 －上田大元６-５辻岡

○前田千夏 6-0 今村 ○前田千夏 6-0 濱家 ○藤川 遥 6-4 横山
○井上晴菜 6-3 柳瀬 ○井上晴菜 6-0 中野(沙) ○井上晴菜 6-1 楳田
○井上晴菜6-4 早瀬 ×長田姫佳里2-6 山口 ○長田姫佳里7-6 野村
×大毛美南 1-6 鈴木 ○大毛美南 6-3 芝田 ○大毛美南 6-0 今村
(ダブルス)
×上村・安永２-６早瀬･横山
○上村・安永６-０芝田･野村
○上村・藤川６-４柳瀬･切本
×安永・長田２-６濱家･中野(沙)
○木下・井上(晴)６-３早瀬･横山 ○藤川・前田７-６柳瀬･切本
－木下・井上(晴)4-0(時間切) 濱家･中野(沙)
○前田・井上(晴)６-０今村･野村 ×前田・長田４-６中野(莉)･山口
○藤川・大毛６-０芝田･鈴木 －藤川・大毛 1-1(時間切)早瀬･横山
×大毛・長田２-６楳田･鈴木
×大毛・長田５-７中野(莉)･山口

○諌山拓実６-１福井 ×木村剛典４-６古井 ×田中佑英５-７嶋田
○五味洸祐６-１中西 ○五味洸祐６-３小林 ×五味洸祐４-６星山
×谷村亮輔１-６嶋田 ×谷村亮輔０-６森田 ×谷村亮輔３-６新屋
×谷村亮輔２-６藤垣 ○岡田 亮６-３西村 ○土井浩平６-４嶋田
○正木拓真６-２中村(庸) ×森本裕介５-７橋口 ○縄田航６-２星山
○伊井健太郎６-２辻岡 ○伊井健太郎６-３星山 ×縄田航 1-6 小林
×浦上武大２-６恒松 ○浦上武大６-４野口 ○浦上武大６-１森田
○西村友貴６-２朝倉 ○二村真基６-４井上(巴)

２０１１（平成２３）年
【練習試合】
対 大阪産業大
＜女子の部＞
（１１月０３日 同志社－田辺）
(シングルス)
○井上 愛 8-1 宮本 ○前田千夏 8-1 切本 ○藤川 遥 8-2 宮本

○前川知範６-１三輪 ×三嶋洋貴０-６久木 ×三嶋洋貴６-７都倉
○荒谷和宏７-５河野 ×稲垣

○井上晴菜 8-2 切本 ○井上晴菜 8-0 今村 ○大毛美南 8-2 中野(莉)

１-６井本 ×稲垣

０-６星山

×宇治

４-６田淵 ×宇治

３-６古井 ×松永

３-６小林

×松永

２-６久木 ○松永

６-３辻岡 ×松永

１-６田鍋

○小林慶 ６-０小松 ×小林慶 ３-６井本 ×小林慶 ４-６下向

○長田姫佳里 8-3 野村 ○阪上文音 8-2 中野(沙)

×吉川 ５-７下向 ×吉川

－竹島加奈 3-0(時間切) 宮本
(ダブルス)
○井上(愛)･藤川 8-0 今村･木村 ○井上(愛)・井上(晴)8-0 川筋･大場
○井上(愛)･井上(晴)8-0 中野(沙)･野村
○井上(愛)･井上(晴)8-1 中野(莉)･切本
－井上(愛)･井上(晴)4-0(時間切) 今村･宮本
○藤川・大毛 8-1 中野(沙)･野村
○藤川・大毛 8-0 川筋･大場
－藤川・大毛 5-1(時間切) 中野(莉)･切本
－藤川・大毛 3-1(時間切) 中野(莉)･切本
○長田・阪上 8-5 中野(莉)･切本 ○長田・阪上 8-3 中野(沙)･野村
○長田・阪上 9-7 川筋･大場 －長田・阪上 1-3(時間切)川筋･大場
○竹島・中田 8-4 今村･木村 ○竹島・中田 8-4 今村･宮本
○竹島・中田 8-5 中野(沙)･野村 ○竹島・中田 8-5 川筋･大場
－竹島・中田 3-1(時間切) 中野(沙)･野村

５-７田鍋 ○吉川

７-５都倉

(ダブルス)
○諌山・森本７-６橋口・藤垣
×諌山・森本１-６新屋・三輪
○諌山・森本７-６古井・森田
×木村・岡田１-６田淵・恒松
○木村・岡田６-３橋口・藤垣
×木村・岡田４-６野口･中村(庸)
○木村・岡田６-１井上(巴)･西村 ×田中・前川３-６橋口・藤垣
○田中・前川６-２朝倉・福井
○田中・前川６-４井上(巴)･西村
○田中・前川７-６古井・森田
×上田・吉川４-６中村(洋)･河野
○五味･浅尾(京産)６-３井本・中西 ○上田・吉川６-３都倉・星山
○五味･浅尾(京産)６-３下向・久木 ×正木・二村１-６朝倉・福井
○正木・二村６-４新屋・三輪
○正木・二村６-４井上(巴)･西村
×土井・宇治１-６野口･中村(庸) ○土井・宇治６-４古井・森田
×土井・宇治１-６田淵･恒松
×荒谷・伊井４-６辻岡・田鍋
○荒谷・伊井６-１久木・小松 －荒谷・伊井５-４小林・久木
×伊井・前場６-７都倉・星山 ○浦上・西村６-３嶋田･中村(庸)
×浦上・西村２-６田淵・恒松 ×浦上・西村２-６野口･中村(庸)
○縄田・三嶋６-２小林・久木 ○縄田・三嶋６-１中村(洋)･河野
×縄田・三嶋５-７井本・中西 ×稲垣･小林(慶)１-６辻岡・田鍋
×荒谷・松永３-６小林・小松 ×稲垣･小林(慶)５-７中村(洋)･河野

２０１１（平成２３）年
【練習試合】
対 立命館大学戦
（０４月０９日 立命大－草津）
(シングルス)
○伊井健太郎６-０河西
○伊井健太郎６-０橋本

２０１１（平成２３）年
【対抗戦】
対 立命館大学戦
（０７月１７日 同志社－田辺）
○ 同志社 ５（複２－１ 単３--３）４ 立命大
(ダブルス)

○伊井健太郎７-５丸尾

×前場康佑６-７山下(京大) ×前場康佑２-６丸尾
○小林 慶８-１河西

○松永

２０１１（平成２３）年
【練習試合】
対 関西大学戦
（０４月１６日 京産大－市原）
(シングルス)
○五味洸祐６-０藤垣 ○五味洸祐６-３福井 ○五味洸祐６-１久木

２０１１（平成２３）年
【練習試合】
対 大阪産業大
＜女子の部＞
（０２月１０日 同志社－田辺）
(シングルス)
○木下真緒 6-1 中野(莉) ×木下真緒 5-7 楳田 ○前田千夏 6-2 切本

×伊井健太郎２-６山本

６-０河西

×小林 慶４-６浅井(京大)
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No４○岡田
亮 ３－６ ６－２ ６－４ 平井
No５×前川 知範 ４－６ ６－３ ３－６ 近藤

２０１１（平成２３）年
【対抗戦】
対 関西国際大学
（０８月２７日 同志社－田辺）
○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 関西国際大
(ダブルス)
Ｎo１×森本・前川 ４－６ ６－４ ５－７ 工藤・小吹
Ｎo２○木村・岡田 ６－３ ６－４
立石・中村
Ｎo３○諌山・土井 ６－４ ７－５
竹村・菅野
(シングルス)
No１○木村 剛典 ７－６ ６－４
竹村

No６×宇治 崇之 ６－２ ３－６ ０－６ 上野

No２○田中 佑英 ７－６ ６－４

工藤

No３○前川 知範 ６－３ ６－０

中村

No４○二村 真基 ６－１ ６－４
No５×五味 洸祐 ３－６ ４－６

小吹
立石

No６○宇治 崇之 ６－３ ６－４

拓野

Ｎo１○浦上・西村
Ｎo２×諌山・岡田
Ｎo３○土井・二村
(シングルス)
No１○浦上 武大

７－６ ６－３
野上・平井
７－５ ２－６ １－６ 平川・近藤
６－７ ６－３ ７－５ 上村・佐藤
６－２ ６－３

平川

No２○西村 友貴 ６－３ ５－７ ６－３ 野上
No３×木村 剛典 ５－７ ３－６

上村

２０１１（平成２３）年
【対抗戦】
対 立命館大学戦 ＜女子の部＞
（０８月２０日 同志社－田辺）
○ 同志社 ３（複２－０ 単１(２雨天中止)）０ 立命大
(ダブルス)
Ｎo１○前田・井上(晴) ６－３ ７－６
石田・重谷
Ｎo２○木下・上村 ６－１ ６－２
坂田・高木
(シングルス)
No１－井上 晴菜
雨天中止
石田
No２○山田 侑奈 ６－２ ６－２

高木

No３－前田 千夏 3－1

溝邊

雨天中止

２０１１（平成２３）年
【練習試合】
対 関西学院大 ＜女子の部＞
（０８月３１日 同志社－田辺）
○ 同志社 ３（複１－１ 単２-(１分)-）１ 関学大
(ダブルス)
Ｎo１○木下・井上(晴) ６－４ ３－６ ７－６ 村上・真田
Ｎo２×大毛・坂上 １－６ ４－６
清水・畑山
(シングルス)
No１○井上 晴菜 ６－３ ６－３
真田

２０１１（平成２３）年
【対抗戦】
対 関西外国語大学戦 ＜女子の部＞
（０７月１７日 関西外大）
× 同志社 ３（複０－３ 単３－１）４ 関西外大
(ダブルス)
Ｎo１×井上(愛)・前田６－２ ５－７ ６－７喜多・吉原
Ｎo２×木下・藤川 ４－６ ４－６
山口・福原
Ｎo３×上村・井上(晴) ４－６ ２－６
安井・宮本
(シングルス)
No１○井上
愛 ６－３ ６－２
西村
No２×井上 晴菜 ２－６ ２－６

No２○山田 侑菜 ６－２ ６－３
No３－藤川

(シングルス)
×長田姫佳里２-６村上(関学) －大毛美南 2-4 中止 大田尾(関学)
○竹島加奈６-１畑山(関学)
×中田春奈０-６清水(関学)
(ダブルス)
×木下・上村３-６畑山･村上
－上村・山田 4-1 中止 清水･畑山
○前田・藤川６-４大田尾･篠原 －阪上・竹島 1-4 中止 村上･真田

喜多

No３○山田 侑菜 ４－６ ６－０ ６－４ 山口

２０１１（平成２３）年
【対抗戦】
対 大阪教育大学戦
（０９月０５日 同志社－田辺）
○ 同志社 ７（複３－０ 単４－２）２ 大阪教育大
(ダブルス)
Ｎo１○浦上・西村 ６－３ ６－２
中尾・山本
Ｎo２○諌山・森本 ６－２ ４－６ ６－１ 井口・細川
Ｎo３○土井・前川 ６－４ ６－４
奥田・藤原
(シングルス)
No１○西村 友貴 ６－４ ６－４
山本

No４○前田 千夏 ４－６ ６－１ ６－４ 淀川
２０１１（平成２３）年
【練習試合】
対 関西外国語大 ＜男子の部＞
（０７月０２日 関西外大）
(シングルス)
×上田大元０-６巽 (関外大)
○上田大元７-５山崎(関外大)
×谷村亮輔２-６巽 (関外大)

×正木拓真６-７巽 (関外大)

○伊井健太朗６-３大槻(関外大) ○縄田 航６-２入江(関外大)
○三嶋洋貴６-３大槻(関外大)
○稲垣希望６-３伊吹(関外大)
×松永慶太３-６山崎(関外大)
×山下祥平３-６山崎(関外大)
(ダブルス)
○谷村・正木６-０巽 ･大槻
○上田・伊井７-５入江・仁後
○伊井・稲垣６-１山崎・伊吹
○三嶋・山下６-４入江・仁後
○稲垣・山下６-４山崎・伊吹

大田尾

遥 ３－６ ６－３ 4-3 中止 篠原

No２×木村 剛典 ５－７ １－６

○三嶋洋貴６-１仁後(関外大)
×小林慶太４-６入江(関外大)
○山下祥平６-０伊吹(関外大)

No３×岡田

○谷村・正木６-３巽 ･大槻
○正木・吉川６-４巽 ･大槻
○縄田・松永７-５入江･大槻
○三嶋・山下６-１山崎･伊吹

中尾

亮 ４－６ １－６

細川

No４○田中 佑英 ６－４ ６－１
No５○前川 知範 ６－３ ６－３

井口
藤原

No６○宇治 崇之 ７－６ ６－３

浅井

２０１１（平成２３）年
【練習試合】
対 立命館大学戦
（１０月０２日 立命大－）
○ 同志社 ６（複２－１ 単４—２）３ 立命大
(ダブルス)
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Ｎo１○浦上・西村
Ｎo２○森本・前川
Ｎo３×諌山・二村
(シングルス)
No１○浦上 武大

○ 同志社 ６（複１－１ 単５－０）１ 立教大
(同志社ﾒﾝﾊﾞｰ) 主将 井上 愛
（立教ﾒﾝﾊﾞｰ）主将 寺田
(ダブルス)
Ｎo１○井上(愛)・井上(晴) ６－３ ６－３ 寺田・吉田
Ｎo２×阪上・中田 ４－６ １－６
角田・大岩
(シングルス)
No１○井上
愛 ６－４ ６－１
寺田

６－１ ４－６ ７－６ 平川・平井
６－３ ６－４
上村・近藤
３－６ ３－６
野上・佐藤
６－１ ６－３

平川

No２×西村 友貴 ４－６ ６－４ ４－６ 野上
No３×岡田
亮 １－６ ３－６
平井
No４○前川 知範 ６－１ ４－６ ６－０ 近藤
No５○田中 佑英 ７－５ ６－７ ６－３ 上野
No６○宇治 崇之 ６－０
北野
－木村 剛典 3-5RET

上村

○正木拓真 6-0 伊藤

○小林 純 6-4 6-0 伊藤

○小林 純 7-5 松岡
○縄田 航 6-0 村田

○前場康佑 6-0 6-1 樽松

○前場康佑 6-2 山田(裕)

○三嶋洋貴 6-3 6-1 中村
○三嶋洋貴 6-1 山田(真)
○宇治崇之 6-0 6-0 村田
○宇治崇之 6-0 中村
○松永慶太 6-1 6-2 古池
○山下祥平 3-6 6-2 6-3 山田(真)
(ダブルス)
○岡田・小林(純)6-2 6-2 山田(裕)･渡部
○正木・宇治 6-0 6-1 伊藤･中村
○正木・宇治 6-0 樽松･渡部
○縄田・三嶋 7-5 5-7 6-2 松岡･山田(真)
○荒谷・松永 6-0 6-3 樽松･古池 ○前場・山下 6-0 6-2 須田･村田
○荒谷・松永 6-1 1-6 6-1 中村･兼岩
２０１１（平成２３）年
【定期戦】第８１回 対 立教大学戦
（１２月１１日 同大－田辺）
○ 同志社 ８（複２－１ 単６－０）１ 立教大
(同志社ﾒﾝﾊﾞｰ) 主将 岡田 亮 (立教ﾒﾝﾊﾞｰ) 主将 松沼
(ダブルス)
Ｎo１○浦上・西村 ６－１ ４－６ ６－３ 松沼・大竹
Ｎo２×森本・前川 ７－６ ４－６ ０－６ 高野・中澤
Ｎo３○岡田・土井 ６－３ ６－０
篠田・鏡
(シングルス)
No１○浦上 武大 ２－６ ６－０ ６－１ 松沼
No２○西村 友貴 ６－３ ６－３

大竹

No３○岡田
亮 ６－０ ６－０
No４○前川 知範 ６－２ ６－１
No５○宇治 崇之 ６－１ ６－２

中澤
高野
鏡

No６○森本 裕介 ７－５ ６－３

篠田

No３○山田 侑奈 ７－６ ６－２

角田

No４○大毛 美南 ６－０ ６－０

谷川

No５○竹島 加奈 ６－４ ６－１

金子

２０１１（平成２３）年
【関西学生新進テニストーナメント】
予選（０２月１８日～０２月２７日 各大学）
予選 (男子シングルス)
▽１R
正木拓真 7-6 6-3 中尾(神院大)
荒谷和宏 6-3 6-2 下瀬(立命大) 伊井健太朗 6-0 7-6 高森(甲南大)
小林 純 def 内藤(奈教大)
前場康佑 6-4 7-5 宮下(桃大)
▽２R
上田大元 1-6 3-6 吉山(近大)
諌山拓実 6-1 6-4 末田(大教大)
五味洸祐 6-0 6-0 西村(摂大)
田中佑英 6-4 6-1 勝井(国際大)
谷村亮輔 6-1 6-0 佐竹(大市大)
岡田 亮 6-1 6-0 澤田(京工大)
土井浩平 6-0 6-1 口井(和大)
正木拓真 6-2 6-0 早本(京産大)
森本裕介 6-0 6-1 栗原(神大)
荒谷和宏 4-6 4-6 井上(阪大)
伊井健太朗 6-2 7-5 橋本(立命大)
小林 純 2-6 2-6 小中(大院大)
縄田 航 6-0 6-0 武本(京大)
西村友貴 6-0 6-0 金 (追大)
二村真基 6-0 6-0 松岡(滋大)
前川知範 6-1 6-0 田口(追大)
前場康佑 2-6 2-6 加藤(神院大)
三嶋洋貴 6-2 6-1 吉川(阪大)
▽３R
諌山拓実 6-1 7-5 石堂(龍谷大)
五味洸祐 6-2 6-4 西郡(関国大)
田中佑英 7-6 6-1 松井(大産大)
谷村亮輔 6-2 6-2 中西(関大)
岡田 亮 6-2 6-3 大本(大院大)
土井浩平 6-0 6-0 吉野(龍谷大)
正木拓真 6-3 6-2 櫻井(京教大)
森本裕介 6-1 7-5 西井(大院大) 伊井健太朗 4-6 7-5 2-6 中田(大体大)
縄田 航 4-6 7-5 1-6 浅香(桃大)
西村友貴 6-1 6-1 原 (大産大)
二村真基 6-2 6-2 臼田(関大)
前川知範 6-3 6-2 都築(びわこ大)
三嶋洋貴 4-6 1-6 池田(近大)
▽FIN
諌山拓実 6-3 0-6 3-6 中村(関大)
五味洸祐 3-6 2-6 加治(近大)
田中佑英 6-7 2-6 杉江(大体大)
谷村亮輔 4-6 6-4 6-2 鈴木(立命大) 岡田 亮 6-1 6-3 萱野(関国大)
土井浩平 6-1 3-6 5-7 人見(関学)
正木拓真 4-6 0-6 巽 (関外大)
森本裕介 0-6 2-6 大町(甲南大)
西村友貴 6-0 6-3 山下(京大)
二村真基 6-2 6-3 小吹(関国大) 前川知範 7-6 4-6 3-6 山口(大体大)
予選 (男子ダブルス)
▽２R
諌山・五味 6-0 6-2 矢野･橋本(びわこ大)
谷村・上田 6-0 6-2 伊藤･飯塚(びわこ大)
田中・前川 7-5 6-0 池田･土井(京教大)
正木・二村 6-0 4-6 3-6 真下･石堂(龍谷大)
荒谷・縄田 7-6 7-5 池田･西郡(関国大)
伊井・小林 3-6 6-3 6-2 奥貞(神薬大)･栗原(神大)
前場・三嶋 6-2 6-3 岸 ･相田(びわこ大)
▽３R
諌山・五味 1-6 4-6 西 ･鶴田(神院大)
谷村・上田 7-5 6-3 杉田･辻 (桃大)
田中・前川 6-4 6-3 上村･武内(大産大)

○荒谷和宏 6-1 6-2 兼岩
○縄田 航 6-1 6-0 渡部

吉田

【 関 東 遠 征 】
中止－インカレの試合のみ

２０１１（平成２３）年
【練習試合】
対 滋賀大 ＜男子の部＞
（１１月２３日 同大－田辺）
(シングルス)
○岡田 亮 6-2 6-0 山田(裕)
○岡田 亮 6-0 6-0 須田
○正木拓真 6-4 6-0 松岡

No２○前田 千夏 ６－０ ６－１

第８１回 同志社 ４０勝 ３９敗 ２分（雨天中止）
２０１１（平成２３）年
【定期戦】
対 立教大学戦 ＜女子の部＞
（１２月１１日 同大－田辺）
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荒谷・縄田 2-6 3-6 井上･多田(関大)
伊井・小林 2-6 1-6 立石･中村(関国大)
前場・三嶋 3-6 5-7 上村･近藤(立命大)
▽FIN
谷村・上田 6-2 6-2 高野･加治(近大)
田中・前川 2-6 6-2 4-6 渡辺･岡本(神院大)
予選 (女子シングルス)

土井・森本 ３－６
浦上・西村 ７－５
▽３回戦
木村・岡田 ３－６
浦上・西村 ３－６
▽準々決勝
浦上・西村 ５－７
(女子シングルス)

▽２R
秋元愛子 6-0 6-0 大黒(神大)
上村千都 3-6 0-6 加茂(松蔭女大) 安永幸恵 2-6 1-6 犬飼(親和女大)
藤川 遥 6-0 6-0 三ヶ嶋(兵県大) 前田千夏 6-0 6-0 尾崎(和大)
山田侑奈 6-0 6-1 八杉(神大)
大毛美南 6-0 6-0 明石(大体大)
長田姫佳里 6-2 7-5 飯田(びわこ大)
▽３R
秋元愛子 6-0 6-1 鍬田(親和女大)
藤川 遥 6-1 6-0 中野(大産大)
前田千夏 6-1 6-2 横野(関大)
山田侑奈 6-0 6-2 村上(関外大)
大毛美南 6-0 6-0 田中(阪大)
長田姫佳里 0-6 3-6 大田尾(関学大)
▽FIN
秋元愛子 6-2 6-3 山口(大産大)
藤川 遥 6-0 6-1 川島(関大) 山田侑奈 2-6 6-1 6-2 青木(親和女大)
前田千夏 6-1 6-1 酒井(大院大)
大毛美南3-6 4-6 大塚(園田女大)
予選 (女子ダブルス)

７－６ １－６ 山本・細川 (大体大)
６－２
上村・近藤 (立命大)
６－４ ３－６ 松下・石橋 (大体大)
６－４ ６－２ 志村・牧野 (大体大)
６－７

松下・石橋 (大体大)

▽１回戦
秋元 愛子 ４－６ ６－４ ６－４ 柳瀬
(大産大)
木下 真緒 ６－２ ０－６ ７－５ 廣瀬
(園田女大)
藤川
遥 ３－６ １－６
喜多
(関外大)
前田 千夏 １－６ ２－６
椎木
(親和女大)
山田 侑奈 ７－６ ７－６
内仲
(関 大)
井上 晴菜 ６－１ ６－２
大塚
(園田女大)
▽２回戦
秋元 愛子 ４－６ ５－７
坂谷
(園田女大)
木下 真緒 ２－６ ３－６
松島
(園田女大)
井上
愛 ６－４ ６－２
安井
(関外大)
藤川
遥 ６－４ １－６ ２－６ 吉原
(関外大)
山田 侑奈 １－６ ５－７
安部
(甲南大)
井上 晴菜 ６－２ ７－５
清水
(関学大)
▽３回戦
井上
愛 ３－６ １－６
安部
(甲南大)
井上 晴菜 ０－６ ４－６
山崎
(関学大)
(女子ダブルス)
▽１回戦
秋元・井上(愛) ４－６ ７－５ ０－６ 内仲・藤原 (関 大)
木下・藤川 １－６ ６－４ ６－２ 山口(東園大)・岩瀬(中京大)
前田・山田 ６－７ １－６
清水・飯沼
(関学大)
▽２回戦
木下・藤川 ６－４ ０－６ ２－６ 坂東・廣瀬 (園田女大)

▽２R
木下・藤川 6-0 6-0 牧 ･小川(大市大)
上村・大毛 4-6 6-3 5-7 長谷川･樋口(大体大)
安永(同大)・赤松(親和女大)6-3 6-1 小竹原･向浦(関外大)
井上(晴)・長田 6-0 6-1 寺田･岸本(京教大)
▽３R
木下・藤川 6-2 7-5 尾崎･山崎(関大)
上村・大毛 4-6 6-3 5-7 長谷川･樋口(大体大)
安永(同大)・赤松(親和女大)0-6 0-6 楳田･鈴木(大産大)
井上(晴)・長田 6-0 6-1 西川･宮崎(仏大)
▽FIN
木下・藤川 6-2 6-4 松本･金森(立命大)
井上(晴)・長田 0-6 3-6 安井･西村(関外大)
２０１１（平成２３）年
【関西学生新進テニストーナメント】
本戦（０３月０７日～１１日 万博ＴＧ）
(男子シングルス)
▽１回戦
諌山 拓実 ３－６ ３－６
加治
(近 大)
谷村 亮輔 ０－６ ５－７
徳田
(関学大)
岡田
亮 ５－７ ２－６
植木
(大産大)
西村 友貴 ６－４ ７－６
安田
(神院大)
二村 真基 ４－６ １－６
早瀬
(甲南大)
▽２回戦
木村 剛典 ２－６ ６－３ ６－０ 杉江
(大体大)
浦上 武大 ７－５ ６－４
細川
(大教大)
西村 友貴 ２－６ ７－６ １－６ 深井
(関学大)
▽３回戦
木村 剛典 ２－６ ４－６
加藤
(神院大)
浦上 武大 ６－０ ６－４
西村
(神院大)
▽４回戦
浦上 武大 １－６ ６－７
深井
(関学大)
(男子ダブルス)
▽１回戦
田中・前川 ６－７ ７－６ ６－３ 中田・高津 (大体大)
土井・森本 ６－３ ４－６ ７－５ 松尾・小笠原(大産大)
▽２回戦
木村・岡田 ４－６ ６－０ ６－２ 松山・伊達 (甲南大)
谷村・上田 ２－６ １－６
平川・平井 (立命大)
田中・前川 ３－６ ６－４ ３－６ 深井・徳田 (関学大)

２０１１（平成２３）年
【関西学生春季テニストーナメント】
（０４月２９日～０５月０８日 各大学）
予選 (男子シングルス)
▽２R
上田大元６-２６-１枝並(電通大)
五味洸祐 6-1 6-1 辺見(京工大) 谷村亮輔６-０６-０増田(びわこ大)
土井浩平６-1６-1 澤田(京工大)

正木拓真 6-１6-０塩見(京大)

森本裕介６-２６-３山中(兵県大) 荒谷和宏６-２６-０藤澤(龍大)
伊井健太郎6-1 6-4山科(桃大)

小林 純6-0 6-4掛川(大経法大)

縄田 航６-２６-１吉野(龍大)

二村真基６-０６-０勝井(国際大)

前川友範６-１６-２翁 (京工大) 前場康佑 def 河瀬(電通大)
三嶋洋貴６-１６-１田上(電通大) 稲垣希望２-６０-６入江(関外大)
宇治崇之６-１６-０高森(甲南大)

小林慶太 def 本田(神院大)

松永慶太６-７２-６村瀬(電通大)

吉川竜平 def 山本(和大)

▽３R

上田大元２-６４-６橋口(関大)

五味洸祐６-１６-０辻岡(関大)

谷村亮輔２-６２-６堀 (大院大)

土井浩平６-２６-１前田(神国大) 正木拓真 5-7 7-6 4-6 吉山(近大)

森本裕介 def 足高(帝塚山)

荒谷和宏7-6 3-6 6-1宮本(関国大)

伊井健太郎 1-6 3-6 萱野(関国大) 小林 純５-７４-６山崎(関外大)
縄田 航６-２６-１一山(関学大) 二村真基６-１６-２高杉(大市大)
前川友範 def 松下(大商大)
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前場康佑６-４６-２ 田中(関国大)

三嶋洋貴４-６６-７宮崎(正)(阪大) 宇治崇之６-３６-２小林(関大)

前田千夏 6-2 6-1 鍬田(親和女大) 山田侑奈 6-0 6-0 片尾(京大)

吉川竜平６-１６-４山下(京大)

大毛美南6-3 6-4 丸山(大教大) 長田姫佳里1-6 0-6 内藤(大院大)

小林慶太１-６２-６広瀬(甲南大)
▽４R

阪上文音 6-4 5-7 2-6 迫田(松蔭女大)

五味洸祐６-１７-６宇田(近大)

土井浩平 6-2 4-6 6-0 笹原(神院大) 森本裕介6-1 6-1 宮崎(俊)(阪大)

竹島加奈 6-2 6-1 飯田(武庫川大)

荒谷和宏 4-6 7-5 2-6 福田(桃大)

▽３R

縄田 航４-６５-７櫻井(京教大)

秋元愛子６-０６-０出来(桃大)

木下真緒 6-3 6-3 渡邊(京産大) 上村千都4-6 6-3 3-6 飯沼(関学大)

二村真基６-０６-０中尾(神院大) 前川友範６-３６-１高岡(大市大)
前場康佑１-６１-６井上(関大)

中田春奈 def 川島(仏大)

前田千夏 6-0 6-0 清家(園田女大) 山田侑奈 6-0 6-2 高岡(龍大)

宇治崇之 2-6 6-3 4-6 上野(立命大)

吉川竜平 6-4 4-6 2-6 都倉(関大

大毛美南 6-3 6-0 望月(甲南大) 竹島加奈7-5 5-7 2-6 奥田(立命大)

▽５R

中田春奈 5-7 0-6 三谷(園田女大)

五味洸祐２-６６-４５-７井上(阪大)

土井浩平 2-6 7-5 2-6 川口(大体大) 森本裕介 2-6 4-6 竹村(関国大)

▽FIN

荒谷和宏 4-6 7-5 2-6 福田(桃大)

木下真緒 7-5 6-3 斎藤(大産大)

縄田 航４-６５-７櫻井(京教大)

秋元愛子２-６７-６３-６加茂(松蔭女大)
山田侑奈 6-1 6-4 中村(関学大)

二村真基 6-0 3-6 4-6 工藤(関国大) 前川友範７-６６-４嶋田(関大)

前田千夏 4-6 6-4 6-3 佐々木(松蔭女大)

▽FIN

大毛美南 3-6 3-6 大田尾(関学大)

諌山拓実６-１６-０小吹(関国大)
岡田 亮 6-2 2-6 5-7 藤垣(関大)

田中佑英１-６４-６土井(近大)

予選 (女子ダブルス)

西村友貴 6-3 6-0 牧野(大体大) 前川友範 6-3 3-6 2-6 笠井(関学大)
予選 (男子ダブルス)

▽２R

上田･吉川 6-７１-６山下･浅井(京大)

▽１R

安永･竹島６-４６-０奥田･渡邉(京産大)

▽２R

安永･竹島６-４６-１三根･堀 (関大)

上村･藤川６-０６-０松本･平地(神大)

五味･浅尾(京産大)６-２６-４伊藤･飯塚(びわこ大)

山田･前田５-７６-３４-６竹内･國府(大体大)

正木･二村６-２６-２清水･佐藤(大院大)

井上(愛)･井上(晴)６-０６-１宮崎･柴垣(仏大)

土井･宇治６-２６-０中川･太平(和大)

大毛･阪上７-６７-６児玉･木戸内(近大)

荒谷･小林(純)７-５６-１田中･名角(関国大)

長田･中田６-０４-６６-１山下･秀平(大体大)

伊井･前場６-１６-０田中･枝川(兵県大)

▽３R

縄田･三嶋６-４６-２時政･夏目(京大)

上村･藤川６-４６-１藤原･望月(甲南大)

稲垣･小林(慶)６-２６-１金川･傍島(兵県大)

井上(愛)･井上(晴)６-０６-０松本･溝邊(立命大)

松永･南 ×def 青木･須田(滋大)

大毛･阪上２-６１-６貝塚･三谷(園田女大)

▽３R

五味･浅尾(京産大) def 村井･濱田(京園大)

安永･竹島０-６３-６加藤(京教大)･大原(大教大)

長田･中田４-６２-６柳瀬･斉藤(大産大)

正木･二村６-０６-１水嶋･向井(天理大)

▽FIN

土井･宇治６-２６-３中村･植松(滋大)

井上(愛)･井上(晴)６-４６-２内田･大西(関大)

上村･藤川２-６３-６淀川(関外大)･萩森(相愛大)

荒谷･小林(純)１-６１-６谷口･橋本(大院大)
２０１１（平成２３）年
【関西学生春季テニストーナメント】
（０５月３０日～６月０４日 靭 TC）
(男子シングルス)
▽１回戦

伊井･前場２-６１-６植久保(天理大)･井口(大教大)
縄田･三嶋６-１６-７６-２丸尾･山本(立命大)
稲垣･小林(慶)６-４２-６６-２安藤･都築(びわこ大)
▽４R

五味･浅尾(京産大)６-１６-１辻岡･田鍋(関大)

正木･二村７-５６-７６-２福本･瀬古(甲南大)

諌山 拓実 ６－７ ３－６

中岡

（近 大）

土井･宇治４-６７-５６-２人見･前田(関学大)

木村 剛典 ３－６ ５－７

石橋

（大体大）

縄田･三嶋０-６６-３０-６田村･徳田(関学大)

浦上 武大 ６－２ ５－７ ６－１ 田根

（大体大）

稲垣･小林(慶)２-６４-６藤垣･橋口(関大)

西村 友貴 ６－３ ６－１

梶原

（神院大）

▽５R

▽2 回戦

五味･浅尾(京産大)７-５６-２諏訪部･西井(大院大)

正木･二村５-７６-４３-６森田･古井(関大)

浦上 武大 ６－１ ６－２

井上

（阪 大）

土井･宇治６-４３-６３-６杉田(桃大)･村瀬(電通大)

西村 友貴 ４－６ ６－３ ４－６ 黒田

（近 大）

▽FIN

五味･浅尾(京産大)７-５６-３服部･藤 (関学大)

▽３回戦

諌山･森本６-２６-０山中･西川(神院大)

浦上 武大 ４－６ ６－１ ６－０ 黒田

木村･岡田４-６５-７黒田･土井(近大)

▽準々決勝

田中･前川６-３６-４浅田･松本(滋大)

浦上 武大 １－６ ７－６ １－６ 熊谷

予選 (女子シングルス)

▽２R

秋元愛子６-２６-２繁光(大教大)

木下真緒 6-0 6-0 金山(京大)

（近 大）
（大院大）

▽インカレ選考試合－男子単(負け残り)
S1R 西村友貴 8-3 大崎(近大) S2R 西村友貴 8-9 平川(立命大)

上村千都 6-1 6-3 川合(武庫川大)

安永幸恵 1-6 3-6 川崎(大体大) 藤川 遥 4-6 5-7 斎藤(園田女大)
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稲垣希望 def 長谷川(摂大)

(男子ダブルス)

▽1 回戦

▽２R

五味・浅尾(京産大)

３－６ ４－６ 石橋・志村（大体大）

松永慶太 4-6 3-6 喜多(大経大)

諌山拓実 6-3 6-2 小長野(大工大)

上田大元 6-0 6-0 竹田(桃大) 五味洸祐 def 竹内(帝大)、沖田(兵県大)

諌山・森本 ５－７ ６－７

辻田・黄 （関学大）

田中佑英 6-1 6-0 阪本(大教大)

谷村亮輔 6-1 6-0 口井(和大)

田中・前川 ３－６ ４－６

新屋・三輪（関 大）

土井浩平 6-0 6-1 高田(京外大)

正木拓真 6-0 6-0 犬飼(奈教大)

浦上・西村 ２－６ ６－１ ６－４ 黒田・土井（近 大）

森本裕介 6-1 6-1 山下(びわこ大) 荒谷和宏 6-3 6-0 松原(大経法大)

▽２回戦

伊井健太朗0-6 3-6 西田(滋大)

小林 純3-6 6-2 RET 辻 (桃大)

縄田 航 6-0 6-0 加藤(龍谷大)

前川知範 6-3 6-1 伊達(甲南大)

浦上・西村 ４－６ ４－６

秦 ・深井（関学大）

前場康佑 7-5 6-2 山崎(大経法大) 三嶋洋貴 6-1 6-4 向井(天理大)
▽インカレ選考試合－男子複(負け残り)
D1R 浦上・西村 8-5 渡部・鈴置(関学大)
D2R 浦上・西村 4-6 6-3 6-2 田淵・恒松(関大)

稲垣希望 0-6 0-6 河野(関学大)

宇治崇之 6-1 6-1 藤井(大経法大)

小林慶太 6-0 6-0 三好(大谷大)

山下祥平 6-1 6-1 永井(桃大)

吉川竜平 6-0 6-0 吉見(大経法大)
▽３R

(女子シングルス)

▽1 回戦
木下 真緒 ０－６ １－６

藤原

（関 大）

井上

愛 ６－０ ６－１

村上

（関学大）

前田 千夏 ６－２ ６－２

廣瀬

（園田女大）

山田 侑奈 １－６ ２－６

吉原

（関学大）

井上 晴菜 １－６ ２－６

國瀬

（親和女大）

愛 ６－２ ６－２

福島

（関学大）

前田 千夏 ２－６ １－６

川崎

（園田女大）

山崎

（関学大）

愛 ６－１ ６－４
愛 ６－３ ６－０

松島

（園田女大）

愛 ５－７ ４－６

川崎

（園田女大）

谷村亮輔 6-1 6-3 藤村(京外大)

土井浩平 6-0 6-1 松田(京大)

正木拓真 6-0 6-1 佐藤(関学大)

森本裕介 6-0 6-2 田中(兵県大)

荒谷和宏 6-3 6-4 成木(滋大)

小林慶太 5-7 0-6 山村(甲南大)

山下祥平 6-2 6-1 鈴木(大市大)

吉川竜平 3-6 6-7 西村(大産大)
▽４R

諌山拓実 6-3 6-2 多田(関大)

五味洸祐 6-3 6-１金 (関学大)

田中佑英 6-3 6-1 山下(立命大)

谷村亮輔 6-2 6-3 宮崎(阪大)

土井浩平 6-3 6-2 岡本(神院大)

正木拓真 3-6 7-5 5-7 立石(関国大) 森本裕介 6-2 6-1 大本(大院大)
荒谷和宏 2-6 1-6 堀 (大院大) 小林 純 6-3 1-6 2-6 嶋田(関学大)

▽準決勝
井上

田中佑英 6-0 6-0 藤澤(龍谷大)

三嶋洋貴 6-7 6-7 久木(関大) 宇治崇之 5-7 7-5 1-6 小笠原(大産大)

▽準々決勝
井上

五味洸祐 6-1 6-2 酒徳(京大)

前川知範 6-2 6-2 中根(大院大) 前場康佑 1-6 1-6 中村(関大)

▽３回戦
井上

上田大元 6-7 3-6 宇田(近大)

小林 純4-6 6-4 6-0 松本(滋大) 縄田 航6-7 6-3 6-3 平岡(甲南大)

▽2 回戦
井上

諌山拓実 6-2 6-2 高田(大教大)

縄田 航 2-6 0-6 川口(大体大)

前川知範 6-3 6-2 橋口(関大)

山下祥平 0-6 2-6 大谷(関学大)
▽５R

▽インカレ選考試合－女子単(負け残り)
S1R 前田千夏 6-3 3-6 3-6 内田(関大)

諌山拓実 3-6 6-7 権藤(甲南大)

五味洸祐 6-2 6-4 谷口(大院大) 田中佑英 3-6 6-4 6-2 長南(関学大)
谷村亮輔 2-6 2-6 諏訪部(大院大) 土井浩平 4-6 2-6 工藤(関国大)

S2R 前田千夏 4-6 7-5 6-4 岩崎(松蔭女大)

森本裕介 6-3 5-7 3-6 浅尾(京産大) 前川知範 6-3 6-4 鈴木(立命大)

▽FIN

(女子ダブルス)

五味洸祐 6-7 0-6 大崎(近大)

田中佑英 4-6 3-6 藤垣(関大)

岡田 亮 6-1 6-1 鶴田(神院大)

秋元・木下 １－６ １－６

村上・山本（関学大）

西村友貴 6-2 6-2 浅野(近大)

二村真基 3-6 2-6 三輪(関大)

井上(愛)・井上(晴) ６－３ ６－１

花畑・畑山 （関学大）

前川知範 6-3 2-6 2-6 谷口(近大)

▽1 回戦

予選 (男子ダブルス)

▽２回戦
井上(愛)・井上(晴) ２－６ ３－６

▽１R

岩崎・山田 （松蔭女大）

縄田･松永 def 尾前･竹間(奈教大)

三嶋･山下 6-3 7-5 古城･佐伯(国際大)
▽インカレ選考試合－女子複(負け残り)
D1R 井上(愛)・井上(晴) 6-4 6-0 立入・上地(関学大)

▽２R

谷村･正木 6-0 6-0 大島･大月(京工大)

上田･吉川 6-1 6-0 福田･上田(国際大)
五味･宇治 6-3 6-2 枝川･田中(兵県大)

２０１１（平成２３）年
【関西学生テニス選手権】
（０７月０９日～１３日, ０８月０３日～０７日 各大学）
予選 (男子シングルス)
▽１R

荒谷･伊井 5-7 5-7 真下･石堂(龍谷大)

小林 純 def 渡邉(帝大)

三嶋･山下 6-3 7-6 奥野･金 (関学大)

小林(純)･稲垣 6-2 3-6 6-2 田村･徳盛(関国大)
縄田･松永 6-2 2-6 6-4 山下･山本(立命大)
前場･小林(慶) def 福田･緒方(桃大)

縄田 航 6-0 6-0 瀬尾(京大)
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▽３R

前田･山田 6-0 6-1 柳原･石橋(天理大)

谷村･正木 6-1 7-5 西田･成木(滋大)

上田･吉川 7-5 6-1 都築･伊藤(びわこ大)

井上(愛)･井上(晴) 6-7 7-6 6-0 熊谷･國府(大体大)

五味･宇治 6-2 6-1 澤田･角田(京工大)

大毛･竹島 4-6 4-6 花畑･畑山(関学大)

小林(純)･稲垣 2-6 3-6 杉江･高津(大体大)

阪上･中田 3-6 1-6 山口･福原(関外大)

縄田･松永 2-6 6-3 6-7 寺井･早瀬(甲南大)
三嶋･山下 7-5 4-6 7-5 都倉･中村(関学大)
▽４R

２０１１（平成２３）年
【関西学生テニス選手権】
（０８月１１日～１６日 靭 TC）
(男子シングルス)
▽１回戦

谷村･正木 6-2 6-4 崎山･堤 (阪大)

上田･吉川 7-6 6-4 鈴木･井上(大市大)
五味･宇治 6-4 6-1 岩渕･丸本(大院大)
三嶋･山下 1-6 2-6 松下･川口(大体大)
▽５R

谷村･正木 2-6 6-1 4-6 浅野･尾方(近大)

上田･吉川 3-6 1-6 大崎･吉山(近大)
五味･宇治 1-6 6-7 朝倉･古井(関大)
▽FIN

木村･田中 6-4 4-6 6-2 嶋田･中村(関大)

諌山･岡田 4-6 7-5 6-3 神山･開發(近大)

安永幸恵 2-6 3-6 大塚(関外大)

西村 友貴 ７－６ ６－２

西

（神院大）

亮 ２－６ ０－６

沼野

（甲南大）

浦上 武大 ６－２ ６－０

福本

（甲南大）

西村 友貴 ６－１ ６－２

木村 剛典（同 大）
田淵

（関西大）

西村 友貴 １－６ ６－４ ３－６ 上原

（甲南大）

山本

（大教大）

浦上 武大 ２－６ ６－２ ７－６ 熊谷

（大院大）

▽決 勝
浦上 武大 ４－６ ２－６

前田千夏 6-0 6-0 高橋(関学大) 山田侑奈 6-2 6-3 村上(関外大)

福田

（関西大）

〈準優勝〉

大毛美南 1-6 4-6 山口(大産大) 長田姫佳里 0-6 3-6 松田(立命大)

(男子ダブルス)

阪上文音 3-6 6-7 吉原(関外大) 竹島加奈 3-6 2-6 國府(大体大)

▽1 回戦

中田春奈 0-6 1-6 大塚(園田女大)
上村千都 2-6 3-6 磯村(大院大)

前田千夏 6-2 6-1 青山(大産大) 山田侑奈 6-1 7-5 丸山(大教大)
予選 (女子ダブルス)

上村(同大)･福田(関学大) def 中部･田中(大工大)

木下･藤川 6-0 6-0 山本･森本(和大)

木村・田中 １－６ ４－６

大崎・吉山（近畿大）

諌山・岡田 ３－６ ３－６

野口・福田（関西大）

土井・二村 ４－６ ３－６

秦 ・杉森（関学大）

森本・前川 ６－２ ６－２

森田・三輪（関西大）

浦上・西村 ６－３ ７－６

森山・安田（近畿大）

▽2 回戦

安永･長田 6-1 6-1 笹原･中元(京大)
前田･山田 6-2 7-5 宮本･長谷川(神院大)
井上(愛)･井上(晴) 6-0 6-0 泉 ･小牧(京産大)

森本・前川 ２－６ ３－６

秦 ・杉森（関学大）

浦上・西村 ３－６ ４－６

田淵・恒松（関西大）

(女子シングルス)

大毛･竹島 6-3 6-0 赤松･山本(親和女大)

▽1 回戦

阪上･中田 6-1 6-0 岸田･加川(奈教大)

井上

上村(同大)･福田(関学大) 6-2 6-4 内田･寺島(関大)

木下･藤川 7-5 6-2 池田･酒井(大院大)
安永･長田 1-6 1-6 貝塚･大塚(園田女大)
前田･山田 6-2 6-4 枝川(関大)･北浦(親和女大)

愛 ６－１ ６－０

鈴木

（大産大）

前田 千夏 ６－３ ６－７ ３－６ 早瀬

（大産大）

山田 侑奈 ６－１ ２－６ ０－６ 坂東

（園田女大）

井上 晴菜 ６－３ ３－６ ２－６ 坂谷

（園田女大）

▽２回戦

井上(愛)･井上(晴) 7-5 6-2 水間･岡田(神大)

井上

大毛･竹島 6-2 6-2 捨田利(大市大)･繁光(大教大)

愛 ６－１ ６－４

大原

（大教大）

山本

（関学大）

▽３回戦

阪上･中田 7-5 6-2 坂田･高木(立命大)
▽FIN

（大体大）

▽準決勝

上村千都6-1 6-0 吉田(桃大) 藤川 遥7-5 4-6 3-6 奥田(立命大)

▽３R

志村

浦上 武大 ６－２ ６－４

阪上文音 def 森下(大市大)

竹島加奈 6-0 6-0 上田(大市大) 中田春奈 6-3 6-1 吉原(龍谷大)

▽２R

浦上 武大 ６－０ ７－５

▽準々決勝

山田侑奈 6-4 6-0 桧皮(甲南女) 大毛美南 6-1 6-1 砺波(神外大)

▽FIN

（関西大）

浦上 武大 ６－３ ６－０

上村千都 6-4 6-1 久継(親和女大)

藤川 遥 6-3 6-0 岡田(神大) 前田千夏 6-1 6-1 尾関(武庫川大)

▽３R

三輪

▽３回戦

木下真緒 2-6 4-6 貝崎(びわこ大)

長田姫佳里 6-0 6-2 森尾(神大)

亮 ６－２ ６－４

岡田

予選 (女子シングルス)

安永幸恵 def 豊岡(神外大)

（甲南大）

岡田

▽２回戦

土井･二村 6-4 7-6 牧田･瀬古(甲南大)
森本･前川 5-7 6-4 7-6 竹村･萱野(関国大)
▽２R

木村 剛典 ６－３ ３－６ ６－０ 下向

井上

上村(同大)･福田(関学大) 6-2 6-3 朴 ･横山(大産大)

愛 ７－６ ６－２

▽準々決勝

木下･藤川 6-2 6-3 内田･松田(立命大)
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井上

愛 ６－０ ６－３

安部

（甲南大）

▽７回戦

▽準決勝
井上

愛 １－６ １－６

川崎

二村 真基８-３岩渕(大院大)

宇治 崇之８-４北野(立命大)
▽準々決勝
二村 真基６-３ ６-１山下(京 大)

（園田女大）

宇治 崇之６-１ ６-１浅田(滋 大)
▽準決勝
二村 真基７-６ ６-０宇治 崇之(同 大)

(女子ダブルス)

▽1 回戦
木下・藤川 ３－６ ２－６

清水・飯沼 （関学大）

上村・福田(関学) ３－６ ４－６

貝塚・大塚（園田女大）

前田・山田 １－６ ２－６

松島・坂東(園田女大)

▽決 勝

二村 真基４-６ ６-３ ６-２堀 (大院大)
〈優 勝〉

(男子ダブルス)

井上(愛)・井上(晴) ２-６ ６-１ ６-１ 岩崎・山田（松蔭女大）

▽２回戦

▽２回戦

土井･二村８-０勝間･小長野(大工) 正木･宇治８-１田中･芝(京府)

井上(愛)・井上(晴) ６－４ ６－２

上田･吉川８-０田中･福留(大工)

伊井･前場８-１田中･梅津(奈教)

安部・角田 （甲南大）

縄田･三嶋８-３時政･真多(京大)

荒谷･森尾(京産)８-１井口･小林(神大)

▽準々決勝
井上(愛)・井上(晴) ４-６ ６-２ ０-６ 菅村・山崎 （関学大）

小林(純)･佐藤(関大)８-０角勝･追谷(大手前大)
松永･小林(慶)８-６口井･井本(和大) 稲垣･山下８-９東･飯塚(大院)

２０１１（平成２３）年
【関西学生チャレンジテニストーナメント】
（０６月１１日～１５日、０６月１８日～２３日 各大学）
(男子シングルス)
▽２回戦
上田 大元８-１川島(和大)
五味 洸祐８-１山本(電通大)
谷村 亮輔８-６福田(国際大)
土井 浩平８-１大平(仏 大)
森本 裕介８-２嶋形(大経大)

▽３回戦

土井･二村８-０向崎･吉見(大経法) 正木･宇治８-２中島･松田(京大)
伊井･前場８-２三田村･長田(龍谷) 縄田･三嶋８-０市森･大本(大院)
荒谷･森尾(京産)８-０山口･村井(大産大)
小林(純)･佐藤(関大)９-７野村･井上(龍谷大)

正木 拓真８-０都倉(関 大)
荒谷 和宏８-２船本(神 大)

松永･小林(慶)８-５廣瀬･鳥居(仏大)
▽４回戦

伊井健太郎８-２新井(桃 大)
小林
純８-２加藤(龍谷大)
縄田
航８-１小川(大商大)
二村 真基８-０村上(神外大)
前場 康佑 def 相葉(大商大)
三嶋 洋貴８-４長田(びわこ大)
稲垣 希望５-８高村(大産大)
宇治 崇之８-０岩浅(追 大)
小林 慶太 def 長野(大府大)
松永 慶太４-８松本(滋 大)
山下 祥平８-４小長野(大工大) 吉川 竜平８-２中川(京外大)
▽３回戦
上田 大元８-０渡部(滋大)
五味 洸祐３-８浅田(滋 大)
谷村 亮輔８-５吉川(阪 大)
土井 浩平８-０高橋(大経大)
森本 裕介８-４浅井(京 大)

土井･二村８-２奥野･稲田(天理)

正木･宇治８-１武田･高杉(大市)

荒谷･森尾(京産)５-８中田･川口(大体大)
小林(純)･佐藤(関大)６-８奈良･竹野(兵県大)
松永･小林(慶)８-５成本･中村(滋大)
▽５回戦

上田･吉川８-５下向･田鍋(関大)

土井･二村８-３朝比奈･石堂(龍谷) 正木･宇治８-２竹村･萱野(関国)

正木 拓真８-３中田(大体大)
荒谷 和宏８-０山田(滋 大)

縄田･三嶋 6-８高橋･中岡(近大) 松永･小林(慶)2-８近藤･佐藤(立命)
▽６回戦

上田･吉川８-６木幡･梅岡(大院大)

土井･二村８-３早瀬･松山(甲南) 正木･宇治８-５多田･久木(関大)
▽準々決勝

上田･吉川２-６ ４-６井上･井本(関大)

土井･二村６-１ ６-１井上(阪大)･山下(京大)
正木･宇治４-６ ４-６高橋･中岡(近大)

正木 拓真８-５村瀬(電通大)
森本 裕介８-０宮下(桃 大)
荒谷 和宏８-２西村(大産大)
伊井健太郎４-８伊達(甲南大)
小林
純８-４寺井(甲南大)
縄田
航６-８堀 (大院大)
二村 真基８-１中村(関 大)
前場 康佑８-４小田(国際大)
三嶋 洋貴５-８多田(関 大)
宇治 崇之８-１坂本(甲南大)
山下 祥平１-８小笠原(大産大)
▽５回戦
谷村 亮輔８-６早本(京産大)

▽準決勝

土井･二村６-２ ２-６ ６-１井上･井本(関大)

▽決 勝

土井･二村６-３ ６-０近藤･佐藤(立命大)
〈優 勝〉

(女子シングルス)
▽２回戦

正木 拓真８-５石堂(龍谷大)
荒谷 和宏７-９岩渕(大院大)

上村 千都８-１小松(大経大)

安永 幸恵８-２三好(流通大)

藤川

大毛 美南８-０堀内(大府大)

長田姫佳里８-２畑 (天理大)

遥８-０岸本(京教大)

阪上 文音８-０下 (電通大)

竹島 加奈８-０村上(神 大)

中田 春奈８-１岡山(武庫川大)
▽３回戦

小林
純２-８池田(関国大)
二村 真基９-７植久保(天理大)
前場 康佑１-８山村(甲南大)
宇治 崇之８-２河野(関学大)
▽６回戦
谷村 亮輔２-８安藤(びわこ大)
土井 浩平４-８井口(大教大)
森本 裕介８-９拓野(関国大)

上田･吉川８-５広田･浅香(桃大)

伊井･前場４-８岩瀬･丸本(大院大) 縄田･三嶋８-０巽･山崎(関外大)

伊井健太郎９-７根本(仏 大)
小林
純８-３宮崎(阪 大)
縄田
航８-６真下(龍谷大)
二村 真基８-２水口(滋 大)
前場 康佑８-２安藤(関学大)
三嶋 洋貴８-４枝並(電通大)
宇治 崇之８-０城 (大商大)
小林 慶太８-９井上(大市大)
山下 祥平８-３藤村(甲南大)
吉川 竜平８-９下向(関 大)
▽４回戦
上田 大元６-８三輪(関 大)
谷村 亮輔８-４佐藤(関 大)
土井 浩平 def 久保田(神大)

土井 浩平８-４喜多(大経大)
森本 裕介８-２小中(大院大)

上田･吉川８-０徳山･山本(追大)

正木 拓真５-８結城(近 大)
二村 真基８-４藤 (関学大)

上村 千都８-１別所(大市大)

安永 幸恵３-８金森(立命大)

藤川

大毛 美南８-０小杉(神 大)

長田姫佳里８-６酒井(大院大)

阪上 文音４-８大森(龍谷大)

竹島 加奈８-３大隅(武庫川大)

中田 春奈８-９高谷(関外大)

宇治 崇之８-５細川(大教大)
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遥８-０坂上(京産大)

▽４回戦
藤川

遥８-５藤原(甲南大)

長田姫佳里２-８坂田(立命大)
▽５回戦
藤川

荒谷 和宏４-８山下(京 大)
伊井健太郎８-１松田(京 大)
小林
純３-８上野(立命大)
縄田
航８-２夏目(京 大)
西村 友貴８-０大平(仏 大)
仁村 真基 8－１井澤(びわこ大)
前川 知範８-９西岡(京 大)
前場 康佑９-７山本(立命大)
三嶋 洋貴８-９鈴木(立命大)
宇治 崇之８-２松岡(滋 大)
小林 慶太８-３河西(立命大)
松永 慶太３-８高桑(京産大)
▽４回戦
諌山 拓実１-８佐藤(立命大)
岡田
亮８-２時政(京 大)
土井 浩平８-５小林慶太(同大)
正木 拓真８-９近藤(立命大)
森本 裕介８-５鈴木(立命大)
伊井健太郎５-８上村(立命大)
二村 真基８-２縄田 航(同大)
西村 友貴８-１翁 (京工大)
前川 知範８-4 丸尾(立命大)
前場 康佑３-８櫻井(京教大)
宇治 崇之６-８北野(立命大)
吉川 竜平８-４廣瀬(仏 大)
▽５回戦
岡田
亮８-２森本裕介(同大)
土井 浩平１-８上野(立命大)
西村 友貴８-２櫻井(京産大)
前川 知範８-３二村真基(同大) 吉川 竜平３-８上村(立命大)
▽準々決勝

上村 千都８-１森尾(神 大)
大毛 美南８-１若松(園田女大)
竹島 加奈９-７重谷(立命大)

上村 千都８-３佐藤(関学大)

遥５-８篠原(関学大)

大毛 美南３-８真田(関学大)

竹島 加奈３-８福原(関外大)
▽６回戦

上村 千都８-６池田(大院大)

▽準々決勝
上村 千都 １－６ １－６ 安井(関外大)
(女子ダブルス)
▽２回戦

上村･長田８-０矢地･佐伯(阪大)

安永･阪上８-４赤松･山本(親和女大)
前田･山田８-２長谷川･田中(大体大)
藤川･大毛８-０三好･坂根(流通大)
中田･竹島３-８磯村･磯村(大院大)

前田･山田８-４円本･北浦(親和女大)

岡田
亮 ６－４ ６－１
西村 友貴 ６－１ ７－５
前川 知範 ６－２ ６－０
▽準決勝

藤川･大毛８-０漢那･芳賀(びわこ大)

岡田

▽４回戦

西村 友貴 ６－２ ６－４
▽決 勝

▽３回戦

上村･長田３-８飯田･増岡(びわこ大)

安永･阪上８-１枝川･尾崎(関 大)

安永･阪上８-４藤原･望月(甲南大)

前田･山田８-２横野･中嶋(関 大)

(男子ダブルス)
▽２回戦

藤川･大毛８-３内田･大西(関 大)

岡田・土井８-２土井・西村(京教大)
森本・前川８-０山田・山田(滋 大)

前田･山田７-５ ６-４飯尾･藤井(関外大)

正木・二村８-０河村・毛利(京外大)

藤川･大毛６-４ ７-５ 重谷･内田(立命大)
▽決 勝

荒谷・伊井８-１辻 ・山崎(花 大)

前田･山田６-３ ６-３藤川･大毛(同 大)
〈優 勝〉

田中・諌山５-８山元・山下(びわこ大)

上田・小林(純)８-１西村・池田(京教大)

前田･山田６-０ ６-１榎原･池田(甲南女大)

藤川･大毛７-５ ２-６ ７-５大田尾･戸高(関学大)
▽準決勝

前川知範(同大)

〈優 勝〉

安永･阪上６-８重谷･内田(立命大)

前田･山田８-１梅野･大森(龍谷大)
▽準々決勝

亮 ６－３ １－６ ４－６ 上村(立命大)

西村 友貴 ６－３ ３－６ ６－２ 上村(立命大)

藤川･大毛８-３北浦･久我(大体大)
▽５回戦

北野(立命大)
上野(立命大)
平井(立命大)

縄田・三嶋８-０芝 ・日下(京府大)

〈準優勝〉

前場・松永４-８翁 ・辺見(京産大)
宇治・吉川８-３森尾・若林(京産大)

２０１１（平成２３）年
【関西学生地域 (京都地区)テニストーナメント】
（１１月０５日～１１月２８日 各大学）
(男子シングルス)
▽１回戦
上田 大元８-１大月(京工大)
▽２回戦
上田 大元２-８佐藤(立命大)
諌山 拓実 def 市井(滋 大)
岡田
亮８-０名村(びわこ大)
土井 浩平８-０角田(京工大)
正木 拓真８-０大岡(京工大)
森本 裕介８-２山元(びわこ大) 荒谷 和宏８-０南保(花 大)
伊井健太郎 def 村田(滋 大)
小林
純８-３有川(京工大)
縄田
航８-２磯野(ﾊﾞｲｵ大)
西村 友貴８-３樽松(滋 大)
二村 真基８-２西村(京教大)
前川 知範８-０林 (仏 大)
前場 康佑８-１増田(びわこ大) 三嶋 洋貴８-２西村(京教大)
宇治 崇之８-５長田(びわこ大) 小林 慶太８-２米田(仏 大)
松永 慶太８-６山下(立命大)
山下 祥平６-８中村(滋 大)
吉川 竜平８-３中川(滋 大)
▽３回戦
諌山 拓実８-４井上(龍谷大)
岡田
亮８-０高宮(仏 大)
土井 浩平８-１寺山(滋 大)
正木 拓真８-０吉野(龍谷大)
森本 裕介８-１山田(滋 大)

小林(慶)・山下８-０羅財・斉藤(京府大)
▽３回戦

上田・小林(純)８-２岸 ・井澤(びわこ大)

岡田・土井８-１岩永・佐藤(京外大)
森本・前川８-２長田・玉井(びわこ大)
正木・二村６-８上村・上野(立命大)
荒谷・伊井８-６中野・藤村(京外大)
縄田・三嶋８-２北川・金城(京 大)
宇治・吉川８-１冨田・中島(京 大)
小林(慶)・山下４-８朝比奈・吉野(龍谷大)
▽４回戦

上田・小林(純)８-５真下・石堂(龍谷大)

岡田・土井８-２縄田・三嶋(同 大)
森本・前川８-２山下・山本(立命大)
荒谷・伊井４-８丸尾・近藤(立命大)
宇治・吉川９-７鈴木・北野(立命大)
▽準々決勝
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上田・小林(純) ３－６ ５－７

翁 ・辺見(京工大)

岡田・土井 ６－３ ４－６ ６－２ 森本・前川(同 大)

２０１１（平成２３年）年
【全日本学生テニス選手権】
予選（０８月２５日～０８月２７日 有明の森 TC･亜細亜大）
予選 (女子シングルス)
▽１Ｒ 前田 千夏 ６－３ ６－１ 山口（関西外大）

▽決 勝

▽２Ｒ 前田 千夏 ５－７ ６－１ ６－３ 矢野（上智大）

岡田・土井 ３－６ ６－１ ６－１ 宇治・吉川(同 大)
森本・前川 ６－３ ３－６ ６－４ 丸尾・近藤(立命大)
▽準決勝

岡田・土井 ３－６ ５－７

上村・上野(立命大)

予選 (男子ダブルス)

〈準優勝〉

▽１Ｒ 浦上・西村 ６－０ ６－１

(女子シングルス)
▽１回戦

藤川

細貝・大谷（専修大）

▽２Ｒ 浦上・西村 ６-７ ６-３ ６-４ 只木・大城（早稲田大）
遥８-０森山(滋 大)

予選 (女子ダブルス)

山田 侑奈８-０岸本(京教大)

井上 晴菜８-０加納(滋 大)

▽１Ｒ 井上(愛)・井上(晴)７-６ ６-７ ６-４足立・中村（筑波大）

大毛 美南８-０中村(京 大)

長田姫佳里１-８増岡(びわこ大)

▽２Ｒ 井上(愛)・井上(晴)６-４ ４-６ ４-６丸田・権頭（駒澤大）

阪上 文音８-４西川(仏 大)

竹島 加奈８-０森田(びわこ大)

中田 春奈８-５迫田(滋 大)
▽２回戦

藤川

遥８-０浦田(滋県大)

山田 侑奈８-４松田(立命大)

井上 晴菜８-１柴田(京工大)

大毛 美南５-８大庭(立命大)

阪上 文音８-０池田(京 大)

竹島 加奈４-８重谷立命大)

中田 春奈１-８山之江(立命大)

▽３回戦

藤川

２０１１（平成２３年）年
【全日本学生テニス選手権】
（０８月２９日～０９月０４日 有明の森 TC
･亜細亜大・早稲田大）
(男子シングルス)
▽２回戦
浦上 武大 ６－２ ６－２
加藤
(愛知学院大)
▽３回戦
浦上 武大 ２－６ ２－６
田川
(早稲田大)
(男子ダブルス)

遥８-３下田(立命大)

山田 侑奈８-０中村(仏 大)

井上 晴菜８-１金森(立命大)

阪上 文音２-８溝邊立命大)
▽準々決勝
藤川

遥 ０－６ ３－６

▽１回戦

奥田立命大)

浦上・西村 ７－５ ６－３

山田 侑奈 ６－２ １－６ ０－６ 溝邊立命大)
井上 晴菜 ６－１ ６－２

高木(立命大)

浦上・西村 ６－２ ７－６

▽準決勝
井上 晴菜 ６－１ ７－６

浦上・西村 ５－７ ６－７

前田 千夏 ２－６ ３－６

(女子ダブルス)

井上

前田・山田８-２金森・大橋(立命大)

長田・阪上８-４中村・貝崎(びわこ大)
竹島・中田９-８飯田・増岡(びわこ大)
▽準々決勝
前田・山田 ６－４ ７－５

加藤・下田

(京教大)

藤川・大毛 ６－１ ６－２

高木・奥田

(立命大)

長田・阪上 １－６ ４－６

大庭・溝邊

(立命大)

竹島・中田 ６－４ ４－６ ４－６ 重谷・内田

(京教大)

▽２R 浦上 武大 ３－６ ６－７
予選 (女子シングルス)
▽１R 井上 愛 ３－６ ２－６

大庭・溝邊

(立命大)

藤川・大毛 １－６ ６－４ ６－７ 重谷・内田

(立命大)

▽決 勝
重谷・内田

ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ（青山学院大）
降旗（青山学院大）

２０１１（平成２３年）年
【九州学生室内テニス選手権】平成２３年度
（ ２月２２日～２５日 博多の森ﾃﾆｽ競技場室内ｺｰﾄ）
(女子シングルス)
▽２回戦 井上
愛 ６－０ ６－３
溝口 (福岡大)

▽準決勝

前田・山田 ６－３ ６－０
〈優 勝〉

愛 ４－６ ６－２ ４－６ 長谷川（亜細亜大）

２０１１（平成２３年）年
【全日本学生室内テニス選手権】
予選
（１２月０４日～１２月０６日 江坂TC）
予選 (男子シングルス)
▽１R 浦上 武大 ６－３ ６－２
平岡（広島大）

藤川・大毛８-２松田・山之江(立命大)

前田・山田 ６－４ ６－３

降旗（青山学院大）

▽２回戦

長田・阪上８-０濱田・山本(滋 大)

竹島・中田８-３樽井・磯野(滋 大)
▽３回戦

長谷川・加藤（慶応義塾大）

(女子シングルス)
▽１回戦

溝邊立命大)

〈優 勝〉
▽１回戦

田村・長久保（亜細亜大）

▽３回戦

奥田(立命大)

▽決 勝
井上 晴菜 ６－３ ６－４

遠藤・鈴木（中央大）

▽２回戦

(立命大)
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▽準決勝 井上

愛 ６－０ ６－１

日笠山(福岡大)

▽決 勝 井上

愛 ６－１ ６－２

椎木 (親和女大)

大毛美南４-８茶谷(Koep Smiling)

〈優 勝〉

長田姫佳里３-８古澤(湯山 TS) 竹島加奈 def 八田(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝ｹ池)

(女子ダブルス)

中田春奈３-８大上(京外大西高)
▽２R
藤川 遥８-２竹上(芦屋学園高)
前田千夏４-８吉原(関外大)
井上晴菜８-３大上(京外大西高)
阪上文音３-８清水(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ)

▽準決勝
井上(愛)(同大)･椎木(親和女大) ６-４ ６-１ 長 ･吉本 (福岡大)
▽決 勝
井上(愛)(同大)･椎木(親和女大)

def

齋藤･田崎 (長崎国際大)

竹島加奈３-８久次米(城南学園)

〈優 勝〉

▽３R▽FIN
藤川 遥８-９大上(京外大西高)
井上晴菜８-６西村(関外大)
本戦（０４月１３日～１７日 小畑川中央公園 TC）
(男子シングルス)
▽１回戦 諌山拓実６-１ ６-７ ６-１今河(Balle Blanche TC)

２０１１（平成２３年）年
第４７回 島津【全日本室内テニス選手権】予選
予選（０３月０５日～ 京都市体育館）
予選 (男子シングルス)
▽１R 浦上 武大 ０－６ ０－６ 江原 (日清紡ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ)

岡田 亮６-１ ６-０伊藤(ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ)
土井浩平６-２ ６-１森本裕介(同大)
浦上武大６-１ ６-４佐藤(香里ｸﾞﾘｰﾝ TC)

２０１１（平成２３年）年
【毎日オープンテニス選手権】第８６回 一般の部
予選・本戦（０５月２２日～２８日 靭 TC）
予選 (男子シングルス)
▽１R
諌山 拓実８-２岡野(ｷﾞﾝｾｲ)

西村友貴６-０ ６-１諏訪部(大院大)
二村真基６-２ ２-６ １-６山田(山田ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
宇治崇之６-４ ６-１荒堀(ｺｽﾊﾟ御殿山)
▽２回戦 諌山拓実３-６ ０-６長船(東山高)

西村 友貴８-２福田(ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ)
▽２Ｒ

岡田 亮６-４ ７-６谷口(四ﾉ宮 TC)

諌山 拓実８-３大崎(近畿大)

土井浩平６-２ ６-３矢ﾉ川(TEAM K)

西村 友貴８-３上杉(ｺｽﾊﾟ三国ヶ丘)
(男子シングルス)
▽１回戦
諌山 拓実６-０６-１国田(甲風園ＴＳ)

浦上武大６-０ ６-４加藤(神院大)
西村友貴６-０ ６-３植村(芦屋大)
宇治崇之４-６ ６-３ ６-４山田(山田ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

西村 友貴２-６ ６-７有本(ﾌﾘｰ)
▽２回戦

阪上文音９-７木村(明石ﾃﾆｽ)

▽準々決勝

諌山 拓実３-６ ４-６伊東(ｺｽﾊﾟ光明池ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

土井浩平６-３ ６-０宇治

(男子ダブルス)
▽１回戦
諌山･西村２-６ ２-６鈴木(ｲｶｲ)･有本(ﾌﾘｰ)

(同大)

浦上武大７-６ ６-１岡田 亮(同大)
西村友貴３-６ ６-４ ３-６長船(東山高)

２０１１（平成２３年）年
【ブリジストン京都オープン２０１１】第１１回
予選
（０４月１１日～ 小畑川中央公園TC）
予選 (男子シングルス)
▽１R
土井浩平８-６早本(京産大)

▽準決勝

荒谷和宏５-８寺尾(Tennis Bullet) 小林 純５-８遠山(INOUE TA)

浦上武大４-６ ７-５ ６-１長船(東山高)

縄田 航８-４濱口(四ﾉ宮 TC)

土井浩平２-６ １-６長船(東山高)
浦上武大６-１ ６-２河原(三和ｽﾎﾟｰﾂ TC 枚方)
▽決 勝
〈優 勝〉
(男子ダブルス)
▽１回戦
正木･森本６-１ ６-１柿原(LYNK)･鍜治川(くにじま)

三嶋洋貴８-２細田(島津製作所)

小林慶太５-８古澤(立命館宇治高)
▽２R

諌山拓実８-２鵜飼(四ﾉ宮 TC)

二村･前川５-７ ６-４ 10-７岡田・土井(同大)

岡田 亮８-３慎 (京外大西高) 土井浩平８-４伊井健太郎(同大)
正木拓真８-５森尾(京産大)

浦上･西村６-２ ６-０黒川(ｺｽﾊﾟ桃山六地蔵)･長瀬(ﾌﾘｰ)

森本裕介８-５森 (東山高)

荒谷･宇治６-３ ６-２伊井･小林(純)(同大)

縄田 航３-８福田(ﾃﾆｽ G 高槻) 二村真基８-３遠山(INOUE TA)
前川知範５-８高峯(京産大)

▽準々決勝 正木･森本６-２ ２-６ 15-17

前場康佑６-８藤原(ﾊﾛｰｽﾎﾟｰﾂ TS)

今河(Balle Blanche TC)･今村(ﾁｰﾑ Frog)

三嶋洋貴７-９矢ﾉ川(TEAM K) 稲垣希望４-８谷口(ﾃﾞｨﾊﾞｰ TC)

浦上･西村２-６ ３-６河原(三和ｽﾎﾟｰﾂ TC 枚方)･野口(関大)

吉川竜平５-８井筒(同志社国際高)

二村･前川 def 進士(TC ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ)･山田(山田ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

▽３R▽FIN 諌山拓実８-３ｸﾚｲﾝｽ ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ(ﾃﾆｽﾊｳｽ)
岡田 亮８-２高峯(京産大)

荒谷･宇治４-６ ５-７加藤･西村(神院大)

土井浩平８-５正木拓真(同大)

▽準決勝

森本裕介８-１谷口(ﾃﾞｨﾊﾞｰ TC)

二村･前川３-６ ２-６河原(三和ｽﾎﾟｰﾂ TC 枚方)･野口(関大)

二村真基８-６今河(Balle Blanche TC)
予選 (女子シングルス)

(女子シングルス)
▽１回戦
木下真緒４-６ ３-６佐藤(ﾌﾘｰ)

▽１R
藤川 遥８-４嶋 (四ﾉ宮 TC)
前田千夏８-１川島(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝ｹ池)
井上晴菜８-０岩田(WATS)

井上 愛３-６ ６-２ ７-６鈴木(大産大)
井上晴菜６-７ ２-６小関(WATS)
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▽２回戦

予選（０６月１１日・１２日 西院公園 C）
(男子シングルスリーグ)１戦目
西村 友貴(同大)８-３山本(島津製作所)
(男子シングルスリーグ)２戦目
西村 友貴(同大)８-３菅野(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸテニス宝ヶ池)
(男子シングルスリーグ)ＦＩＮ
浦上 武大(同大)８-３西村 友貴(同大)
(男子シングルスリーグ) 決勝リーグ
浦上 武大(同大)８-４松永(三菱電機)
(男子シングルスリーグ) 決勝リーグ
浦上 武大(同大)４-８野口(関西大)

井上 愛６-１ ６-０吉原(関外大)

▽準々決勝 井上 愛７-５ ６-３村瀬(京外大西高)
▽準決勝

井上 愛６-２ ３-６ ３-６森 (島津製作所)

(女子ダブルス)
▽１回戦 上村･井上(晴)６-３ ６-１大上･古澤(湯山泰次ﾃﾆｽｽｸｰﾙ)
藤川･前田６-１ ６-０大毛･長田(同大)
竹島･中田５-７ ３-６小関(WATS)･鈴木(大産大)
▽準々決勝
上村･井上(晴)０-６ １-６平 ･森 (島津製作所)
藤川･前田６-４ １-６ 12-10 小関(WATS)･鈴木(大産大)
▽準決勝

２０１１（平成２３年）年
【滋賀県テニス選手権】第４９回 滋賀県知事杯
＜一般男子の部＞ 予選（Ｈ23 年 04 月 03 日 希望ｹ丘公園 TC）
(男子シングルス)
ﾘｰｸﾞ戦

藤川･前田４-６ ２-６平 ･森 (島津製作所)
２０１１（平成２３年）年
【ダンロップシングルストーナメント】
（０５月０８日～ 宝ヶ池公園ﾃﾆｽｺｰﾄ）
(男子シングルスリーグ)１戦目
三嶋洋貴７-５安田(東山 TC)

▽１戦 南

６-０熊谷(ARAKUMA)

▽２戦 南

３-６工藤(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ)

▽３戦 南

def 岩花(team AAPP)

西村友貴６-１古田(洛西高)
(男子シングルスリーグ)２戦目
三嶋洋貴１-６山本(島津製作所)

２０１１（平成２３年）年
【滋賀県テニス選手権】第４９回 滋賀県知事杯
（Ｈ23 年 04 月 10,16,17,29 日 彦根･長浜ﾄﾞｰﾑ･希望ｹ丘公園 TC）
(男子シングルス)
▽１回戦
諌山拓実６-０ ６-２西浦(ARROWS TS)

西村友貴６-０斎藤(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ洛西)
(男子シングルスリーグ)ＳＦ
西村友貴６-２福嶋(win tennis)
(男子シングルスリーグ)Ｆ
西村友貴３-６山本(島津製作所)

上田大元６-１ ６-２稗島(光泉高)
▽２回戦

諌山拓実６-２ ６-１秋本(LUM.T.T.)
上田大元６-２ ６-２西川(ﾏｲｽﾀｰｽﾞ)

２０１１（平成２３年）年
【京都府テニス選手権】第６５回
（０６月２５日～０７月０３日 小畑川中央公園ＴＣ）
(男子シングルス)
▽２Ｒ
浦上 武大(同大)８-４本田(東山高校)
西村 友貴(同大)９-７加藤(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ洛西)
▽３Ｒ
浦上 武大(同大)８-４權 (京都外大西高校)
西村 友貴(同大)８-４野中(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝ヶ池)
▽ＱＦ
浦上 武大(同大)８-４谷口(四ﾉ宮ＴＣ)
西村 友貴(同大)８-３ニ塚(ｺｽﾊﾟ六地蔵)
▽ＳＦ
浦上 武大(同大)８-９長船(東山高校)
西村 友貴(同大)８-１中村(INOUE ＴＡ)
▽ＳＦ
浦上 武大(同大)８-９長船(東山高校)
西村 友貴(同大)８-１中村(INOUE ＴＡ)
▽FIN
西村 友貴(同大)７-６ 3-0RET 長船(東山高校)
〈優 勝〉
(男子ダブルス)
▽２R 浦上・西村(同大)８-６西坂(龍谷大職員)・吉野(龍谷大)

▽３回戦

諌山拓実６-３ ６-７ ８-10 近清(TT ﾃﾆｽ)

上田大元２-６ ３-６奥田(Sports Village)
(男子ダブルス)
▽１回戦
上田(同大)・津田(Sports Village)６-４ ６-３
中村・堀口(LUM.T.T.)
▽２回戦

諌山(同大)・深山(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ)
６-３ ６-２永尾・久保(ﾔﾊﾟｾ TA)
上田(同大)・津田(Sports Village)６-４ １-６ ８-10
吉川(ｸﾚｾﾝﾄ)・山崎(Tennis Platz)

▽３回戦

諌山(同大)・深山(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ) def
浅田(ｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)・山田(滋賀大)

▽準々決勝 諌山(同大)・深山(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ)
４-６ ６-３ 10-８吉川(ｸﾚｾﾝﾄ)・山崎(Tennis Platz)
▽準決勝

諌山(同大)・深山(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ)
６-４ ６-４岡田・内田(石山 TC)

▽決 勝

▽QF 浦上・西村(同大)９-７高木・トレド(東山高校)

諌山(同大)・深山(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ)
３-６ ６-３ 10-８高橋・鈴木(Arrows)

▽SF 浦上・西村(同大)８-０
〈優 勝〉

井筒(同志社国際高校)・定山(京外大西高校)
▽FIN 浦上・西村(同大)７-５ ６-２

２０１１（平成２３年）年
第６４回【滋賀県民体育大会】
（テニス競技）
（０８月２８日～ 滋賀県立長浜ﾄﾞｰﾑ）
(男子団体戦)

谷口(四ﾉ宮 TC)・大槻(京都市ﾃﾆｽ協会)
２０１１（平成２３年）年
第６６回【国民体育大会テニス選手権】京都府選考会
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▽QF
野洲市
(Ｓ２) 上田大元(同大)
▽ＳF
野洲市
(Ｓ３) 上田大元(同大)
▽３位戦
野洲市
(Ｓ３) 上田大元(同大)

▽１R 西村友貴 １－６ ６－７ 福田(関西大)

５－０ 彦根市
６－２ 西村(彦根市)
０－５ 栗東市
３－６ 浅田(栗東市)
３－２ 栗東市
６－４ 上嶌(栗東市)

(男子ダブルス)

▽１R

西村(同大)・松下(大体大) ６－１ ６－１
根本(ﾔﾅｷﾞ)・今井(ﾜｺｰﾃﾆｽ)

▽２R

西村(同大)・松下(大体大) ７－５ ６－１
黒田・金 (近畿大)

２０１１（平成２３年）年
【ミルフィーﾕオープン２０１１シーズンⅡ】
予選・本戦（３月２日～ 日 靭ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ）
予選 (男子シングルス)
▽１R 諌山拓実 8-2 海本 (ITC 八尾)

▽ＱＦ

西村(同大)・松下(大体大) ６－７ ６－２ ７－５

▽ＳＦ

西村(同大)・松下(大体大) ４－６ ５－７

華谷・加藤(ﾉｱ･ｲﾝﾄﾞｱｰｽﾃｰｼﾞ)
比嘉(ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ)・仁木(ﾌﾘｰ)

▽２R 諌山拓実 8-2 大山 (豊崎ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ)

２０１１（平成２３）年
【第１３回兵庫県知事杯アオノ正月オープンテニス選手権】予選
（１２月１２日～１４日 青野運動公苑ｱｵﾉﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）
予選 (男子シングルス)
▽１Ｒ
浦上武大６-３ ６-４岩本(Kens ITS)

(男子シングルス)
▽１回戦
諌山 拓実 ０－６ ５－７ 二村 (刈谷ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ)
２０１１（平成２３年）年
【ミキプルーン神戸オープンテニス２０１１】第２０回
本戦（０４月０５日～０８日 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ）
(男子シングルス)
▽１R
浦上武大６-２ ７-５華谷(ﾉｱ･ｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ)

西村友貴６-０ ６-１海本(ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ)
▽２Ｒ

西村友貴７-５ ６-０細谷(荏原 SSC)
▽３Ｒ

▽３R

浦上武大６-２ ６-０池田(関西国際大)

予選 (男子ダブルス)

西村友貴６-０ ６-７ ６-３木下(わんむ T.T)

▽１R

浦上(同大)・松下 OB(JR 北海道)６-２ ６-３
内山(ｽﾎﾟｰﾂﾗｰﾆﾝｸﾞ)・門田(三友ﾃﾆｽﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ)

浦上武大３-６ ６-１ ４-６梶川(AJTA)

西村(同大)・梶原(神院大)６-２６-３

西村友貴１-６ ２-６栗林(清風高)
(男子ダブルス)
▽１回戦
浦上・西村７-５ ６-２立石･中村(関西国際大)
▽２回戦

浦上武大６-２ ６-０泉 (ｵｰﾙｻﾑｽﾞ TC)

西村友貴６-１ ６-４掛川(ｼﾝｽﾞあざみ野 TT)

西村友貴６-２ ６-２本田(神院大)
▽２R

浦上武大６-１ ６-０佐藤(ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ)

大槻(三和ｽﾎﾟｰﾂﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ枚方)・白川(ﾙｰｾﾝﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ豊中)
▽２R

浦上(同大)・松下 OB(JR 北海道)６-３ ６-１
水本(ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ松原)・浅田(ｷｰﾌﾞｽﾏｲﾘﾝｸﾞ)

浦上・西村７-５ ７-６

西村(同大)・梶原(神院大)３-６６-３６-３福田

木村(Keep smiling)･鵜飼(東海学園大)

(ASIA PARTNERSHIP FUND)・河原(三和ｽﾎﾟｰﾂﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ枚方)

▽準々決勝 浦上・西村６-２ ３-６ ６-４
華谷(ﾉｱ･ｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ)･小川(伊予銀行)
▽準決勝

２０１１（平成２３）年
【REX シーサイドオープン in 舞島 V】
（０２月０８日～１０日 ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞島）
(男子シングルス)
▽１R 木村剛典 ６－２ ６－１ ｸﾚｲﾝｽﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ (ﾃﾆｽﾊｳｽ)

浦上・西村６-２ ０-６ ６-７
梶川(AJTA)･山崎(CRESCENT)

２０１１（平成２３年）年
【ミルフィーﾕオープン２０１１シーズンⅢ】
予選・本戦（０７月０４日～０９日 靭ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ）
予選 (男子シングルス)
▽ＦIＮ
岡田
亮８-３鵜飼(四ﾉ宮 TC)
(男子シングルス)
▽１回戦
岡田
▽２回戦

岡田

▽２R 木村剛典 ６－１ ６－３ 高野 (近畿大)
▽３R 木村剛典 ４－６ ６－７ 木下 (わんむ TT)
(男子ダブルス)

▽１R 木村(同大)・野上(立命大) ２－６ ３－６
黒田・三好(近畿大)

亮 ６－１ ６－４ 中村(ﾌﾘｰ)
(女子シングルス)

亮 ４－６ 4-5RET 進士(TC ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ)

▽１R 秋元愛子 ６－１ ６－４ 高谷 (園田学園高校)

▽３回戦
岡田
亮 １－６ ３－６ 坂野(伊予銀行)
(男子ダブルス)
▽２回戦
諌山・岡田２-６５-７

▽２R 秋元愛子 ２-６ ３-６ 山崎 (名古屋経済大学高蔵高校)
(女子ダブルス)

▽ＱＦ 秋元(同大)・吉川(TEAM MARS) ４－６ ３－６

小川(伊予銀行)･華谷(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ)

久次米・畑守(城南学園)
２０１１（平成２３年）年
第６６回【国民体育大会テニス競技】和歌山県二次予選会成年の部
予選（０６月１１日 県営紀三井寺ＴＣ、和歌山ｲﾝﾄﾞｱｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）
(女子シングルス) 総当り１試合目

２０１１（平成２３）年
【第１２回兵庫県知事杯アオノ正月オープンテニス選手権】
（０１月１０日～１３日 青野運動公苑ｱｵﾉﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）
(男子シングルス)
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(成年女子) 総当り戦
▽ＳＦ
福井市
(Ｓ１) 井上
愛(同大)
▽FIN
福井市
(Ｓ１) 井上
愛(同大)

木下 真緒(同大)５-８松詰(明治大)
(女子シングルス) 総当り２試合目
木下 真緒(同大)６-８岡崎(ＷＡＴＳ)
(女子シングルス) 総当り３試合目
木下 真緒(同大)８-４柳瀬(大産大)
(女子シングルス) 総当り４試合目
木下 真緒(同大)２-８永井(ＷＡＴＳ)

▽２Ｒ

(男子ダブルス)
▽１回戦
木村(同大)･山崎(東京農業大) ８－２
上野・西山(日大三島高)

２０１１（平成２３年）年
【国民体育大会】第３１回 九州ブロック大会 (テニス競技)
（０８月２０日・２１日 佐賀県総合運動公園庭球場）
▽女子１Ｒ
佐賀県 ２－１ 大分県
藤川
遥 ２－８ 円本 (神戸親和女大)
藤川・大田尾(関学大) ８－４ 円本・日野 (神戸親和女大)
▽女子ＳＦ
佐賀県 ０－２ 福岡県
藤川
遥 ５－８ 定壷 (早稲田大)
▽女子 ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｺﾝｿﾚ本国体出場決定戦 佐賀県 １－２ 鹿児島県
藤川
遥 ５－８ 鶴薗 (鹿児島銀行)
藤川・大田尾(関学大) ０－８ 鶴薗・淵脇 (鹿児島銀行)

木村(同大)･山崎(東京農業大) ８－４
加藤(ｻｰﾗｽﾎﾟｰﾂ浜松)・加藤(豊橋技術大)

▽準々決勝 木村(同大)･山崎(東京農業大) ７－９
浜崎(浜松ｲﾝﾄﾞｱｰ TC)・杉本(千代 TC)
２０１１（平成２３年）年
【昭和の森ｵｰﾌﾟﾝ１月大会】
（０１月１０日～ 昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ）
(男子シングルス)
▽１回戦
諌山拓実(同大)
def 平元(ﾉｸﾞﾁ TS 小山)
▽２回戦
諌山拓実(同大) ２－８ 岡部(ﾙﾈｯｻﾝｽ浦安)

２０１１（平成２３年）年
第６６回【国民体育大会】テニス
本戦（１０月０２日～０５ ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場）
▽成年女子１Ｒ
福井県 ２－０ 山梨県
(シングルス)Ｓ１ 井上
愛 ８－３ 奥田(山梨学院大)
▽成年女子２Ｒ
福井県 ２－１ 京都府
(ダブルス)Ｗ 井上(愛)･菅村(筑波大)８－６伊藤･森(島津製作所)
(シングルス)Ｓ１ 井上
愛 １－８ 伊藤(島津製作所)
▽成年女子 QF
福井県 ２－０ 滋賀県
(シングルス)Ｓ１ 井上
愛 ８－６ 大西(関西大)
▽成年女子ＳＦ
福井県 ２－０ 山口県
(シングルス)Ｓ１ 井上
愛 ８－５ 吉原(関西外大)
▽成年女子Ｆ
福井県 １－２ 東京都
(ダブルス)Ｗ 井上(愛)･菅村(筑波大)３－８大竹･桑田(早稲田大)
(シングルス)Ｓ１ 井上
愛 ３－８ 大竹(早稲田大)

２０１１（平成２３）年
【福井県テニス選手権】第５０回
（０６月１１日・１２日 福井県営ﾃﾆｽ場）
(女子シングルス)

▽２Ｒ

井上 愛８-０田中(SASC)
井上 愛８-２酒井(仁愛女子高校)

▽ＳＦ

井上 愛６-０ ６-１牧田(仁愛女子高校)

▽FIN

井上 愛７-６ ４-６ ３-６林 (仁愛女子高校)

正木拓真３－８小川(広島大学硬式庭球部)

２０１１（平成２３年）年
第６６回【国民体育大会テニス選手権】佐賀県予選
予選（０７月０２日 佐賀県総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄﾞ）
(男子シングルス)
▽２Ｒ
荒谷和宏 (同大)６-８菊池(日本大学)
(女子シングルス)
▽１Ｒ
藤川 遥 (同大)８-０川崎(ミソタ)
▽ＳＦ
藤川 遥 (同大)９-７中村(専修大学)
▽FIN
藤川 遥 (同大)８-１大田尾(関学大)

２０１１（平成２３年）年
第６２回【静岡トーナメントテニス選手権】
（０１月０３日～０４日 草薙総合運動場 TC）
(男子シングルス)
▽２回戦
木村剛典(同大) ８－２ 陰山(静岡ﾛｰﾝ TC)
▽３回戦
木村剛典(同大) ８－９ 伊東(竜南 TC)

▽ＱＦ

富山県
奥田 (立命館大学)
新潟県
品田 (ﾘｺｰ)

２０１１（平成２３）年
第６６回【国民体育大会テニス競技】
兼 第３５回【全日本都市対抗】広島県予選大会
予選（０５月１４日 びんご運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ）
(男子シングルス)

２０１１（平成２３）年
【ﾆｯケ全日本テニス選手権】第８６回
予選（１１月０２日～ 有明ﾃﾆｽの森公園）
予選 (男子シングルス)
▽１R
西村 友貴 ６－７ ３－６ 後藤 (四日市工業高)

▽２回戦

２－０
８－２
２－０
８－６

２０１１（平成２３年）年
第６６回【国民体育大会テニス選手権】福井県予選
予選（０７月０２日～ 西公園ﾃﾆｽｺｰﾄ）
(女子シングルス) 総当り戦
▽総当り戦 井上
愛(同大)８-０長谷川(日本体育大学)
▽総当り戦 井上
愛(同大)８-４菅村(関西学院大学)
▽総当り戦 井上
愛(同大)８-５菅村(筑波大学)

２０１１（平成２３年）年
第３５回【全日本都市対抗テニス大会】
（０７月２２日～２４日 岐阜ﾒﾓﾘｱﾙｾﾝﾀｰ）
一般 (男子ダブルス) 一般 (男子シングルス)
▽１R 浦上・西村(同大) ８－５ 佐藤・山口(宇都宮市)

２０１１（平成２３年）年
第３２回【北信越国民体育大会】
（テニス競技）
予選（０８月２０日～２１日 浅間温泉ﾃﾆｽ場）

○京都市 ５－０ 宇都宮市
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▽２R 浦上・西村(同大) ８－３ 田根・森 (四日市市)
○京都市 ４－１ 四日市市
▽３R 浦上・西村(同大) ８－３ 平塚・八角(印旛郡市)
○京都市 ４－１ 印旛郡市
▽ＳＦ 浦上・西村(同大) ８－５ 鵜飼・古田(岐阜市)
男子シングル 浦上武大 ７－９ 古田(岐阜市)
×京都市 ３－４ 岐阜市
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