(ダブルス) （０９／１３
Ｎo１×浦上・西村 ４－６
Ｎo２○井上・井筒 ６－２
Ｎo３○森本・前川 ６－７
(シングルス)
No１○浦上 武大 ６－４
No２○諌山 航平 ６－４
No３○西村 友貴 ６－２
No４○石島 知希 ６－３
No５○宇治 崇之 ６－０
No６○岡田
亮 ６－０

２０１２（平成２４）年
◆社会：政権交代－自公政権奪還－安倍政権誕生(12/26)。
日中(尖閣諸島 国有化(09/))･
日韓(韓国大統領 竹島訪問(8/))－ 関係悪化
ﾉｰﾍﾞﾙ医学生理学賞(IPS 細胞研究)－山中 伸弥(12/10)。
【 (/)】今年の漢字【金】
★流行語：
『ワイルドだよ』
・
『』
◇SPT ：第 30 回 ﾛﾝﾄﾞﾝ五輪(08/～08/)17 日間。
◇ﾃﾆｽ ：(/)。
◇本 学：(/)
◇本学ﾃﾆｽ：男子 1 部昇格･女子 1 部残留－浦上武大、夏関制す。
<校祖墓参> 若王子山頂－新島 襄 墓前 全部員 (01/22)。
＜合 宿＞ (03/13 ～ 5 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－田辺）
６－０ ５－７ 萱野・崔
６－２
竹村・岩坂
７－５ ６－２ 池田・荒巻
６－２
６－４
６－１
5-1RET
６－２
６－０

崔
竹村
池田
萱野
荒巻
岩坂

○ 同志社 ５（複２－１ 単３－３）４ 立命大②
(ダブルス) （０９／１５ 立命大－草津）
Ｎo１○浦上・西村 ６－２ ６－１
平井・上野
Ｎo２○井上・井筒 ７－６ ４－６ ７－６ 上村・佐藤
Ｎo３×森本・前川 ３－６ ６－４ ４－６ 近藤・畑中
(シングルス)
No１○浦上 武大 ６－０ ６－１
畑中
No２○諌山 航平 ６－４ ６－２
上村
No３○西村 友貴 ６－２ ６－２
平井
No４×石島 知希 ０－６ １－６
上野
No５×岡田
亮 ２－６ ０－６
佐藤
No６×井筒 康太 ４－６ ０－６
近藤

２０１２（平成２４）年
【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】
（０９月０７日～０９月１５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 県立滋賀大⑥
(ダブルス) （０９／０７ 県立滋賀大－彦根）
Ｎo１○浦上・西村 ６－１ ６－１
岩本・樽松
Ｎo２○森本・前川 ６－３ ６－３
山田・古池
Ｎo３○井上・井筒 ３－６ ６－１ ６－２ 中川・松岡
(シングルス)
No１○浦上 武大 ６－０ ６－０
古池
No２○諌山 航平 ６－０ ６－０
岩本
No３○西村 友貴 ６－１ ６－１
松岡
No４○石島 知希 ６－０ ６－０
山田
No５○岡田
亮 ６－０ ６－０
伊藤
No６○井筒 康太 ６－０ ６－０
中川

＜男子２部リーグ①位＞

同志社大学 ５勝０敗

【入替戦】
（１０／０７
ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲）
○ 同志社 ５（複３－０ 単２－０）０ 大体大
＜２部①位＞
４打切
＜１部⑥位＞
(ダブルス) （１０／０７）
Ｎo１○浦上・西村 ６－３ ６－２
杉江・高津
Ｎo２○森本・諌山 ６－１ ６－１
中田・川口
Ｎo３○井上・井筒 ６－３ ６－０
牧野・川崎
(シングルス)
No１－浦上 武大
打切
杉江
No２－諌山 航平
打切
川口
No３－西村 友貴 ６－１ 4-1 打切
牧野
No４－石島 知希
打切
中田
No５○岡田
亮 ６－１ ６－２
川崎
No６○井筒 康太 ６－２ ６－２
逓田

○ 同志社 ８（複３－０ 単１－５）１ 大院大②
(ダブルス) （０９／０９ 大院大－上新庄）
Ｎo１○浦上・西村 ６－２ ６－２
熊谷・谷口
Ｎo２○森本・前川 ６－３ ６－１
木幡・橋本
Ｎo３○井上・井筒 ７－５ ６－１
梅岡・小嶋
(シングルス)
No１×浦上 武大 ２－６ ７－５ ０－６ 熊谷
No２○諌山 航平 ６－１ ７－５
岩渕
No３○西村 友貴 ６－３ ４－６ ６－１ 谷口
No４○石島 知希 ６－１ ６－２
高橋
No５○岡田
亮 ６－１ ６－２
堀
No６○井筒 康太 ６－４ ６－０
梅岡

＜男子１部リーグ（昇格）＞

同志社大学（男子）

２０１２（平成２４）年
【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】
＜女子の部＞
（０９月１１日～０９月２０日 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ）
＜女子１部リーグ＞
（入替戦制 ５・６位－１・２位）
× 同志社 １（複０－２ 単１－２）４ 関西外大⑤
(ダブルス) （０９／１１ ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ）
Ｎo１×井上(愛)・井上(晴) ４-６ ６-４ ６-７ 安井・宮本
Ｎo２×前田・本田 ２－６ ４－６
藤原・飯尾
(シングルス)
No１×北川 真衣 ２－６ １－６
西村
No２×井上 晴菜 ４－６ ７－５ ２－６ 山口
No３○井上
愛 ６－１ ６－２
篠山

○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 大教大⑥
(ダブルス) （０９／１１ 大教大－奈良）
Ｎo１×浦上・西村 ２－６ ６－２ ６－７ 細川・山本
Ｎo２○井上・井筒 ６－１ ６－１
中尾・井口
Ｎo３○森本・前川 ６－３ ６－０
藤本・黒木
(シングルス)
No１○浦上 武大 ６－４ ６－４
山本
No２○諌山 航平 ６－２ ７－５
中尾
No３×西村 友貴 ７－６ ４－６ ６－７ 井口
No４○石島 知希 ７－６ ３－６ ６－４ 細川
No５○岡田
亮 ６－４ ６－０
藤原
No６○井筒 康太 ７－６ ３－６ ６－４ 下尾

× 同志社 ２（複１－１ 単１－２）３ 関学大②
(ダブルス) （０９／１３ ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ）

○ 同志社 ８（複２－１ 単６－０）１ 関西国際大④
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Ｎo１×井上(愛)・井上(晴) ７-５ ５-７ ２-６
Ｎo２×前田・本多 ０－６ ２－６
(シングルス)
Ｎo１×北川 真衣 ３－６ ５－７
No２○井上 晴菜 ６－４ ６－３
No３○井上
愛 ７－５ １－６ ７－５

山本・村上
吉原・山崎

(ダブルス)
○藤川・大毛８-０宮本(優)吉田 ×藤川・大毛５-７福原･飯尾
○藤川・大毛６-２佐々木･井上 ×藤川・大毛５-７安井･宮本(真)
－藤川・大毛 4-4 中止 福原･飯尾 ○長田・竹島８-３佐々木･村上
○前田・井上(晴)９-７安井･宮本(真) ×長田・竹島２-６福原･飯尾
－前田・井上(晴)4-2 中止 佐々木･村上
○長田・竹島６-４宮本(優)吉田 －長田・竹島 2-4 中止安井･宮本(真)
－長田・竹島 1-0 中止安井･宮本(真)
×阪上・中田１-８福原･飯尾
○阪上・中田６-４福原･飯尾
○阪上・中田６-４宮本(優)吉田 ○阪上・中田６-１宮本(優)吉田
×阪上・中田 4-6 安井･宮本(真) －阪上・中田 0-1 中止安井･宮本(真)

田中
山本
上地

× 同志社 ２（複０－２ 単 ２－１）３ 関西大③
(ダブルス) （０９／１７ ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ）
Ｎo１×井上(愛)・井上(晴) ６-７ ７-５ ２-６ 藤原・内田
Ｎo２×藤川・大毛 ６－４ ３－６ ２－６ 大西・寺島
(シングルス)
Ｎo１×北川 真衣 ０－６ ２－６
藤原
No２○井上 晴菜 ５－７ ７－６ ６－３ 内田
No３○井上
愛 ６－０ ６－０
田中

２０１２（平成２４）年
【練習試合】
対 関西外国語大 ＜女子の部＞
（１０月２１日 同志社－田辺）
(シングルス)
○井上晴菜６-０宮本(優)(関外) ○井上晴菜６-２福原(関外)

○ 同志社 ４（複２－０ 単 ２－１）１ 甲南大⑥
(ダブルス) （０９／１８ ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ）
Ｎo１○井上(愛)・井上(晴) ６－３ ７－６
北山・中山
Ｎo２○藤川・大毛 ６－３ ７－５
伊丹・大東
(シングルス)
Ｎo１×井上 晴菜 ３－６ ３－６
北山
No２○井上
愛 ６－２ ６－４
伊丹
No３○前田 千夏 ５－７ ６－２ ６－４ 中山

○井上晴菜６-０上田(関外)
○大毛美南６-３吉田(関外)

× 同志社 １（複１－１ 単０－３）４ 園田女大①
(ダブルス) （０９／２０ ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ）
Ｎo１×井上(愛)・井上(晴) ２-６ ６-１ ２-６ 松島・坂東
Ｎo２○藤川・大毛 ６－４ ６－４
大塚(弥)・足立
(シングルス)
Ｎo１×北川 真衣 ３－６ ３－６
松島
No２×井上
愛 ４－６ ７－５ ６－７ 坂東
No３×前田 千夏 ５－７ ３－６
大塚(菜)
＜女子１部リーグ④位＞

同志社大学（女子）１勝４敗

○長田姫佳里６-０宮本(関外)

○阪上文音６-０明石(関外)

○阪上文音６-０上田(関外)

○阪上文音６-０向浦(関外)

○竹島加奈６-１向浦(関外)

○竹島加奈７-６飯尾(関外)

○竹島加奈６-１原田(関外)

○中田春奈６-４吉田(関外)

－中田春奈 1-5 打切 福原(関外)

○天野有理６-４上田(関外)

○天野有理６-４明石(関外)

×北川真衣３-６飯尾(関外)

○北川真衣６-１原田(関外)

○北川真衣６-２吉田(関外)

○本田歩美６-４福原(関外)

２０１２（平成２４）年
【練習試合】
対 関西学院大 ＜女子の部＞
（０２月１５日 同志社－田辺）
(シングルス)
○井上 愛６-０粟田(関学)
×山田侑奈０-６真田(関学)

No２×西村 友貴 ７－５ ６－７ ３－６ 高橋
亮 ２－６ 3-1 雨天中止

－大毛美南 3-2 打切 飯尾(関外)

○長田姫佳里６-０酒井(関外)

×本田歩美４-６酒井(関外)
(ダブルス)
○藤川・大毛８-０宮本(優)吉田 ×藤川・大毛５-７福原･飯尾
○藤川・大毛６-２佐々木･井上 ×藤川・大毛５-７安井･宮本(真)
－藤川・大毛 4-4 中止 福原･飯尾 ○長田・竹島８-３佐々木･村上
○前田・井上(晴)９-７安井･宮本(真) ×長田・竹島２-６福原･飯尾
－前田・井上(晴)4-2 中止 佐々木･村上
○長田・竹島６-４宮本(優)吉田 －長田・竹島 2-4 中止安井･宮本(真)
－長田・竹島 1-0 中止安井･宮本(真)
×阪上・中田１-８福原･飯尾
○阪上・中田６-４福原･飯尾
○阪上・中田６-４宮本(優)吉田 ○阪上・中田６-１宮本(優)吉田
×阪上・中田 4-6 安井･宮本(真) －阪上・中田 0-1 中止安井･宮本(真)

２０１２（平成２４）年
【対抗戦】
対 亜細亜大学戦
（０２月０６日 同志社－田辺）
× 同志社 １（複１－２ 単０－４）６ 亜細亜大
(ダブルス)
２分
Ｎo１○浦上・西村 ６－２ ６－７ ６－３ 高橋・林
Ｎo２×岡田・土井 ５－７ ７－５ ５－７ 田中・小堺
Ｎo３×二村・前川 ６－３ ４－６ ５－７ 高山・賀川
(シングルス)
No１×浦上 武大 ６－７ ４－６
林
No３－岡田

○大毛美南６-１原田(関外)

白井

×藤川 遥３-６福島(関学)

○藤川 遥６-４戸高(関学)

No４－前川 知範
雨天中止
No５×二村 真基 ４－６ ６－７

小堺
賀川

No６×宇治 崇之 ２－６ ４－６

高山

○大毛美南６-３諏澤(関学)
×長田姫佳里１-６篠原(関学)
○阪上文音６-４真田(関学)
×中田春菜４-６村上(関学)
(ダブルス)
○井上(愛)・山田６-３福島･真田
○井上(愛)・山田６-０粟田･諏澤
○藤川・大毛６-０粟田･諏澤
○藤川・大毛７-６戸高･篠原
○長田・竹島６-３戸高･篠原

○大毛美南６-３篠原(関学)
×長田姫佳里１-６戸高(関学)
○竹島加奈３-６福島(関学)
○中田春菜６-３諏澤(関学)

２０１２（平成２４）年
【練習試合】
対 関西外国語大 ＜女子の部＞
（０２月１２日 同志社－田辺）
(シングルス)
○井上晴菜６-０宮本(優)(関外) ○井上晴菜６-０吉田(関外)
○井上晴菜６-０佐々木(関外)

○井上晴菜６-２村上(関外)
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×井上(愛)・山田２-６村上･山本
○井上(愛)・大毛６-２粟田･諏澤
×藤川・大毛３-６福島･真田
×藤川・大毛 1-６村上･山本
×長田・竹島３-６戸高･篠原

×長田・竹島２-６福島･真田
×長田・竹島２-６村上･山本
○阪上・中田６-３戸高･篠原

（０６月０９日 光泉高校）
(ダブルス)
○岡田・三嶋６－０宇田・中川
○岡田・三嶋６－０源代・上松
○岡田・三嶋７－５宇田・中川
○岡田・三嶋６－３澤口・深田
○土井・前川９－８稗島・石島
○土井・前川６－０源代・上松
○土井・前川６－２稗島・石島
×土井・宇治５－７澤口・深田
○土井・石島６－４稗島・石島
○正木・三嶋６－２ﾙｲｽ・宮下

×長田・竹島２-６福島･真田
×阪上・中田１-６村上･山本
○阪上・中田６-１栗田･諏澤

２０１２（平成２４）年
【練習試合】
対 関西学院大 ＜女子の部＞
（０５月１３日 同志社－田辺）
(シングルス)
○井上 愛６-０大田尾(関学)
○山田侑奈６-２岩崎(関学)
×藤川 遥６-７岩崎(関学)

○前田千夏６-２大田尾(関学)

○井上晴菜６-４村上(関学)
×大毛美南１-６村上(関学)
×長田姫佳里３-６畑山(関学)
×阪上文音１-６村上(関学)
－竹島加奈0-2中止 岩崎(関学) －中田春菜1-1中止 大田尾(関学)
○北川真衣７-６畑山(関学)
(ダブルス)
×井上(愛)・井上(晴)２-６畑山･村上
×藤川・大毛１-６大田尾･岩崎
○前田・本田６-４大田尾･岩崎
－長田・竹上 2-4 中止 大田尾･岩崎
×竹島・中田０-６畑山･村上
－阪上・天野 1-3 中止 畑山･村上

×正木・二村１－６坂上・稗島

○正木・二村６－１清水・伊藤

○正木・宇治６－２山崎・浅野

○正木・石島６－４山崎・浅野

○三嶋・山下６－０川崎・川上

○三嶋・石島６－２澤口・福田

○前川・宇治６－２山崎・浅野

○宇治・山下６－４澤口・福田

○宇治・山下６－４宇田・中川
○山下・石島６－１清水・伊藤
(シングルス)
×岡田 亮４-８坂上 ○岡田 亮６-４坂上 ○岡田 亮６-４伊藤
○岡田 亮６-２浅野 ○土井浩平６-０宇田 ○土井浩平６-１上松
○正木拓真６-３清水 ○正木拓真６-１上野 ○三嶋洋貴６-４深田
○二村真基８-６上野 ○二村真基７-５稗島 ×二村真基５-７坂上
○前川知範７-５石島 ○前川知範６-２上野 ○前川知範６-０田中

２０１２（平成２４）年
【練習試合】
対 関西学院大 ＜女子の部＞
（０８月１７日 同志社－田辺）
(シングルス)
○井上 愛７-６宇佐美(関学)
○井上 愛６-４山崎(関学)
○前田千夏６-２福田(関学)

○宇治崇之８-２田中 ○宇治崇之７-５上野 ○宇治崇之６-４坂上
○山下祥平６-４田中 ○山下祥平７-５山崎 ×山下祥平２-６坂上
○石島知希６-２中川 ○石島知希６-３宇田 ○石島知希６-０石島
２０１２（平成２４）年
【練習試合】
対 光泉高校戦
（０７月０７日 滋賀県立彦根総合運動公園庭球場）
(ダブルス)
○土井・山下８-６稗島・石島
○土井・山下８-３稗島・石島
○土井・山下８-２稗島・石島
(シングルス)
○土井浩平７-６坂上 ○土井浩平６-４平山

×前田千夏５-７東原(関学)

○山田侑奈７-６戸高(関学)

○山田侑奈６-２山崎(関学)

○井上晴菜６-２福田(関学)

－井上晴菜 3-1 中止渡辺(関学)

－井上晴菜 2-5 中止山本(関学) ○長田姫佳里６-１栗田(関学)
○大毛美南６-１栗田(関学)
×大毛美南４-６福田(関学)
○阪上文音６-４戸高(関学)
○竹島加奈６-３渡辺(関学)
×中田春菜１-６渡辺(関学)
×天野有理１-６戸高(関学)
○北川真衣６-０山崎(関学)
－北川真衣 3-2 中止東原(関学)
○本田歩美６-０栗田(関学)
(ダブルス)
－井上(愛)・井上(晴)3-5RET 山崎･山本(関学)
×山田・北川５-７宇佐美･東原
×前田・本田１-６宇佐美･東原
○大毛・阪上６-３戸高･栗田
○阪上・天野６-０渡辺･栗田
－長田・竹島 2-3 中止渡辺･福田 ×長田・竹島１-６渡辺･戸高

○宇治崇之６-４ ５-７ ７-５ ６-４坂上
○山下祥平６-４稗島
２０１２（平成２４）年
【定期戦】
対 京都大学戦
（０３月１９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○浦上・縄田 ６－１ ６－４
浅井・真多
Ｎo２○西村・伊井 ６－３ ６－１
大谷・西岡
Ｎo３○土井・前場 ６－１ ６－１
前田・松田
(シングルス)
No１○二村 真基 ６－２ ６－３
真多

２０１２（平成２４）年
【練習試合】
対 光泉高校戦
（０３月１２日 光泉高校）
(ダブルス)
○土井・縄田６－２稗島・伊藤
○伊井・縄田６－３澤口・深田
○土井・二村６－３稗島・伊藤
○伊井・前川６－２澤口・深田
○土井・前川６－３稗島・伊藤
○縄田・二村７－５澤口・深田
○縄田・石島６－３稗島・伊藤
○二村・石島６－３稗島・伊藤
(シングルス)
×土井浩平３-６田中 ○伊井健太朗 6-1 清水 ×二村真基４-６坂上
○前川知範６-４坂上 ○前川知範６-３田中 ○宇治崇之６-３坂上
○宇治崇之６-０清水 ○宇治崇之６-１清水 ○宇治崇之７-５田中

No２○吉川 竜平 ６－４ ６－１

浅井

No３○宇治 崇之 ６－０ ６－０

大谷

No４○小林 慶太 ６－２ ６－２
No５○三嶋 洋貴 ６－０ ６－０

西岡
前田

No６○山下 祥平 ６－１ ６－１

松田

２０１２（平成２４）年
【対抗戦】
対 関西学院大学戦
（０４月１４日 関学大）
× 同志社 ３（複１－２ 単２－４）６ 関学大
(ダブルス)

○吉川竜平６-１清水 ○吉川竜平６-１田中
２０１２（平成２４）年
【練習試合】
対 光泉高校戦
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Ｎo１○土井・石島
Ｎo２×井上・倉地
Ｎo３×岡田・宇治
(シングルス)
No１×岡田
亮

５－７ ６－４ ７－６ 杉森・菊本
６－４ ５－７ ４－６ 嶋田・鈴置
４－６ ６－３ ５－７ 徳田・牧田

○小林慶太６-１行岡 ○松永慶太６-１宮井 ○松永慶太６-０竹原
○宇治崇之６-０上西 ○宇治崇之６-０竹中 ○宇治崇之６-０入江
×山下祥平４-６新出 ○山下祥平６-０新出 ○山下祥平６-０川本
(ダブルス)
女子
○山田・阪上６－１竹中・川本
○長田・竹島６－１竹原・入江
(シングルス) 女子
○前田千夏６-１竹原 ○山田侑奈６-０川本 ○長田姫佳里 6-1 竹原

７－５ ３－６ ３－６ 徳田

No２○石島 知希 ４－６ ６－１ ７－６ 嶋田
No３○宇治 崇之 ７－６ ６－２

藤

○大毛美南６-１竹中 ○大毛美南６-０入江 ○長田姫佳里 6-2 川本

No４×倉地 芳直 １－６ １－６
柊元
No５×井上
実 ６－７ ６－３ １－６ 日下
No６×吉川 竜平 ４－６ ５－７

○竹島加奈６-４入江 ○竹島加奈６-０竹中 ○阪上文音６-０入江

衣川
２０１２（平成２４）年
【対抗戦】
対 神戸学院大学戦
（０８月１５日 神院大－第３ｸﾞﾗﾝﾄﾞ）
× 同志社 ３（複２－１ 単１－５）６ 神院大
(ダブルス)
Ｎo１×森本・前川 ３－６ ６－４ ４－６ 安田・梶原
Ｎo２○土井・諌山 ６－４ ２－６ ７－６ 西 ・鶴田
Ｎo３○岡田・井上 ７－６ ６－３
加藤・西村
(シングルス)
西
No１×諌山 航平 ４－６ ４－６

２０１２（平成２４）年
【対抗戦】
対 近畿大学戦
（０４月１４日・１５日 関学大）
○ 同志社 ５（複１－２ 単４－２）４ 近畿大
(ダブルス)
Ｎo１×岡田・宇治 ２－６ ６－７
大崎・吉山
Ｎo２○森本・前川 ６－３ ３－６ ６－３ 中村・植木
Ｎo３×吉川・倉地 ３－６ ７－６ ５－７ 福中・権名
(シングルス)
No１×岡田
亮 １－６ ４－６
上杉
No２×前川 知範 ４－６ ５－７

No２×岡田

亮 ５－７ ６－３ ２－６ 西村

土井

No３×井筒 康太 １－６ １－６

安田

No３○宇治 崇之 ６－３ ２－６ ６－３ 神山

No４×二村 真基 ２－６ ２－６
No５○石島 知希 ７－５ ６－３

梶原
加藤

No６×宇治 崇之 ４－６ ６－７

小森

No４○二村 真基 ６－２ ６－３
No５○井上
実 ６－４ ７－６

森山
尾方

No６○吉川 竜平 ５－７ ６－４ ７－６ 谷口
２０１２（平成２４）年
【練習試合】
対 敦賀気比高校戦
（０５月２７日 敦賀気比高校）
(シングルス)
○宇治崇之６-１長野 ○宇治崇之６-０蔵野 ○宇治崇之６-３上森

２０１２（平成２４）年
【対抗戦】
対 神戸学院大学戦
（０４月１５日 関学大）
× 同志社 ４（複０－３ 単４－２）５ 神院大
(ダブルス)
Ｎo１×森本・前川 ７－６ ２－６ ５－７ 西 ・鶴田
Ｎo２×土井・井上 ４－６ １－６
安田・西村
Ｎo３×岡田・宇治 ３－６ ３－６
梶原・西川
(シングルス)
No１×岡田
亮 ２－６ ０－６
西村
No２○前川 知範 ６－１ ６－２

○吉川竜平６-４清水 ○吉川竜平７-６上森×吉川竜平２-６長谷川
×井筒康太３-６長谷川○井筒康太６-０清水 ×井筒康太６-７蔵野
○倉地芳直７-５清水 ○倉地芳直６-４長野 ○倉地芳直６-０清水
×倉地芳直６-７蔵野
(ダブルス)
○宇治・吉川６-３清水・長谷川 ○宇治・吉川６-２上森・長野
×井筒・倉地５-７清水・長谷川 ○井筒・倉地６-４上森・長野

安田

No３○二村 真基 ７－６ ５－７ ６－３ 梶原
No４○宇治 崇之 ６－２ ６－２
No５○井上
実 ７－５ ６－２

田中
古森

２０１２（平成２４）年
【対抗戦】
対 大阪産業大
＜女子の部＞
（０７月１４日 大阪産業大）
× 同志社 ２（複０－２ 単２－１）３ 大阪産業大
(ダブルス)
Ｎo１×井上(愛)・井上(晴) ６－３ ３－６ ６－７ 岡本・斎藤
Ｎo２×前田・本田 ４－６ ６－３ ４－６ 鈴木・横山
(シングルス)
Ｎo１○井上
愛 ６－３ ６－１
柳瀬
No２×北川 真衣 ２－６ ７－５ ４－６ 山口
No３○井上 晴菜 ６－２ ６－０
平岩

No６×森本 裕介 ７－６ １－６ ５－７ 前山
２０１２（平成２４）年
【練習試合】
対 昭和中学校戦
（０７月０８日 同志社－田辺）
(ダブルス)
男子
○岡田・土井６－０宮井・上西
○縄田・三嶋６－２宮井・上西
○荒谷・小林(慶)６-２行岡・新出 ○伊井・松永６-０行岡・新出
(シングルス) 男子
○正木拓真６-０行岡 ○正木拓真６-０入江 ○森本裕介６-０宮井

２０１２（平成２４）年
【定期戦】第８２回 対 立教大学戦
（１２月０９日 立教大－新座）
○同志社 ５（複２－１ 単３－１）２ 立教大

○伊井健太朗６-３上西 ○伊井健太朗 6-0 川本 ○縄田航６-２宮井
○荒谷和宏６-３行岡 ○二村真基６-３宮井 ○三嶋洋貴６-４上西
○前場康佑６-３新出 ○前場康佑６-０竹中 ○前場康佑６-０竹原
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(同志社ﾒﾝﾊﾞｰ) 主将
(ダブルス)
Ｎo１○浦上・諌山
Ｎo２×西村・石島
Ｎo３○井上・井筒
(シングルス)
No１－浦上 武大

浦上武大

２打切
(立教ﾒﾝﾊﾞｰ) 主将

小林慶太６-４３-６３-６西川(神院) 山下祥平３-６１-６福井(関大)
松永慶太６-４０-６２-６前田(関学) 吉川竜平６-１７-６米田(仏大)
▽４R
正木拓真６-０６-２恒久保(天理大)
土井浩平３-６５-７鈴木(立命大) 森本裕介７-５６-４岡本(神院大)
宇治崇之３-６６-２５-７萱野(関国) 吉川竜平７-６６-３星山(関大)
▽FIN
正木拓真１-６０-６梶原(神院大)
森本裕介３-６３-６藤垣(関大)
二村真基１-６６-７嶋田(関大)
前川知範４-６６-２６-７田中(神院) 吉川竜平６-７３-６谷口(近大)
予選 (男子ダブルス)
▽１R
伊井・前場６-０６-０本谷･坂野(神国大)
縄田・三嶋６-０６-１西村･三神(摂大)
▽２R
正木・二村６-０６-３杉山･前田(大市大)
荒谷・小林(純) def 長谷川･口井(和大)
伊井・前場６-２７-６長尾･飯田(龍大)
縄田・三嶋７-６６-４崎山･宮崎(阪大)
宇治・吉川６-０６-０大野･長谷川(神国大)
山下・小林(慶)６-１６-３橋本･三好(大市大)
松永・若林(京産大)７-５６-４藤澤･中野(龍大)
▽３R
正木・二村６-１６-１早本･森尾(京産大)
荒谷・小林(純)６-４６-２岩崎･田村(関國大)
伊井・前場５-７５-７中田･高津(大体大)
縄田・三嶋３-６４-６丸尾･近藤(立命大)
宇治・吉川６-１６-４浅井･真多(京大)
山下・小林(慶)３-６６-２７-６鈴木･北野(立命大)
松永・若林(京産大)３-６３-６植久保･稲田(天理大)
▽４R
正木・二村６-１６-０井本･田鍋(関大)
荒谷・小林(純)１-６４-６杉田(桃大)･村瀬(電通大)
宇治・吉川６-３４-６６-１木幡･梅岡(大院大)
山下・小林(慶)４-６４-６小笠原･松尾(大産大)
▽FIN
岡田・土井４-６１-６加治･尾方(近大)
正木・二村６-７６-４６-０田村･藤(関学大)
宇治・吉川５-７４-６新屋･古井(関大)
予選 (女子シングルス)

６－３ ６－４
大竹・中澤
４－６ ５－７
高野・鈴木
６－７ ７－５ ６－４ 鏡 ・池田
打切

大竹

No２－諌山 航平 ６－４ 2-1 打切

中澤

No３○西村 友貴 ６－１ ７－５

鈴木

No４×石島 知希 ６－７ ３－６
No５○井筒 康太 ６－２ ６－１

高野
鏡

No６○倉地 芳直 ７－６ ４－６ ６－３ 桃井
第８２回 同志社 ４１勝 ３９敗 ２分（雨天中止）
２０１２（平成２４）年
【定期戦】
対 立教大学戦 ＜女子の部＞
（１２月０９日 立教大－新座）
× 同志社 １（複０－２ 単１－２）４ 立教大
２打切
(同志社ﾒﾝﾊﾞｰ) 主将 大毛美南
(立教ﾒﾝﾊﾞｰ) 主将
(ダブルス)
Ｎo１×井上(晴)・本田 ２－６ ０－６
寺田・佐藤
Ｎo２×大毛・北川 ６－４ ５－７ ３－６ 角田・濱田
(シングルス)
No１－北川 真衣
打切
佐藤
No２－井上 晴菜 ７－６ 4-3 打切

寺田

No３○大毛 美南 ６－２

角田

RET

No４×竹島 加奈 ４－６ ６－４ ５－７ 濱田
No５×阪上 文音 ２－６ ５－７

清水

▽１R
大毛美南６-０６-０濱田(滋大)
長田姫佳里６-１６-０田中(奈良女) 竹島加奈６-０６-０竹内(仏大)
中田春奈６-０６-０萩山(和大)
▽２R
長田姫佳里３-６６-４６-０村上(関外大)
藤川 遥６-０６-０寺田(京教) 竹島加奈６-２４-６６-１川崎(大体)
大毛美南７-５６-２長谷川(神院) 阪上文音６-０６-２坂井(阪大)
中田春奈３-６１-６斉藤(大産)
▽FIN
長田姫佳里１-６１-６溝邊(立命)
藤川 遥６-４７-５中嶋(関大) 大毛美南７-５６-７６-４寺島(関大)
阪上文音２-６２-６斎藤(園田女)
竹島加奈７-６１-６４-６藤原(大教)
予選 (女子ダブルス)

【 関 東 遠 征 】
中止－インカレ試合－岐阜開催になった為
２０１２（平成２４）年
【関西学生新進テニストーナメント】
予選（０２月１８日～０２月２９日 各大学）
予選 (男子シングルス)
▽１R
荒谷和宏６-１６-２森上(大経大)
前場康佑６-１６-０樽松(滋大)
三嶋洋貴６-２６-１西村(摂大)
松永慶太６-３７-５森尾(京産大)
▽２R
正木拓真６-４６-１梅田(大経大)
土井浩平６-４６-３真嶋(龍大)
森本裕介６-２６-２岸(びわこ)
荒谷和宏６-４６-１青沼(関学) 伊井健太朗１-６６-７小嶋(大院大)
小林 純６-３６-３徳盛(関国大) 縄田 航６-２６-２倉田(大院大)
前場康佑６-０６-１中林(和大)
三嶋洋貴６-３６-４叶 (神大)
宇治崇之６-０６-０有川(京工大) 小林慶太６-１６-１古城(国際大)
松永慶太 def 谷口(大院大)
山下祥平６-１６-１小夏(龍大)
吉川竜平６-３３-６７-６喜多(大経大)
▽３R
正木拓真 def 内山(阪大)･中村(滋大)･松本(桃大)
土井浩平６-２６-０和田(神院大) 森本裕介６-０６-１平田(大市大)
荒谷和宏１-６０-６福中(近大) 小林 純４-６２-６藤本(大教大)
縄田 航１-６４-６真下(龍大)
前場康佑１-６４-６松尾(大産大)
三嶋洋貴３-６１-６杉田(桃大)
宇治崇之６-１６-２河野(大院大)

▽１R
長田・竹島６-２７-５伊藤(国際大)･江口(武庫川大)
▽２R
藤川・大毛６-１６-１今村･野村(大産大)
長田・竹島６-２６-１栗田･諏澤(関国大)
阪上・中田６-１６-３天米(園田女大)･内藤(大院大)
▽FIN
藤川・大毛６-２６-２池田･若松(園田女大)
長田・竹島６-３６-７６-２西村･藤井(関外大)
阪上・中田３-６１-６福島･真田(関学大)
２０１２（平成２４）年
【関西学生新進テニストーナメント】
本戦（０３月０７日～１３日 江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ）
(男子シングルス)
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▽１回戦
岡田
亮 ２－６
浦上 武大 ６－４
西村 友貴 ６－１
▽２回戦
浦上 武大 ６－３
西村 友貴 ６－３
▽３回戦
浦上 武大 ６－３
西村 友貴 ３－６
▽４回戦
浦上 武大 ６－３
西村 友貴 ２－６
▽準決勝
浦上 武大 ２－６
(男子ダブルス)
▽１回戦
正木・二村 ４－６
森本・前川 ５－７
浦上・西村 ６－３
▽３回戦
浦上・西村 ６－３
▽準々決勝
浦上・西村 ６－２
▽準決勝
浦上・西村 ７－５
▽決 勝
浦上・西村 ６－４
〈準優勝〉
(女子シングルス)

６－４ ６－２ 森山
６－３
梶原
６－４
植木
岡田
大町

亮 (同 大)
(甲南大)

６－２
上村
６－３ ６－２ 森田

(立命大)
(関西大)

６－２
２－６

山本
福田

(大教大)
(関西大)

５－７

福田

(関西大)

６－２
６－４

予選 (男子シングルス)
▽２R

(近 大)
(神院大)
(近 大)

土井浩平６-４６-1 竹野(兵庫大) 正木拓真 6-０6-２木村(電通大)

森本裕介６-０６-０上村(京大) 荒谷和宏× def 岩城(奈教大)
伊井健太郎６-０６-０北村(大経) 小林 純 6－27－5 小長野(大工)
縄田 航６-０６-０鈴木(関外大) 前場康佑 def 入谷(大工大)
三嶋洋貴６-１６-０柏木(関外大) 宇治崇之 def 森 (大工大)
小林慶太６-２６-４岩本(関外大) 松永慶太６-０６-３武田(桃大)
山下祥平６-０６-１松岡(滋大)

吉川竜平７-５６-０田口(追大)

諌山航平６-０６-０勝間(大工大) 石島知希６-０６-０水木(京園大)

石田智輝１-６ ２-６高橋(近大) 井筒康太６-１６-２真嶋(龍大)
井上 実-６-０６０遠藤(大経法) 倉知芳直６-０６-０福留(大工大)
南川 翼６-４７-５中泉(大体大) 山崎遼平６-２６-４古城(国際大)
▽３R
土井浩平６-０６-1 塩見(京大) 正木拓真 6-１5-７６-３細野(天理)

２－６
新屋・吉井 (関西大)
７－６ １－６ 牧野・川口 (大体大)
７－５
大谷(南大)・和久井(東海学園)
７－５

上村・上野 (立命大)

６－４

加藤・西村 (神院大)

６－１

杉森・鈴置 (関学大)

森本裕介６-1６-２金子(阪大)

伊井健太郎７-６６-３久木(関大)

小林 純６-４６-０ 戸田(関学)

縄田 航０-６２-６中嶋(大体大)

前場康佑６-７４-６山田(関学) 三嶋洋貴２-６６-３３-６牧田(関学)
宇治崇之６-２６-０和田(神院) 小林慶太７-５３-６６-１山下(立命)
松永慶太６-２６-０木下(大経大) 山下祥平４-６１-６三好(京産大)
吉川竜平６-０６-１中屋(滋県大) 諌山航平６-２６-０佐藤(大院大)
石島知希６-０６-１宋 (京大)
井上 実-６-１６０藤村(大府大)

３－６ １－６ 福田・恒松 (関西大)

井筒康太６-２６-１森下(大教大)
倉知芳直６-３６-３東 (阪大)

南川 翼６-４１-６６-４橋本(立命) 山崎遼平６-３６-２林 (神院)
▽４R
土井浩平 6-2 2-6 6-4 藤村(甲南) 正木拓真 6-7 6-3 3-6 都倉(関大)

▽１回戦
井上
愛 ６－１ ６－１
内田
(立命大)
藤川
遥 ３－６ ６－４ ５－７ 斎藤
(園田女大)
前田 千夏 ４－６ ７－５ ６－４ 大原
(大教大)
山田 侑奈 ４－６ ５－７
飯沼
(関学大)
井上 晴菜 ５－７ ５－７
田中
(関学大)
大毛 美南 ４－６ ４－６
鈴木
(大産大)
▽２回戦
井上
愛 ６－０ ６－３
平野
(大芸大)
前田 千夏 ７－５ ４－６ ０－６ 村上
(関学大)
▽３回戦
井上
愛 ６－０ ６－０
西村
(関外大)
▽準々決勝
井上
愛 ６－２ １－６ ７－５ 岩崎
(松蔭女大)
▽準決勝
井上
愛 ６－４ ０－６ ０－６ 上地
(関学大)
(女子ダブルス)
▽１回戦
井上(愛)・井上(晴) ７－６ ３－６ ７－５ 鈴木・横山 (大産大)
前田・山田 ６－１ ５－７ ２－６ 福島・真田 (関学大)
藤川・大毛 ３－６ ５－７
安井・宮本 (関外大)
長田・竹島 １－６ ２－６
柳瀬・山口 (大産大)
▽２回戦
井上(愛)・井上(晴) １－６ ４－６
坂東・松島 (園田女大)

森本裕介 5-7 7-6 4-6 浅野(関大) 伊井健太郎3-6 6-4 6-2吉森(神院)
小林 純６-７１-６西川(神院大) 宇治崇之７-５６-１松山(甲南大)
小林慶太 6--7 6-3 0-6 川崎(龍大) 松永慶太１-６１-６菊本(関学大)
吉川竜平３-６６-７川俣(近大)

諌山航平６-１６-１萱野(関国大)

石島知希６-４６-０山村(甲南大) 井筒康太6-3 4-6 6-4 岩渕(大院大)
井上 実-６-３６４黒川(阪大)

倉知芳直６-０６-４大谷(京大)

南川 翼０-６１-６福中(近大)

山崎遼平０-６１-６椎名(近大)

▽５R

土井浩平２-６２-６堀 (大院大)

宇治崇之２-６３-６櫻井(京教大) 諌山航平６-１６-１小笠原(大産)
石島知希 2-6 7-6 7-6 衣川(関学大) 井筒康太６-４６-０佐伯(近大)
井上 実６-３７-５中川(関大)
▽FIN

倉知芳直２-６４-６開發(近大)

二村真基６-７７-６６-３山野(近大)

前川知範２-６６-０４-６重山(近大) 諌山航平６-３６-３藤垣(関大)
石島知希 3-6 7-6 5-7 井上(阪大) 井筒康太６-２６-４大谷(関学大)
井上 実-２-６４-６権藤(甲南大)
予選 (男子ダブルス)

▽２R

伊井･前場 6-２６-４安部･川人(大院大)

小林(純)･小林(慶) def 東 ･藤岡(関福大)
縄田･井筒６-１７-５谷口･川俣(近大)
三嶋･山下６-０６-０山本･吉村(桃大)
松永･石田３-６１-６橋口･磯田(関大)

２０１２（平成２４）年
【関西学生春季テニストーナメント】
（０４月２８日～０５月０７日 各大学）

吉川･倉知６-２６-３喜多･木下(大経大)
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大毛･阪上６-３６-２佐々木･明石(関外大)

諌山･井上６-０６-０岩永･佐藤(京外大)

長田･竹島０-６１-６足立･池田(園田女大)

南川･山崎６-０６-１西本･増田(びわこ大)
▽３R

伊井･前場 6-４６-２小川･藤村(甲南大)

北川･天野２-６６-２６-４柳原･石橋(天理大)

小林(純)･小林(慶)６-３６-４中嶋･林 (大体大)

▽FIN

縄田･井筒６-２６-１吉川･黒川(阪大)

前田･本田６-１６-１平野(大芸大)･高谷(関外大)

三嶋･山下１-６６-１６-３丸本･木幡(大院大)

大毛･阪上１-６２-６藤原･内田(関大)

吉川･倉知６-０６-０飯塚･小森(大院大)

北川･天野２-６２-６安井･宮本(関外大)

山田･藤川６-２４-６４-６小川･川筋(関外大)

諌山･井上６-０６-０大平･根本(仏大)
２０１２（平成２４）年
【関西学生春季テニストーナメント】
（０５月２９日～６月０３日 靭 TC）
(男子シングルス)
▽１回戦

南川･山崎１-６４-６星山･田鍋(関大)
▽４R

伊井･前場 6-１６-７６-７高野･開發(近大)

小林(純)･小林(慶)７-６１-６３-６井上･三宅(関大)
縄田･井筒６-２３-６４-６真下･吉野(龍大)
三嶋･山下６-１７-５丸尾･近藤(立命大)

岡田

亮 ６－２ ６－４

朝倉

（関西大）

吉川･倉知６-２６-１山下･江連(立命大)

浦上 武大 ６－２ ６－０

貝野

（甲南大）

諌山･井上６-２６-７７-５北野･畑中(立命大)

西村 友貴 ７－５ ６－４

池川

（関西大）

▽５R

二村 真基 ３－６ ６－７

安田

（近 大）

吉川･倉知７-５４-６２-６高橋･谷口(近大)

諌山 航平 ６－１ ６－３

吉山

（近 大）

諌山･井上４-６４-６武村･菅野(関国大)

井筒 康太 ３－６ ４－６

井口

（大教大）

▽FIN

▽2 回戦

三嶋･山下６-０６-４廣瀬･米田(仏大)

正木･二村３-６６-３３-６高峯･三好(京産大)

岡田･宇治４-６３-６中川･中村(関大)

岡田

亮 ０－６ ４－６

土井

（近 大）

土井･石島６-４６-４藤垣･福井(関大)

浦上 武大 ６－０ ６－２

井口

（大教大）

三嶋･山下６-７１-６小野田･安田(近大)

西村 友貴 ７－５ ４－６ ６－０ 菊本

（関学大）

諌山 航平 ６－４ ６－２

（関学大）

予選 (女子シングルス)

▽２R

藤川 遥６-３６-４切本(大産大)

山田侑奈６-０６-０中村(京大) 大毛美南６-４６-０平田(天理大)
長田姫佳里 4-6 6-2 6-3 買崎(びわこ大)
阪上文音 4-6 2-6 増岡(びわこ大) 竹島加奈 6-0 6-0 磯野(滋大)

浦上 武大 ２－６ ７－６ ６－４ 中尾

（大教大）

西村 友貴 ４－６ １－６

（関学大）

杉森

諌山 航平 ３－６ ７－６ ６－３ 西

中田春奈 6-0 6-0 阿部(大府大) 天野有理 6-2 6-2 谷屋(国際大)

（神院大）

▽準々決勝

北川真衣 6-2 6-1 杉本(国際大) 竹上莉菜 6-0 6-0 安藤(兵県大)

本田歩美 6-2 6-1 内田(大体大)
▽３R

黄

▽３回戦

藤川 遥６-０６-１伊藤(国際大)

山田侑奈 6-1 7-5 村田(大産大) 大毛美南 6-1 6-3 丸山(園田女大)

浦上 武大 ５－７ ４－６

山本

（大教大）

諌山 航平 ３－６ １－６

福田

（関西大）

▽インカレ選考試合－男子単(予選決め)
S1R 岡田 亮 8-２安田(近大) S2R 岡田 亮６-８黄 (関学大)
▽インカレ選考試合－女子単(本戦決め)
SFR 西村友貴６-８西 (神院大)

長田姫佳里 1-6 4-6 佐々木(松蔭女大)
竹島加奈 3-6 4-6 平岩(大産大) 中田春奈 1-6 2-6 岡屋(松蔭女大)
天野有理 3-6 1-6 原田(関外大) 北川真衣 6-1 6-1 山崎(関大)

竹上莉菜0-6 1-6 溝邊(立命) 本田歩美6-2 4-6 2-6 石川(園田女)
▽FIN

(男子ダブルス)

藤川 遥６-７１-６内田(立命大)

山田侑奈 7-5 6-1 尾崎(関大) 大毛美南 6-1 4-6 2-6 大東(甲南大)

▽1 回戦

北川真衣 6-1 6-3 上田(関外大)
予選 (女子ダブルス)

土井・石島 ７－６ ６－１

▽２R

浦上・西村 ６－１ ６－０

嶋田・衣川（関学大）

森本・前川 ６－３ １－６ ２－６ 福田・池川（関西大）

山田･藤川６-０６-１浅野･新口(甲南女大)

谷口・佐伯（近 大）

前田･本田６-１６-０池田･村上(京大)

▽２回戦

大毛･阪上６-０６-０徳田･深町(滋大)

土井・石島 ０－６ １－６

長田･竹島６-０６-０植杉･芳賀(びわこ大)

浦上・西村 ４－６ ７－６ ４－６ 福田・池川（関西大）

中田･竹上２-６３-６南 ･神元(天理大)
▽インカレ選考試合－男子複(予選決め)
D1R 土井・石島６-８鈴置・日下(関学大)

北川･天野６-０６-０原口･東 (神大)
▽３R

山田･藤川６-０６-１大橋･安藤(立命大)

D1R 浦上・西村８-１梶原・安田(神院大)

前田･本田６-２６-３下田･山之江(立命大)
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辻田・黄 （関学大）

荒谷和宏 6-2 6-1 亀田(大工大)

(女子シングルス)

小林 純 6-0 6-0 浜本(大工大)

▽1 回戦
井上

伊井健太朗 6-1 6-0 小森(大院大)

二村真基 6-0 6-0 原口(阪大)

縄田 航 6-1 6-1 玉井(びわこ大)

前川知範 6-0 6-1 飯塚(びわこ大)

愛 ６－３ ６－３

飯沼

（関学大）

前田 千夏 ３－６ ５－７

松島

（園田女大）

山田 侑奈 ６－２ ６－３

重尾

（関外大）

宇治崇之 6-1 6-1 都築(びわこ大) 小林慶太 6-0 6-3 中西(兵教大)

井上 晴菜 ３－６ ６－２ ６－４ 上地

（関学大）

松永慶太 6-0 6-0 岩坂(関国大)

北川 真衣 ６－１ ６－３

（関外大）

吉川竜平 6-1 6-1 山居(びわこ大) 石島知希 6-0 6-0 大坂(花大)

神谷

前場康佑 6-0 6-1 小夏(龍谷大)

▽2 回戦
井上

愛 ６－２ ６－１

岩崎

（関学大）

山下祥平 6-1 6-1 佐久間(大市大)

石田智輝 6-1 6-1 橋本(流通大)

井上 実 6-1 6-0 兼房(びわこ大)

倉地芳直 6-0 6-0 船渡(摂大)

南川 翼 def 矢野(大工大)

井上 晴菜 ６－１ ４－６ ６－３ 山田 侑奈（同 大）

山崎遼平 6-0 6-0 寺村(兵県大)

北川 真衣 ６－２ ３－６ ７－５ 松島

▽３R

（園田女大）

三嶋洋貴 6-1 6-0 村田(大工大)

土井浩平 6-2 6-1 奥野(追大)

正木拓真 6-7 4-6 川崎(龍谷大)

森本裕介 6-3 6-3 橋本(大院大)

愛 ５－７ ６－２ ６－３ 岡本

（大産大）

荒谷和宏 6-4 6-4 若林(京産大)

伊井健太朗 0-6 3-6 谷口(近大)

井上 晴菜 ５－７ ６－４ １－６ 内田

（関西大）

小林 純 2-6 0-6 前山(神院大)

縄田 航 6-3 6-3 西村(大市大)

北川 真衣 ６－２ ３－６ ６－４ 篠原

（関学大）

▽３回戦
井上

▽準々決勝
井上

愛 ６－７ ２－６

藤原

（関西大）

北川 真衣 ０－６ ２－６

岩崎

（松蔭女大）

二村真基 6-3 6-1 富杉(大市大)

前川知範 6-0 6-0 奥野(天理大)

前場康佑 6-1 6-1 内山(阪大)

三嶋洋貴 6-1 6-1 清水(大院大)

宇治崇之 6-0 6-0 星川(阪大)

小林慶太 6-2 6-2 飛田(大産大)

松永慶太 6-1 4-6 2-6 神田(京産大) 山下祥平 6-1 6-0 津村(大院大)
吉川竜平 6-3 6-2 清水(仏大)

石島知希 6-1 6-2 戎井(大体大)

▽インカレ選考試合－女子単(予選決め、負け残り)
S1R 山田侑奈４-６４-6 山口(大産大)

石田智輝 6-1 6-1 我那覇(大体大) 井上 実 6-0 6-2 中野(龍谷大)

S2R 山田侑奈５-７０-６大塚(園田女)
▽インカレ選考試合－女子単(補欠決め)
S1R 山田侑奈６-８太田黒(大教大)
▽インカレ選考試合－女子単(本戦決め、負け残り)
S1R 井上晴菜６-８山本(関学大)

山崎遼平 1-6 1-6 花村(立命大)

倉地芳直 6-2 6-1 尾坂(大院大)
▽４R

南川 翼 def 中屋(滋県大)

土井浩平 5-7 5-7 磯田(関大)

森本裕介 6-2 6-3 緒方(桃大)

荒谷和宏 1-6 0-6 藤原(大教大)

縄田 航 3-6 0-6 山野(近大)

二村真基 6-0 6-1 秋山(甲南大)

前川知範 6-1 6-4 中田(大体大) 前場康佑 3-6 3-6 鈴木(立命大)
三嶋洋貴 1-6 2-6 日下(関学大)

宇治崇之 6-0 6-4 中村(関大)

▽1 回戦

小林慶太 1-6 0-6 野元(神院大)

山下祥平 2-6 0-6 崔 (関国大)

井上(愛)・井上(晴)２－６ ６－４ ６－０ 横山・鈴木 （大産大）

吉川竜平 6-7 6-1 6-2 梅岡(大院大) 石島知希 6-1 6-0 花田(阪大)

前田・本田 ５－７ １－６

石田智輝 3-6 1-6 中村(関大)

井上 実 7-6 6-4 松浦(兵県大)

倉地芳直 6-0 6-0 野口(関大)

南川 翼 0-6 1-6 川口(大体大)

(女子ダブルス)

安井・宮本（関外大）

▽２回戦
井上(愛)・井上(晴) ６－４ ６－１

▽５R

真田・岩崎（関学大）

森本裕介 6-3 6-0 川俣(近大)

▽準々決勝

二村真基 6-0 6-1 古森(神院大)

前川知範 7-5 6-3 谷口(近大)

井上(愛)・井上(晴)７－６ ２－６ ６－０寺島・大西（関西大）

宇治崇之 6-3 6-4 人見(関学大)

吉川竜平 6-2 6-1 鶴田(神院大)

▽準決勝

石島知希 6-1 7-6 長南(関学大)

井上 実 4-6 6-7 加藤(神院大)

井上(愛)・井上(晴)６－２ ６－４

倉地芳直 2-6 6-1 6-4 開發(近大)

松島・坂東（園田女大）

▽FIN

▽決 勝
井上(愛)・井上(晴)２－６ ３－６

森本裕介 3-6 6-1 3-6 三輪(関大)

二村真基 6-4 4-6 6-3 嶋田(関大) 前川知範 3-6 3-6 浅野(関大)

村上・山本（関学大）

〈準優勝〉
▽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)

宇治崇之 6-3 6-3 竹村(関国大)

吉川竜平 6-4 7-6 徳田(関国大)

石島知希 6-3 6-1 加治(近大)

倉地芳直 1-6 3-6 梶原(神院大)

(SS)井筒康太 6-0 6-4 杉江(大体大)
予選 (男子ダブルス)

▽２R

岡田･井上 6-1 6-0 矢野･岸本(国際大)

２０１２（平成２４）年
【関西学生テニス選手権】
（０８月０３日～１２日 各大学）
予選 (男子シングルス)
▽２R
土井浩平 6-2 6-1 宮井(龍谷大)

正木･山下 6-0 6-0 前中･木村(びわこ大)

正木拓真 6-1 6-1 中野(関国大)

荒谷･小林(慶) 6-3 7-5 木幡･橋本(大院大)

土井･諌山 6-1 4-6 6-0 池田･岩坂(関国大)
前場･小林(純) 6-2 6-0 寺村･尾崎(兵県大)
縄田･三嶋 6-0 4-6 6-2 辺見(京工)･喜多(大経)

森本裕介 6-0 6-0 向崎(大経法大)
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前田･本田 6-0 6-0 竹本･田原(大市大)

伊井･松永 6-0 6-1 三宅･森川(神院大)
宇治･吉川 6-0 6-1 村井･吉岡(大産大)

山田･北川 6-0 6-0 姉木･白髪(兵県大)

石田･山崎 6-3 6-2 佐久間･池上(大市大)

長田･竹島 6-3 6-2 木村･池田(大産大)

井筒･倉地 6-0 6-0 伊藤･古池(滋大)

阪上･竹上 6-2 6-3 南 ･柳原(天理大)

南川･堤(京産) 2-6 0-6 伊藤･飯塚(びわこ大)

中田･天野 6-2 6-0 樋口･新口(甲南女大)

▽３R

岡田･井上 6-2 6-2 小本･澤田(大院大)

藤川･大毛 6-0 6-1 中野･野村(大産大)

▽３R

正木･山下 6-1 6-0 森上･屋敷(大経大)

前田･本田 6-2 6-2 國府･森下(大体大)

土井･諌山 6-0 6-3 長田･玉井(びわこ大)

山田･北川 6-1 6-0 佐藤･田村(関学大)

前場･小林(純) 2-6 0-6 真下･吉野(龍谷大)

長田･竹島 4-6 6-0 7-5 清家･天米(園田女大)

縄田･三嶋 7-5 6-4 岩渕･河野(大院大)

阪上･竹上 2-6 3-6 山崎･川島(関大)

荒谷･小林(慶) 3-6 3-6 黒木･下尾(大教大)

中田･天野 0-6 1-6 平野(大芸大)･富田(関外大)
藤川･大毛 6-1 2-6 6-2 田中･大嶋(親和女大)

伊井･松永 6-3 3-6 7-5 高杉･橋本(大市大)

▽FIN

宇治･吉川 6-1 6-1 栗原･船本(神大)

前田･本田 6-3 6-3 渡辺･中村(関学大)

石田･山崎 1-6 2-6 福中･椎名(近大)

山田･北川 4-6 2-6 鈴木･横山(大産大)

井筒･倉地 6-2 6-0 西山･中川(京外大)

長田･竹島 5-7 5-7 大庭･溝邊(立命大)

▽４R

岡田･井上 6-2 6-1 岡本･丘の(神院大)

正木･山下 7-5 6-4 丸尾･山本(立命大)

２０１２（平成２４）年
【関西学生テニス選手権】
（０８月２８日～０９月０２日 靭 TC）
(男子シングルス)
▽１回戦

土井･諌山 6-4 6-2 藤野･小村(神院大)
縄田･三嶋 0-6 3-6 近藤･佐藤(立命大)
伊井･松永 4-6 5-7 大熊･中川(関大)
宇治･吉川 7-6 6-4 伊達･松山(甲南大)

岡田

井筒･倉地 6-3 6-2 川俣･金成(近大)
▽５R

浦上 武大 ６－３ ６－３

岡田･井上 6-1 6-4 谷口･佐伯(近大)

正木･山下 7-5 6-4 人見･河野(関学大)
土井･諌山 6-3 7-6 中村･井本(関大)
宇治･吉川 6-2 6-0 小藤･前山(神院大)
井筒･倉地 5-7 6-2 6-4 長南･関根(関学大)
▽FIN

岡田･井上 6-1 7-6 浅香･藤垣(関大)

正木･山下 4-6 6-4 6-7 西 ･鶴田(神院大)
土井･諌山 6-1 6-4 坂元･早瀬(甲南大)
井筒･倉地 6-1 7-6 嶋田･朝倉(関大)
(SS)二村･石島 6-4 5-5RET 井上･東 (阪大)
予選 (女子シングルス)

藤川 遥 6-2 6-2 岡野(甲南女大)

大毛美南 6-0 6-2 西川(仏大) 長田姫佳里 7-5 6-2 森下(大体大)
阪上文音 6-0 6-1 佐々木(関外大) 竹島加奈 6-2 6-0 徳田(龍谷大)
中田春奈 6-3 0-6 3-6 山根(松蔭女) 天野有理 1-6 1-6 南(天理大)
藤川 遥 6-2 6-２富田(関外大)

大毛美南 6-1 6-1 巽(親和女大) 長田姫佳里 0-6 6-7 繁光(大教大)
竹上莉菜 0-6 2-6 小川(関外大) 本田歩美 1-6 6-2 7-5 川筋(大産)

西村 友貴 ４－６ ６－３ ６－４ 神山

（近畿大）

二村 真基 ７－５ ６－３

安田

（近畿大）

宇治 崇之 ６－４ ６－０

平井

（立命大）

吉川 竜平 ７－５ ４－６ ６－０ 上村

（立命大）

諌山 航平 ６－４ ６－０

衣川

（関学大）

石島 知希 ６－１ ６－２

縄川

（大教大）

井筒 康太 ４－６ ２－６

大崎

（近畿大）

浦上 武大 ６－２ ６－０

畑中

（立命大）

西村 友貴 ６－３ ６－２

森山

（近畿大）

二村 真基 ２－６ ２－６

土井

（近畿大）

宇治 崇之 ５－７ １－６

辻田

（関学大）

吉川 竜平 ２－６ １－６

杉森

（関学大）

諌山 航平 ４－６ ６－４ ３－６ 桐原

（神院大）

石島 知希 １－６ ３－６

中尾

（大教大）

浦上 武大 ６－１ ６－２

辻田

（関学大）

西村 友貴 ２－６ ０－６

上杉

（近畿大）

浦上 武大 ６－０ ４－６ ６－１ 上杉

（近畿大）

▽準決勝

藤川 遥 2-6 3-6 内田(立命大)

浦上 武大 ６－４ ６－３

大毛美南 6-3 1-6 6-2 中原(立命大) 阪上文音 4-6 2-6 藤原(大産)

杉森

（関学大）

沼野

（甲南大）

▽決 勝

本田歩美 6-3 6-7 2-6 岩崎(関学大)

浦上 武大 ７－５ ６－０

予選 (女子ダブルス)

▽２R

（立命大）

▽準々決勝

阪上文音 6-0 6-0 西村(園田女大) 竹島加奈 2-6 3-6 川筋(関外大)
▽FIN

佐藤

▽３回戦

竹上莉菜 6-1 6-0 須藤(兵県大) 本田歩美 6-3 6-1 新貝(びわこ大)
▽３R

（関学大）

▽２回戦

宇治･吉川 3-6 4-6 神山･土井(近大)

▽２R

亮 ６－４ ６－７ ５－７ 辻田

〈優 勝〉

藤川･大毛 4-6 6-4 6-1 磯村･米田(大院大)

(男子ダブルス)
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伊井健太郎５-８岡本(神院大)
縄田
航８-０寺山(滋賀大)
三嶋 洋貴８-４藤野(神院大)
小林 慶太８-１江畑(京産大)
山下 祥平８-０中谷(大府大)
石田 智輝８-２大平(仏大)

▽1 回戦
森本・前川 ６－３ ６－１

山野・高橋（近畿大）

岡田・井上 ７－６ ６－２

山本・中尾（大教大）

土井・諌山 ３－６ ６－７

杉森・日下（関学大）

浦上・西村 ６－３ ３－６ ６－１ 谷口・植本（近畿大）
二村・石島 １－６ ６－４ ７－６ 加藤・西村（神院大）
▽２回戦
新屋・吉井（関西大）

岡田・井上 ２－６ ３－６

辻田・黄 （関学大）

浦上・西村 ６－４ ６－３

二村・石島（同 大）

井筒・倉地 ６－４ ６－２

大崎・吉山（近畿大）

小林
純８-５河西(立命大)
縄田
航８-０三宅(兵県大)
前場 康佑８-３岩浅(追大)
三嶋 洋貴８-４若林(京産大)
宇治 崇之８-０辻田(天理大)
小林 慶太８-４西岡(京大)
松永 慶太８-６佐藤(関大)
山下 祥平８-１柏木(関外大)
吉川 竜平８-２田中(攝大)
石田 智輝８-２政岡(電通大)
倉地 芳直８-０船井(滋賀大)
山崎 遼平３-８奥田(大教大)
▽４回戦
正木 拓真８-０中西(天理大)
森本 裕介８-１中西(阪大)
小林
純８-３一山(関学大)

▽準々決勝
浦上・西村 ３－６ ６－２ ７－５ 神山・土井（近畿大）
井筒・倉地 ７－６ ２－６ ２－６ 辻田・黄 （近畿大）

縄田
航６-８藤本(大教大)
前場 康佑８-６山下(立命大)
三嶋 洋貴２-８松浦(桃大)
宇治 崇之８-１岡 (神院大)
小林 慶太１-８井上(関大)
松永 慶太９-７西川(桃大)
山下 祥平８-３中村(関大)
吉川 竜平８-３藤井(天理大)
石田 智輝８-３丸本(大院大)
倉地 芳直８-２津村(大院大)
▽５回戦
正木 拓真７-９木幡(大院大)
森本 裕介８-３倉田(大院大)
小林
純８-４橋本(大院大)

▽準決勝
浦上・西村 ２－６ ７－６ ６－７ 杉森・日下（関学大）
(女子シングルス)

▽1 回戦
愛 ６－１ ６－０

山田

（松蔭女大）

前田 千夏 ６－０ ６－４

井上

岩崎

（関学大）

山田 侑奈 ３－６ ２－６

田中

（親和女大）

井上 晴菜 １－６ ５－７

坂東

（園田女大）

大毛 美南 １－６ ２－６

安井

（関外大）

北川 真衣 ６－３ ６－０

村田

（大産大）

山口

（関外大）

前場 康佑７-９岩渕(大院大)
宇治 崇之８-１小路(関学大)
松永 慶太１-８崔(関国大)
山下 祥平８-２梅岡(大院大)
吉川 竜平８-１富杉(大市大)
石田 智輝１-８下尾(大教大)
倉地 芳直８-１小野田(近大)
▽６回戦
森本 裕介５-８佐藤(立命大)
小林
純１-８福中(近大)
宇治 崇之８-６野田(近大)

▽２回戦
井上

愛 ６－１ ６－０

前田 千夏 ０－６ ３－６

宇佐美

北川 真衣 ２－６ ６－４ ２－６ 大塚

吉川 竜平８-３山下祥平(同大) 倉地 芳直８-３野元(神院大)
▽７回戦
宇治 崇之８-５下尾(大教大)
吉川 竜平９-７辻田(桃大)
倉地 芳直８-２中村(関大)
▽準々決勝
宇治 崇之 ６-３ ６-１ 宮岡(関大)
吉川 竜平
４-６ ６-７
東 (阪大)
倉地 芳直 １-６ ６-０ ７-６ 衣川(関学大)
▽準決勝
宇治 崇之 ５-７ ４-６ 東 (阪大)
倉地 芳直 ４-６ ６-７ 嶋田(関学大)

（関学大）
（園田女大）

▽３回戦
井上

愛 ６－１ ６－１

田中

（親和女大）

愛 ６－３ ６－７ ２－６ 山本

（関学大）

▽準々決勝
井上

(男子ダブルス)

(女子ダブルス)

▽２回戦

▽1 回戦
井上(愛)・井上(晴) ６－２ ６－０

純８-０山本(摂大)
康佑８-１山藤(びわこ大)
崇之８-０矢田(摂大)
慶太８-２清水(神院大)
竜平８-６伊藤(びわこ大)
翼０-８稲田(天理大)

山崎 遼平８-２白柳(大府大)
▽３回戦
正木 拓真８-０加藤(龍谷大)
森本 裕介 def 道端(和大)
荒谷 和宏０-８小嶋(大院大)

井筒・倉地 ３－６ ６－４ ７－６ 中村・上杉（近畿大）
森本・前川 ３－６ １－６

小林
前場
宇治
松永
吉川
南川

小林(純)･丸本(大院大)８-２朝倉･江畑(京産大)

前場･縄田８-０葛原･阪本(和大) 伊井･吉川８-０木越･川原(大商)

山口・大塚 (関外大)

荒谷･石田 8-1 野崎･塚本(大手前) 諌山･井上 8-0 矢野･岸本(国際大)

藤川・大毛 ３－６ ３－６

藤原・内田 (関西大)

前田・本田 ６－１ ６－１

柳瀬・村田 (大産大)

松永･小林(慶)8-1 矢田･船渡(摂大) 井筒･倉地 8-3 樽松･千原(滋大)

▽２回戦

南川･山崎８-２井上･木原(電通大)

井上(愛)・井上(晴) ３－６ ４－６

藤原・丸山 (大教大)

▽３回戦

前田・本田 １－６ ０－６

松島・坂東 (園田女大)

前場･縄田８-４清水･梅岡(大院大) 伊井･吉川８-１山岡･高村(大院)

小林(純)･丸本(大院大)８-４寺国･中野(関国大)

荒谷･石田 2-8 中村･田鍋(関大)

諌山･井上 8-0 光吉･樽井(京大)

松永･小林(慶)8-2 平田･田中(大市) 井筒･倉地 8-1 稲田･向井(天理)

２０１２（平成２４）年
【関西学生チャレンジテニストーナメント】
（０６月０９日～１４日、０６月２３日～２９日 各大学）
(男子シングルス)
▽１回戦
三嶋 洋貴８-２田口(追大)
▽２回戦
正木 拓真８-０北村(大府大)
森本 裕介８-１山本(電通大)
荒谷 和宏８-６村井(大産大)

南川･山崎１-８廣瀬･米田(仏大)
▽４回戦

小林(純)･丸本(大院大)８-４岩本･佐藤(関外大)

前場･縄田５-８大熊･磯田(関大) 伊井･吉川４-８崔･荒巻(関国大)
松永･小林(慶)８-３細野･杉田(天理) 諌山･井上８-０市森･堀(大院)
井筒･倉地８-２富杉･花村(大市)
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▽５回戦

（１１月０３日～１１月２６日 各大学）
(男子シングルス)
▽１回戦
荒谷 和宏 def 上村(京 大)
山崎 遼平 def 岩永(京外大)
▽２回戦
荒谷 和宏８-２松岡(龍谷大)
伊井健太郎 def 山口(京教大)
小林
純８-３山田(滋 大)
縄田
航８-１立石(仏 大)
二村 真基８-３伊藤(滋 大)
前川 知範８-０梅原(仏 大)
前場 康佑８-０小林(京工大)
三嶋 洋貴８-２毛利(京外大)
宇治 崇之８-０矢部(京教大)
小林 慶太８-０三宅(京 大)
松永 慶太８-４迎垣(京産大)
山下 祥平８-０小原(京 大)
吉川 竜平８-２島垣(花 大)
石島 友希８-０笹津(京 大)
石田 智輝８-３吉村(龍谷大)
井筒 康太８-０平山(龍谷大)
井上
実８-０戸波(花 大)
倉地 芳直８-０大坂(花 大)
南川
翼１-８北丸(京工大)
山崎 遼平８-４山本(京産大)
▽３回戦
荒谷 和宏４-８朝倉(京産大)
伊井健太郎８-２神田(京産大)
小林
純８-１藤澤(龍谷大)
縄田
航７-９川崎(龍谷大)
二村 真基８－０飯田(龍谷大)
前川 知範８-０植田(龍谷大)
前場 康佑４-８森尾(京産大)
三嶋 洋貴１-８三好(京産大)
宇治 崇之 def 角田(京工大)
小林 慶太８-０椴木(びわこ大) 松永 慶太６-８北角(京 大)
山下 祥平８-１角田(龍谷大)
吉川 竜平８-４山下(びわこ大)
石島 友希８-０真嶋(龍谷大)
石田 智輝８-９浅井(京 大)
井筒 康太８-０鳥居(仏 大)
井上
実８-１稲垣(京 大)
倉地 芳直８-３大坂(龍谷大)
山崎 遼平８-３兼房(びわこ大)
▽４回戦
伊井健太郎６-８山下 祥平(同大)
小林
純３-８佐藤(立命大)
二村 真基５-８山下(立命大)
前川 知範８-０宮林(立命大)
宇治 崇之８-０朝倉(京産大)
小林 慶太１-８上野(立命大)
吉川 竜平８-１森尾(京産大)
石島 友希８-０山崎遼平(同大) 井筒 康太８-４真多(京 大)
井上
実８-３大谷(京 大)
倉地 芳直８-４西谷(龍谷大)
▽５回戦
前川 知範８-９吉川 竜平(同大)
宇治 崇之８-４北野(立命大)
山下 祥平１-８畑中(立命大)
石島 友希９-８佐藤(立命大)
井筒 康太８-５近藤(立命大)
井上
実８-４山下(立命大)
倉地 芳直８-５上村(立命大)
▽準々決勝

小林(純)･丸本(大院大)０-８山村･田中(甲南大)

松永･小林(慶)３-８神田･迎垣(京産大)
諌山･井上８-２開發･川俣(近大) 井筒･倉地８-４権藤･古村(甲南大)
▽６回戦

諌山･井上９-８近藤･畑中(立命大)

井筒･倉地８-２真下･石堂(龍谷大)
▽準々決勝

諌山･井上 ６-２ ６-４ 崔 ･荒巻(関国大)

井筒･倉地 ６-４ ３-６ ６-２ 井上･東 (阪大)
▽準決勝
▽決 勝

諌山･井上 ６-４ ６-１ 井筒･倉地(同大)
諌山･井上 ６-１ ６-２ 高津･川崎(大体大)
〈優 勝〉

(女子シングルス)
▽２回戦

藤川

遥 def 岸本(京教大)

大毛 美南８-０橘(奈良女大)

長田姫佳里８-０加川(奈教大)

阪上 文音８-２西川(仏大)

竹島 加奈 def 浅野(甲南女大)

中田 春奈８-５平田(天理大)

天野 有理８-０川口(神女大)

竹上 莉菜８-０原口(神大)

本田 歩美８-１新口(甲南女大)

▽３回戦

藤川

遥８-１浅井(大教大)

大毛 美南８-０大森(神外大)

長田姫佳里８-２永田(京大)

阪上 文音５-８田中(関大)

竹島 加奈８-２塚本(京大)

中田 春奈３-８安藤(立命大)

天野 有理１-８川筋(大産大)

竹上 莉菜８-１間野(甲南女大) 本田 歩美７-８枝川(関大)
▽４回戦

藤川

遥８-６高谷(関外大)

大毛 美南８-１宮本(甲南女大) 長田姫佳里８-６桐畑(園田女大)
竹島 加奈４-８石川(園田女大) 竹上 莉菜５-８川筋(関外大)
▽５回戦

藤川

遥４-８竹内(大体大)

大毛 美南８-６池田(園田女大) 長田姫佳里７-９大西(関大)
▽６回戦

大毛 美南９-７高木(立命大)

▽準々決勝

大毛 美南

▽準決勝

大毛 美南 ７-６ ４-６ ０-６ 大西(関大)

６-２ ７-５

福原(関外大)

(女子ダブルス)
▽２回戦

藤川･大毛 def 梅木･田中(兵県大)

宇治 崇之
吉川 竜平
石島 智希
井筒 康太
▽準決勝

山田･北川８-０川口･渡辺(神女大) 長田･竹上８-１岡田･平地(神大)
竹島･中田８-２樽井･森山(滋大) 坂上･天野８-０西光･原田(大経大)
▽３回戦

藤川･大毛８-１大森･大手(神外大)

山田･北川 8-5 貝崎･新貝(びわこ) 長田･竹上 8-0 樋口･広瀬(甲南女)

３－６
３－６
６－４
４－６

２－６
５－７
６－４
６－２ ６－３

上野(立命大)
倉地 芳直(同大)
井上
実(同大)
畑中(立命大)

石島 智希 ６－４ ６－２

倉地 芳直(同大)

井筒 康太 ５－７ １－６
▽決 勝

上野(立命大)

藤川･大毛８-２西村･宮原(園田女大)

山田･北川 5-8 向浦･原田(関外大) 長田･竹上 8-4 村上･神谷(関外大)

石島 友希 ６－３ ６－０

上野(立命大)

坂上･天野３-８大原･長妻(大教大)

〈優 勝〉

竹島･中田 3-8 佐藤･笠井(関学)
▽４回戦

▽５回戦

坂上･天野 8-2 池田･桧皮(甲南女)

藤川･大毛８-４渡辺･中村(関学大)

(男子ダブルス)

長田･竹上２-８大庭･溝邊(立命大)

▽２回戦

▽準々決勝

藤川･大毛 ３-６ ６-０ ６-３ 藤原･望月(甲南大)

縄田・前場８-０善財・松井(京府大)

▽準決勝

藤川･大毛 ７-６ ６-４ 川崎･竹内(大体大)

三嶋・山下８-０戸波・飯谷(花 大)

▽決 勝

藤川･大毛 ４-６ ２-６ 柳瀬･山口(大産大)

宇治・吉川８-４浅田・伊藤(滋 大)

〈準優勝〉

荒谷・伊井８-２澤村・橋本(滋 大)

小林(純)・石田８-３稲垣・宋 (京 大)
小林(慶)・松永８-０有川・北丸(京工大)

２０１２（平成２４）年
【関西学生地域 (京都地区)テニストーナメント】

諌山・井上８-６廣瀬・米田(仏 大)
南川・山崎８-４塩見・木村(京 大)
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▽３回戦

２０１２（平成２４年）年
【全日本学生テニス選手権】
予選（０８月１５日～０８月１６日 岐阜ﾒﾓﾘｱﾙｾﾝﾀｰ）
予選 (男子シングルス)
▽１Ｒ 西村 友貴 ６－７ ６－２ ６－２ 由井（青山学院大）

荒谷・伊井９-８石堂・川崎(龍谷大)

縄田・前場８-３西岡・田中(京 大)
三嶋・山下８-５西谷・吉村(龍谷大)
宇治・吉川 def 玉田・脇坂(滋県大)
小林(純)・石田８-６有田・松岡(龍谷大)

▽２Ｒ 西村 友貴 ６－１ ７－６

小林(慶)・松永２-８浅井・北角(京 大)
諌山・井上８-１飯田・高橋(龍谷大)
南川・山崎８-９山居・鎌田(びわこ大)
▽４回戦

▽１Ｒ 浦上・西村 ６－２ ６－０

小竹・田野（松山大）

▽２Ｒ 浦上・西村 ６－３ ６－４

片谷・中川（中央大）

荒谷・伊井８-０江畑・山本(京産大)

縄田・前場２-８近藤・畑中(立命大)

２０１２（平成２４年）年
【全日本学生テニス選手権】
（０８月２０日～０８月２３日 岐阜ﾒﾓﾘｱﾙｾﾝﾀｰ）
(男子シングルス)
▽１回戦
西村 友貴 ６－２ ６－２
吉田（鹿屋体育大）

三嶋・山下４-８山下・江連(立命大)
宇治・吉川８-５喜田・大谷(京 大)
小林(純)・石田７-９長田・玉井(びわこ大)
諌山・井上８-０西本・木村(びわこ大)
▽準々決勝
荒谷・伊井 ６－３ ３－６ ５－７ 山下・江連(立命大)
宇治・吉川 ６－２ ３－６ ０－６ 佐藤・北野(立命大)
諌山・井上 ６－２ ６－３

浅井・北角(京 大)

▽準決勝
諌山・井上 ６－１ ６－２

佐藤・北野(立命大)

▽決 勝
諌山・井上 ６－３ ６－７ ６－２ 近藤・畑中(立命大)
〈優 勝〉
(女子シングルス)
▽１回戦

諌山 航平 ６－０ RET
▽２回戦
浦上 武大 ６－２ ６－３
西村 友貴 ４－６ １－６

竹内 (法政大)

諌山 航平 １－６ ２－６
▽３回戦
浦上 武大 ６－３ ６－４
▽４回戦
浦上 武大 ５－７ ６－７
(男子ダブルス)

竹内 (法政大)

竹下 (法政大)
志賀（慶応義塾大）

上原 (甲南大)
小野 (明治大)

▽１回戦

長田姫佳里８-０粟野(京教大)

浦上・西村 ６－１ ３－６ ７－６ 加治・矢野（福岡大）

阪上 文音 def 柴田(京工大)

竹島 加奈８-１泉 (京産大)

▽２回戦

中田 春奈８-０沢田(京工大)

天野 有理 def 石原(びわこ大)

浦上・西村 ０－６ ２－６

本田 歩美８-０植村(仏 大)
▽２回戦

鈴木（法政大）

予選 (男子ダブルス)

廣田・吉岡（早稲田大）

(女子シングルス)
▽１回戦

大毛 美南８-１中村(仏 大)

長田姫佳里５-８芝田(京産大)

阪上 文音１-８増岡(びわこ大)

井上 晴菜 ６－０ ６－０

岡田（金沢大）

竹島 加奈５-８安藤(立命大)

中田 春奈４-８山下(龍谷大)

北川 真衣 ６－１ ６－２

山口（東海学園大）

天野 有理８-０小牧(京産大)

本田 歩美８-０渡邉(京産大)

▽２回戦

▽３回戦

井上

大毛 美南８-２田中(びわこ大)

天野 有理０-８山之江(立命大)

本田 歩美２-８奥田(立命大)

▽準々決勝
大毛 美南 ４－６ １－６

阪上・北川８-２西川・赤谷(仏 大)

井上 晴菜 ３－６ ６－４ RET

山下（青山学院大）

北川 真衣 ６－１ ６－３

佐合（東海学園大）

井上 晴菜 ２－６ １－６

青木（法政大）

北川 真衣 ０－６ ３－６

西村（関西外大）

(女子ダブルス)

中田・天野８-３池田・永田(京 大)
▽２回戦

水沼（法政大）

▽３回戦

溝邊(立命大)

(女子ダブルス)
▽１回戦

愛 ３－６ ０－６

▽１回戦

長田・竹島５-８中村・田中(びわこ大)

大毛・本田８-２岸本・大澤(京教大)

井上(愛)・井上(晴) ６－３ ６－４

阪上・北川６-８内田・中原(立命大)

▽２回戦

中田・天野６-８増岡・新貝(びわこ大)

井上(愛)・井上(晴) ６－７ １－６

長谷川・富松（中京大）
降旗・山下（青山学院大）

▽準々決勝
大毛・本田 ６－４ ５－７ ６－４ 溝邊・奥田

２０１２（平成２４年）年
【全日本学生室内テニス選手権】
予選
（１２月０２日～１２月０５日 江坂TC）
予選 (男子シングルス)
▽１R 西村 友貴 ６－０ ６－２
近藤（島根大）

(立命大)

▽準決勝
大毛・本田 ７－５ ４－６ ４－６ 内田・中原

(立命大)
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諌山 航平 ２－６ ３－６

小村（法政大）

▽ＳＦ 西村 友貴 ２－６ ４－６

上原（甲南大）

予選 (女子シングルス)
▽１R 井上
愛 ７－６ ７－６

古屋（中京大）

北川 真衣 ６－２ ６－２
▽ＳＦ 井上

池田 (慶応大)

愛 ６－４ ４－６ ７－５ 山下(青山学院大)

北川 真衣 ６－３ ６－３
▽FIN 井上

本戦（０５月１４日～１６日 靭 TC）
(男子シングルス)
▽１回戦
浦上 武大６-３ ７-５田中(JR 北海道)
西村 友貴６-７ ６-３ ６-３梶川(AJTA)

齋藤 (長国大)

▽２回戦

浦上 武大６-４ ４-６ ６-２加藤(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ)
西村 友貴６-２ ６-３喜多(上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

▽３回戦

浦上 武大４-６ ５-7
福田(OB－ﾌﾟﾛ-ASIA PARTNERSHIP FUND)
西村 友貴１-６ ６-２ ０-６吉備(ﾌﾟﾛ-ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

愛 ６－０ ４－６ ６－３ 岡田（山学大）

北川 真衣 ６－７ ３－６

定兼（早稲田大）

(男子ダブルス)
▽１回戦
浦上・西村６-１ ６-２
廣瀬(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ)･滝本(GURIM)
▽２回戦
浦上・西村６-３ ５-７ ９-11
高梨(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ北千里)･鈴木(轟ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
(女子シングルス)
▽１回戦
井上
愛６-０ ６-２国府(大教大)
▽２回戦
井上
愛４-６ ２-６川崎(ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ)

予選 (女子ダブルス)
▽１R 井上(愛)・井上(晴) ７-６ ２-６ ６-３ 上地・田中 (関学大)
▽ＳＦ 井上(愛)・井上(晴) ６-４ ６-０ 岡田・久次米 (山学大)
▽FIN 井上(愛)・井上(晴) ６-３ ４-６ ４-６ 藤原・内田 (関西大)
本選 (男子シングルス)
本選（１２月０６日～
江坂 TC）
▽１回戦 浦上 武大 ６－７ ３－６
今井（早稲田大）
本選 (女子シングルス)
▽１回戦 井上 愛 ６－４ １－６ １－６ 西本（慶応大）

西村 友貴６-２ ６-３喜多(上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
２０１２（平成２４年）年
【ブリジストン京都オープン２０１２】第１２回
予選
（０４月０９日～ 小畑川中央公園TC）
予選 (男子シングルス)
▽１R
前川知範８-２飯田(京外大西高)

２０１２（平成２４年）年
【九州学生室内テニス選手権】平成２４年度
（ ２月２０日～２３日 博多の森ﾃﾆｽ競技場室内ｺｰﾄ）
(男子シングルス)
▽２回戦 西村友貴 ６－１ ６－２
佐藤 (九共大)
▽３回戦 西村友貴 ６－３ ６－１

沼野 (甲南大)

▽準決勝 西村友貴 ６－２ ７－６

中島 (早稲田大)

▽決 勝 西村友貴 ６－４ ６－４

戸田 (法政大)

三嶋洋貴 4-8 神島(光泉高) 伊井健太朗 def 上村(名経大付属市頓中)
二村真基８-０石飛(美原の森ﾃﾆｽ G) 小林慶太 def 都築びわこ大)
宇治崇之８-０谷口(ﾃﾞｨｰﾊﾞｰTC) 松永慶太３-８寺尾(Tennis Bullet)
吉川竜平８-３奥田(早稲田摂陵高) 南川 翼１-８鈴木(轟ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

〈優 勝〉

石田智輝４-８遠山(INOUE.T.A)

(男子ダブルス)
▽１回戦 西村(同大)･沼野(甲南大) ６－１ ６－２

▽２R

前川知範８-２大山(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

伊井健太朗８-３森田(京外大西高) 二村真基８-１濱口(京外大西高)

高木･佐藤 (九共大)
▽２回戦 西村(同大)･沼野(甲南大) ６－１ ６－７ ６－７
佐伯･西田 (鹿体大)
(女子シングルス)
▽２回戦 井上晴菜 ６－２ ６－１

山崎遼平２-８祝出(ｱﾝｼﾞｪ)

宇治崇之８-２井筒康太(同大)

小林慶太８-３山下祥平(同大)

吉川竜平 def 山口(ﾌﾟﾚｲﾒｲﾄ)

諌山航平８-６祝出(ｱﾝｼﾞｪ)

倉知芳直８-３細田(島津製作所)

篠原 (西南女大)

▽FIN

▽準決勝 井上晴菜 ６－３ ６－１

田崎 (長国大)

伊井健太朗１-８加藤(神院大)

前川知範８-１小林慶太(同大)
二村真基２-８西村(神院大)

▽決 勝 井上晴菜 ６－３ ６－４

斉藤 (長国大)

諌山航平８-６宇治崇之(同大)

吉川竜平８-６トレド(東山高)

倉知芳直９-８槙(京外大西高)

〈優 勝〉

予選 (女子シングルス)

(女子ダブルス)

▽１R
大毛美南８-6 青木(神戸親和女大)
長田姫佳里８-4 増岡(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ T 宝池) 阪上文音８-３坂根(華頂高)
竹島加奈６-８高屋(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ T宝池) 竹上莉菜２-8河内(京外大西高)
天野有里４-８八重川(明石ﾃﾆｽ企画) 本田歩美４-８大塚(四宮 TC)
▽FIN
大毛美南５-８越野(湯山泰次 TS)
長田姫佳里８-1 阪上文音(同大)
本戦（０４月１２日～１５日 小畑川中央公園 TC）
(男子シングルス)
▽１回戦
浦上武大６-０ ６-２伊藤(ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ)

▽準決勝
井上(晴)(同大)･大塚(園田女大) ６-２ ６-１ 日笠山･鐘江 (福大)
▽決 勝
井上(晴)(同大)･大塚(園田女大)１-６６-３４-６ 齋藤･田崎 (長国大)
〈準優勝〉
２０１２（平成２４年）年
【関西オープンテニス選手権】第８８回 一般の部
予選（０５月１３日～２８日 靭 TC）
予選 (男子シングルス)
▽２R
西村友貴９-８神山(近大)

西村友貴６-２ ６-2 河原(三和ｽﾎﾟｰﾂﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ枚方)
前川知範１-６６-７西村(神院大) 吉川竜平４-６３-６高木(東山高)
諌山航平１-６ ６-７長船(東山高) 倉地芳直 1-６ ２-６武藤(ﾌﾘｰ)

２０１２（平成２４年）年
【関西オープンテニス選手権】第８８回 一般の部

石島知希 3-0RET 渡辺(ﾌｫﾛｰｳｲﾝﾄﾞｳ)
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井上実６-０長尾(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱ京都西) 井上実３-６菅野(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝池)

井上 実６-７ ３-６柳澤(香里ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
▽２回戦

(男子シングルスリーグ) B ﾌﾞﾛｯｸ
石田智輝(同大)２-６倉知芳直(同大)

浦上武大６-２ ６-２山本(COZY)

西村友貴３-６ ２-６佐野(OB－東山 TC)

石田智輝３-６沖 (WINN)

石島知希４-６ １-６畑中(ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞｺｽﾊﾟ八尾南)

倉知芳直５-７堀田(京外大西教員)
倉知芳直５-７沖 (WINN)

▽準々決勝 浦上武大６-４ ６-３長船(東山高)

石田智輝３-６堀田(京外大西教員)

▽準決勝

浦上武大６-２ ７-５高木(東山高)

南川 翼(同大)０-６石田智輝(同大) 倉知芳直６-０南川 翼(同大)

▽決 勝

浦上武大６-３ ６-4 堀切(ﾃﾝ･IF)

南川 翼０-６沖 (WINN)

南川 翼０-６堀田(京外大西教員)

(男子シングルスリーグ) C ﾌﾞﾛｯｸ
三嶋洋貴(同大)０-６井筒康太(同大)

〈優 勝〉
(男子ダブルス)
浦上･西村６-１ ６-3 縄田･三嶋(同大)
▽１回戦

三嶋洋貴６-４喜多(ﾌﾘｰ)

伊井・前場６-３ ４-６ ８-10 松永・山下(同大)

三嶋洋貴６-３細田(島津製作所) 井筒康太６-２細田(島津製作所)

二村・前川３-６ ６-３ 13-11 諌山･井上(同大)

三嶋洋貴６-２田代(WINN)

宇治・吉川６-１ ６-２南川･山崎(同大)

(男子シングルス決勝リーグ)
井筒康太１-６佐野(OB－東山 TC)

井筒・石田２-６ ２-６佐野(OB－東山 TC)・長船(東山高)
河原(三和ｽﾎﾟｰﾂﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ枚方)･進士(ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞｾﾌﾞﾝｽﾘｰ)

(男子シングルス３位リーグ)
井上 実(同大)５-７倉知芳直(同大)

二村･前川６-４ ６-３石島･倉地(同大)
松永･山下５-７ ６-４ ４-10 加藤(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ TC)･西村(神院大)

井上 実(同大)６-０喜多(ﾌﾘｰ)

浦上･西村６-０ ６-１二村･前川(同大)

石田智輝７-５田代(WINN)

井上晴菜４-６ ６-４ ６-０大麻(Y.ATT)
北川真衣６-７ ６-１ ６-4 小川(関外大)
井上 愛７-５ ６-１小西(Cs RACQUET CLUB)

井上晴菜１-６ １-６川島(Balle BlancheT.C)
北川真衣６-１ 3-1RET 江藤(JAPAN Tennis Players Production)
▽準々決勝 井上 愛６-３ １-６ ６-7 鵜飼(恵那峡ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
北川真衣 4-1RET 東(難波徹 NAMP)
北川真衣３-６ ３-６川島(Balle BlancheT.C)

(女子ダブルス)
▽１回戦
井上(愛)･井上(晴)６-４ ６-３飯尾･福原(関外大)
藤川・大毛５-７ ７-６ 10-３
長船(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ小倉)･八田(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ宝ヶ池)
天野・竹上４-６ ３-６木村･渡辺(京外大西高)
北川・本田２-６ ３-６ 伊藤(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)･坂根(華頂女高)
井上(愛)･井上(晴)６-７ ６-４ 10-４
岡崎(WATS)･永井(和歌)
藤川・大毛３-６ ２-６ 大上･村瀬(京外大西高)
▽準決勝

井上(愛)･井上(晴)７-６ ６-４木村･渡辺(京外大西高)

▽決 勝

井上(愛)･井上(晴)６-０ ７-６大上･村瀬(京外大西高)

南川 翼(同大)７-５田代(WINN)

２０１２（平成２４年）年
【京都府テニス選手権】第６６回
（０６月２３日、２４日、３０日 小畑川中央公園ＴＣ）
(男子シングルス)
▽１Ｒ
浦上 武大(同大)８-２寺尾(Tennis Bullet)
井上
実(同大)６-８奥田(早稲田摂陵高校)
井筒 康太(同大)８-０坂田(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)
▽２Ｒ
浦上 武大(同大)８-3 橋本(西の丘 LTC)
西村 友貴(同大)８-２小林(四ﾉ宮 TC)
井筒 康太(同大)８-６福井(大日本ｽｸﾘｰﾝ)
▽３Ｒ
浦上 武大(同大)４-８佐野(OB 東山 TC)
西村 友貴(同大)８-３奥田(早稲田摂陵高校)
井筒 康太(同大)８-０武藤(win tennis)
▽ＳＦ
西村 友貴(同大)９-８加藤(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ洛西)
井筒 康太(同大)５-８佐野(OB 東山 TC)
▽FIN
西村 友貴(同大)２-６ １-６佐野(OB 東山 TC)
〈準優勝〉
(男子ダブルス)
▽２R 石島・井上(同大)８-４古谷・山上(ｺｽﾊﾟ桃山六地蔵)

長田姫佳里１-６ ０-６ 掛川(TC ｺｽﾊﾟ三国ヶ丘)

▽２回戦

倉知芳直(同大)６-４喜多(ﾌﾘｰ)

(男子シングルス４位リーグ)
石田智輝(同大)６-０南川 翼(同大)

浦上･西村６-０ ７-６高木･ﾄﾚﾄﾞ(東山高)
▽決 勝
(女子シングルス)
▽１回戦
井上 愛６-３ ６-２鈴木(大産大)

▽準決勝

井筒康太６-０沖 (WINN)

三嶋洋貴(同大)６-０堀田(京外大西教員)

▽準々決勝 浦上･西村６-４ ６-４ 宇治・吉川(同大)

▽２回戦

井筒康太６-２田代(WINN)

(男子シングルス２位リーグ)
三嶋洋貴(同大)３-６菅野(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝池)

倉地・石島３-６ ６-２ 10-8

▽準決勝

井筒康太６-２喜多(ﾌﾘｰ)

井筒・後田(同志社国際高)８-６
中島(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝ヶ池)・北川(同志社国際高校)
▽SF 石島・井上(同大)８-４門園・金沢(長岡京市 TA)

〈優 勝〉

井筒・後田(同志社国際高)５-８乾野・二塚(ｺｽﾊﾟ桃山六地蔵)
▽FIN 石島・井上(同大)６-４ ０-６ 10-５

２０１２（平成２４年）年
【ダンロップシングルストーナメント】
（０５月１３日～ 宝ヶ池公園ﾃﾆｽｺｰﾄ）
(男子シングルスリーグ) A ﾌﾞﾛｯｸ
井上実３-６佐野(OB－東山 TC) 井上実６-１浅名(ﾗｲｽﾄﾞｱ)

〈優 勝〉

乾野・二塚(ｺｽﾊﾟ桃山六地蔵)

２０１２（平成２４年）年
【滋賀県テニス選手権】第５０回 滋賀県知事杯
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＜一般女子の部＞ 予選（Ｈ24 年 04 月 08 日 希望ｹ丘公園 TC）
(女子シングルス)
ﾘｰｸﾞ戦

(男子シングルス)
▽１回戦
浦上武大６-０ ６-1 武藤(ﾌﾘｰ)

▽１Ｒ

中田春菜６-２ ６-０秦(TTt ﾃﾆｽ)

▽２回戦

▽２Ｒ

中田春菜０-６ ０-6 山口(Tennis Bullet)

西村友貴６-３ ６-２澤井(ﾙｰｾﾝﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ豊中)
西村友貴６-２ ６-７ ６-1 角田(N.CSP)
▽３回戦

２０１２（平成２４年）年
【滋賀県テニス選手権】第５０回 滋賀県知事杯
（Ｈ24 年 04 月 14～21 日 彦根総合運動場庭球場）
(男子シングルス)
▽１回戦
諌山航平
def 千原(滋賀大)
▽２回戦
▽３回戦

▽４回戦

▽２回戦

諌山航平１-６ １-６津田(Sports Villege)

浦上・西村６-７ １-６華谷･加藤(ﾉｱ･ｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ)

(女子シングルス)
▽１回戦
井上晴菜６-１ ６-1 長澤(ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ)

諌山航平６-４ ６-２柏 (ARROW.T.S)

▽決 勝

西村友貴１-６ １-６松下(OB－JR 北海道)

(男子ダブルス)
▽１回戦
浦上・西村６-０ ６-1 田村･岩坂(関西国際大)

▽準々決勝 諌山航平６-０ ６-４坂上(光泉高)
諌山航平７-５ ７-５奥田(Sports Villege)

浦上武大５-７ ３-６比嘉(ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ)
西村友貴２-６ ６-０ ６-２湯原(Ｆﾃﾆｽ)

諌山航平５-７ ６-１ 14-12 稗島(光泉高.

▽準決勝

浦上武大６-０ ６-１梶川(AJTA)

▽２回戦

井上晴菜３-６ ４-６野井(Reel Style)

(女子ダブルス)
▽１回戦
阪上・中田６-２ ６-３

〈準優勝〉
(男子ダブルス)
▽１回戦
石島(同大)・浅野(Tennis Platz)６-０ ６-２

横田(夙川学院高校)･岡田(夙川学院中学)
▽２回戦

阪上・中田０-６ ３-６山本･村上(関学大)

西井・奥田(NTP.)
▽２回戦

２０１２（平成２４年）年
【ミルフィーﾕオープン２０１２シーズンⅡ】
本戦（０２月２８日～０３月０６日 靭ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ）
(男子シングルス)
▽１回戦
浦上武大 ６－１ ６－２ 高橋 (ﾃﾆｽﾎﾟｰﾀﾙ)

石島(同大)・浅野(Tennis Platz)６-０ ６-３
永尾(ﾔﾊﾟｾ TA)･饗庭(STYLE TP)

▽３回戦

石島(同大)・浅野(Tennis Platz)２-６ ６-４ ８-10
福島・安田(彦根ｸﾞﾘｰﾝ TC)

西村友貴 １－６ ６－０ ６－１ 奥田 (荏原 SSC)

２０１２（平成２４年）年
【滋賀県テニス選手権】第５０回 滋賀県知事杯
（Ｈ24 年 04 月 21 日～28 日 長浜ﾄﾞｰﾑ）
(女子ダブルス)
▽２回戦
中田(同大)・溝邊(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ TE)４-６ ６-２ 10-７

▽２回戦

西村友貴 ３－６ ６－２ ３－６ 木下 (わんむ T.T)
▽３回戦

中田(同大)・溝邊(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ TE)６-１ ６-１

▽決 勝

中田(同大)・溝邊(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ TE)６-７ ２-６

(男子ダブルス)
▽１回戦
浦上・西村 ６－２ ６－４

清水･井出(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ TE)
〈準優勝〉

浦上武大 ６－１ ６－２ 華谷 (ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ)

▽準々決勝 浦上武大 ６－７ ３－６ 鵜飼 (東海大)

飯田･増岡(びわこ SP 大学)
▽準決勝

浦上武大 ６－０ ６－３ 黒田 (近畿大)

中居(ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ)･山根(ﾙﾊﾟﾗﾃﾞｨﾃﾆｽ＆ｺﾞﾙﾌ)

田中(ARROWS.T.S)･福原(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ TE)

▽準決勝

浦上・西村 ７－６ １－６ 10－６

▽決 勝

浦上・西村 ６－０ ６－１

加藤(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ)･伊藤(ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞｺｽﾊﾟ八尾南)

２０１２（平成２４年）年
【ｸﾗﾌﾞ対抗】第３戦
（０７月０８日 水口ｽﾎﾟｰﾂの森）
(女子シングルス) ▽３Ｒ
(Ｓ ) 中田春奈(同大) 6-2 6-2 北山(ｾﾝﾁｭﾘｰ)
(女子ダブルス)
▽３Ｒ
(Ｗ ) 中田(同大)･井手(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ TEA) 6-3 6-2 下田･藤村(ｾﾝﾁｭﾘｰ)
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ TEA ４－１ ｾﾝﾁｭﾘｰ

〈優 勝〉 澤井(ﾙｰｾﾝﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ豊中)･山本(COZY)
(女子シングルス)
▽１回戦
井上 愛 ３－６ １－６ 首藤 (城南学園高校)
(女子ダブルス)
▽準々決勝 井上(愛)・井上(晴) ６-１ ６-３ 岩田･新井川(WATS)
▽準決勝

井上(愛)・井上(晴) ６-０ ６-０
戸田･三戸口(相生学院高校)

▽決 勝

２０１２（平成２４年）年
【ミキプルーン神戸オープンテニス２０１２】第２１回
予選（０４月０１日 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ）
予選(女子シングルス)
▽１R
大毛美南４-８伊丹(甲南大)

井上(愛)・井上(晴) ７-５ ６-２
〈優 勝〉

藤本･観音堂(相生学院高校)

２０１２（平成２４年）年
【ミルフィーﾕオープン２０１２SUMMER】
本戦（０７月０４日～０９日 靭ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ）
(男子シングルス)
▽２回戦
浦上武大 ６－３ ６－０ 畑中 (立命大)

長田姫佳里０-８大原(大教大) 阪上文音５-８栗本(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ 81 ﾃﾆｽ)
竹島加奈５-8 岡(園田学園高) 中田春奈４-８大田尾(関学大)
本戦（０４月０３日～０６日 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ）

西村友貴 ６－３ ６－４ 矢野 (亜細亜大)
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浦上武大 ８－６ 熊谷 (大院大)

▽３回戦

２０１２（平成２４）年
【REX シーサイドオープン (１２月) 】
（１１月２７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)

西村友貴 ２－８ 佐古 (ｺｽﾊﾟ三国ヶ丘)
▽準々決勝 浦上武大 ９－７ 佐古 (ｺｽﾊﾟ三国ヶ丘)
浦上武大 ２－８ 酒井 (ﾌﾘｰ)

▽準決勝

▽１R

(男子ダブルス)
▽１回戦
浦上・西村 ７－６ ７－６ 椎名･福中(近畿大)
▽２回戦

浦上・西村 ７－６ ６－３ 平井･畑中(立命大)

▽準決勝

浦上・西村 ８－２
藤井(ﾙｰｾﾝﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ豊中)･山本(COZY)
〈優 勝〉

西村友貴６-０ ６-１海本(ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ)
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)

西村友貴７-５ ６-０細谷(荏原 SSC)

予選 (男子ダブルス)

浦上(同大)・松下 OB(JR 北海道)６-２ ６-３

井筒康太 ６－１ ６－３

山崎(ｱｸﾄｽ)

倉地芳直 ６－１ 1-0def

高橋(ﾃﾆｽﾎﾟｰﾀﾙ)

浦上武大 ６－４ ６－４

兼任(近大付属高校)

西村友貴 ６－２ ６－４

嶋地(水無瀬 JTC)

宇治崇之 ６－２ ６－３

深井(ﾙｰｾﾝﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ豊中)

諌山航平 ６－２ ６－２

秋元(JR 北海道)

石島知希 ６－０ ６－０

宝納(甲子園ﾃﾆｽｽｸｰﾙ)

井筒康太 １－６ ２－６

松下(OB JR 北海道)

def

松田(高崎ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

浦上武大 ６－０ ６－２

佐古(ｺｽﾊﾟ三国ヶ丘)

西村友貴 ４－６ ３－６

長尾(JR 北海道)

倉地芳直 ６－４ ４－６ １－６ 菅野(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ宝ｹ池)

浦上(同大)・松下 OB(JR 北海道)６-３ ６-１

▽ＱＦ

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)
西村(同大)・梶原(神院大)３-６ ６-３ ６-３福田
(ASIA PARTNERSHIP FUND)・河原(三和ｽﾎﾟｰﾂﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ枚方)

浦上武大 ６－１ ６－１

菅野(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ宝ｹ池)

宇治崇之 ３－６ ２－６

長尾(JR 北海道)

石島知希 ４－６ ４－６

松下(OB JR 北海道)

▽ＳＦ

２０１２（平成２４）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】本戦
（０１月０９日～１５日 青野運動公苑ｱｵﾉﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）
(男子シングルス)
▽１回戦
浦上武大７-６ ３-６ １-６吉備(ｲｶｲ)

浦上武大 １－６ ３－６

長尾(JR 北海道)

(男子ダブルス)

▽２Ｒ
浦上・諌山 ６－２ ６－２ 三川(Keep smilling)･福本(甲南大)

西村友貴６-１ ６-４小野田(柳生園 TS)

西村・石島 ６－０ ６－２ 福井(REX)･堀 (大阪学院大)

西村友貴２-６ ４-６斉藤(荏原 SSC)

井筒・倉地 ７－６ ６－４ 松下･秋元(JR 北海道)

(男子ダブルス)

▽ＱＦ
浦上・諌山 ６-２ ０-６ ４-６ 長尾･田中(JR 北海道)

西村(同大)・梶原(神院大)７-６ ６-１
浦上(同大)・松下 OB(JR 北海道)

▽２回戦

神山(近畿大)

石島知希 ６－７ ６－１ ６－１ 上杉(清風高校)

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)

▽１回戦

def

諌山航平 ７－６ ５－７ ５－７ 松下(OB JR 北海道)

西村(同大)・梶原(神院大)６-２ ６-３

▽２回戦

大山(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾖｲﾔﾙ)

宇治崇之 ６－４ ２－６ ７－５ 原田(ATC)

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)

▽２R

生田(M.T.F ｸﾗﾌﾞ)

諌山航平 ６－０ ６－２

▽３R

西村友貴６-１ ６-４掛川(ｼﾝｽﾞあざみ野 TT)
▽１R

宇治崇之 ６－４ ６－４

倉地芳直

浦上武大６-２ ６-０泉 (ｵｰﾙｻﾑｽﾞ TC)

▽３Ｒ

今里(ｱｸﾄｽ)

▽２R

２０１１（平成２３）年 予選
２０１２（平成２４）年 本戦
【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)

▽２Ｒ

田中(Team K)

西村友貴 ６－０ ６－０

石島知希

浦上・西村 def 小川(伊予銀行)･弓立(明治大)

▽決 勝

浦上武大 ６－０ ６－０

西村・石島 ６－１ ６－２ 横山･廣瀬(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ)
井筒・倉地 ６－１ ６－３ 吉岡(Keep smilling)･戸江(Team K)

西村(同大)・梶原(神院大)３-６ １-６
比嘉(ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ)・仁木(ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾊﾟﾜｰ静岡)

▽ＳＦ
西村・石島 ７－６ ６－２ 篠川･武田(JR 北海道)

２０１２（平成２４）年
【REX シーサイドオープン in 舞島 V】
（０２月０７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 西村友貴 ５－７ ０－６ 進士(ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞｾﾌﾞﾝｽﾘｰ)

井筒・倉地 ２－６ ２－６ 長尾･田中(JR 北海道)
▽FIN
西村・石島 ３－６ ５－７ 長尾･田中(JR 北海道)
〈準優勝〉
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▽１R 伊井健太朗 ０－６ １－６ 金瀬 (星和高原 TC

２０１２（平成２４）年
【BRAIN ATHLETE TOUR vol 3】
（０２月１３日～ ﾏﾘﾝﾃﾆｽﾊﾟｰｸ北村）
予選 (男子シングルス)
▽１R
三嶋友貴１－８三宅(岡山理大付属高校)

前川知範８－１熊谷(ＭＳ企画)
▽２R

小林 純 ６－４ ４－６ ６－０ 森 (tennis egg)
▽２R 小林 純 ０－６ ０－６ 高橋 (NTT 東日本東京)
２０１２（平成２４）年
【忍頂寺ハードコートオープン２０１２スプリング】
予選（０３月２６日～２７日 忍頂寺ｽﾎﾟｰﾂ公園）
予選 (男子シングルス)
▽２R
小林 純 ８－５ 飯島(ﾙｰｾﾝﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

宇治崇之８－２森山(近畿大)

前川知範８－０嶋池(水無瀬 JTC)

宇治崇之８－２今村(香里ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
(男子シングルス)

（０２月１４日～１９日 ﾏﾘﾝﾃﾆｽﾊﾟｰｸ北村）

▽１回戦 浦上武大 ６－０ ６－１ 辻本(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｰｽﾃｰｼﾞ)
西村友貴 ７－６ ７－６

宇治崇之

大崎(近畿大)
▽３R

井上(江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ)

小林 純 6-1RET 阪下(履正社医療ｽﾎﾟｰﾂ専門学校)
宇治崇之

▽２回戦 浦上武大 ６－４ ６－１ 諌山(相生学院高校)

def

奥(ﾃﾆｽｺﾐﾆｹ-ｼｮﾝ門真)

小林慶太 ８－１ 内田(履正社医療ｽﾎﾟｰﾂ専門学校)

西村友貴 ４－６ ６－３ ６－４ 坂野(伊予銀行)
前川知範 １－６ ５－７

小坂(HSE)

小林慶太 ８－０ 内田(tennis villa)

前川知範 ６－７ ６－３ ６－１ 山本(COZY)
宇治崇之 ６－０ ６－０

def

本戦（０３月２７日～３月
(男子シングルス)

華谷(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ)

▽１回戦

宇治崇之 ６－３ ３－６ ６－２ 武藤(Win Tennis)

忍頂寺ｽﾎﾟｰﾂ公園）

小林 純 ７-６ ６-２ 池田(鶴見緑地ﾐｽﾞﾉﾃﾆｽｽｸｰﾙ)

▽３回戦 浦上武大 ２－６ ４－６ 加藤(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ)

西村友貴 ７-５ ６-１ 宇治崇之(同大)

西村友貴 ６－３ ６－３

小林慶太 ６-４ ７-６ 新出(香里ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

佐古(ｺｽﾊﾟ三国ヶ丘)
▽２回戦

宇治崇之 ６－０ ４－６ ０－６ 沼野(甲南大)

小林 純 ４-６ ３-６ 横山(神戸学院大)

▽準々決勝 西村友貴 ５－７ ６－４ ６－４ 上杉(近畿大)

西村友貴 ２-６ ７-６ ６-３ 乾(NB ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

▽準決勝

小林慶太 ４-６ ２-６ 田頭(Teem.K)

西村友貴 ３－６ １－６ 山本(大阪教育大)

(男子ダブルス)

（０２月１４日～１９日 ﾏﾘﾝﾃﾆｽﾊﾟｰｸ北村）

▽１回戦
浦上・西村 ６－３ ６－１ 浅田(Keep smilling)･西村(ｼﾗｻｷﾞ)

▽３回戦

西村友貴 ６-２ ６-３ 佐藤(香里ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

▽準決勝

西村友貴 ６-７ ３-６ 福田(ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ高槻)

(男子ダブルス)

伊井･荒谷(同大)

▽２回戦

西村･二村 ６-０ ６-４ 井筒･阪下(履正社医療ｽﾎﾟｰﾂ専門学校)

浦上・西村 ７-５ ６-３ 加藤(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ)･伊藤(ｺｽﾊﾟ八尾南)

前場･縄田 ６-３ ６-４ 北川･長尾(REX)

▽準決勝

宇治･吉川 ７-６ ７-５ 大槻･河原(三和ｽﾎﾟｰﾂﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ枚方)

浦上・西村４-６ ６-３ ６-４小川(伊予銀行)･華谷(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ)

▽２回戦

▽決 勝

前場･縄田 ２-６ ２-６ 大西(BEAR)･高木(西の丘 LTC)

浦上・西村 ６-－３ ６－２ 横山(神院大)･石橋(大体大)

松永･山下 ３-６ ２-６ 高橋(NTT 東日本)･野口(東宝調布 TC)

〈優 勝〉
(女子シングルス)

▽準決勝

▽１回戦

▽決 勝

▽２回戦 井上晴菜３-６６-２６-４小西(Cs RACQUET CLUB)
井上晴菜 ６－０ ６－０ 岡田(夙川学院中学)

▽準決勝

井上晴菜 ６-１２-６６-１ 掛川(TC ｺｽﾊﾟ三国ヶ丘)

▽決 勝

井上晴菜 １－６ ３－６ 首藤(城南学園)

西村･二村 ６-３ ６-４宇治･吉川(同大)

西村･二村 １-６ ７-６ ６-４
高橋(NTT 東日本東京)･野口(東宝調布 TC)

（０２月１４日～１９日 ﾏﾘﾝﾃﾆｽﾊﾟｰｸ北村）

井上晴菜 ６－２ ６－１ 森(相生学院高校)

▽３回戦

松永･山下

def

前川(同大)･谷本(刈谷ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ) ５-７ ４-６ 中村･上杉(近畿大)

▽１回戦

西村･二村 ６-３ ６-１
〈優 勝〉

大西(BEAR)･高木(西の丘 LTC)

２０１２（平成２４年）年
【2012 Verde cup 山梨北社ｵｰﾌﾟﾝ】
（０７月０２日～０９日 Club Verde）
(男子シングルス)
▽１Ｒ
諌山航平(同大) ６－４ ６－３ 安田(多摩大学)
▽２Ｒ
諌山航平(同大) ６－２ ６－２ 高橋(ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ TH)

〈準優勝〉
２０１２（平成２４）年
【名古屋グリーンオープン】
（０２月１９日～ 名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）
(男子シングルス)
▽１R 前川知範 ５－８ 西岡(三重県立四日市公共高校)

▽３Ｒ
▽４Ｒ

諌山航平(同大) ７－６ ６－２ 服部(10FIELD TS)
諌山航平(同大)４-６ ６-２ ７-６伊藤(京王赤城ｱｶﾃﾞﾐｰ)

▽ＳＦ
▽FIN

諌山航平(同大) ６－４ ６－１ 掛川(ｼﾝｽﾞあざみ野 TT)
諌山航平(同大)１-６７-５０-６松崎(ﾘﾋﾞｴﾗ逗子ﾏﾘｰﾅ TC)
〈準優勝〉

２０１２（平成２４）年
【ＫＰＩオープン２０１２】
（０３月２４日～ ｻﾝﾄﾋﾟｱﾏﾘｰﾅ）
(男子シングルス)

２０１２（平成２４）年
【福井県テニス選手権】第５２回
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▽４R

（０６月１０日・１２日 福井県営ﾃﾆｽ場）
(女子シングルス)

▽ＱＦ

井上 愛８-０中田(ﾍﾟｶﾞｻｽ TT)

▽ＳＦ

井上 愛８-１橘 (北陸高校)

▽FIN

井上 愛３-８林 (仁愛女子高校)

２０１２（平成２４年）年
第６７回【国民体育大会テニス選手権】福井県予選
予選（０６月３０日～ 福井県西公園ﾃﾆｽｺｰﾄ）
(女子シングルス)
▽
井上
愛(同大)８-１滝波(ﾌﾘｰ)

２０１２（平成２４）年
第８７回【全日本テニス選手権】広島県予選大会
予選（０７月１４日、１５日 広島県広域公園ﾃﾆｽｺｰﾄ）
(男子シングルス)

▽１Ｒ

正木拓真８－３松尾(ながれもの)

▽２Ｒ

正木拓真９－８松永(MHI－広島)

浦上(同大)・佐野(OB)９-８高橋・横山(大阪府)
京都府 ２－１ 大阪府

２０１２（平成２４年）年
第３３回【北信越国民体育大会】
（テニス競技）
予選（０８月０４日～０５日 福井わかばﾃﾆｽｺｰﾄ）
(成年女子)シングルス
▽１Ｒ 井上
愛(同大) ８－４ 大間知 (東海学園)
(成年女子)ダブルス
▽１R 井上(愛)・菅村(筑波大) ８－３

２０１２（平成２４年）年
第６７回【国民体育大会テニス競技－滋賀県選考会】
予選（０５月１９日 長浜ﾄﾞｰﾑ）
(男子シングルスリーグ)１戦目
諌山航平(同大) ６-８ 石島知希(同大)
(男子シングルスリーグ)２戦目
諌山航平１-８浅井(早大)
石島知希８-４浅井(早大)
(男子シングルスリーグ)３戦目
諌山航平８-２奥田(郁)(日大)
石島知希８-１奥田(郁)(日大)
(男子シングルスリーグ)４戦目
諌山航平１-８奥田(圭)(明治大) 石島知希８-１奥田(圭)(明治大)
(男子シングルスリーグ)５戦目
諌山航平１-８下 (OB－PTE) 石島知希７-９下 (OB－PTE)

佐伯(東海学院大)・大間知(東海学園大)
○福井市 ３－０ 富山県
(成年女子)シングルス
▽２Ｒ 井上
愛(同大) ８－６ 勝田 (金沢大)
(成年女子)ダブルス
▽２R 井上(愛)・菅村(筑波大) ８－２
勝田(金沢大)・坂川(愛知学院大)
○福井市 ３－０ 石川県
(成年女子)シングルス
▽３Ｒ 井上
愛(同大) ９－７ 品田 ((㈱ﾘｺｰ)
(成年女子)ダブルス
▽３R 井上(愛)・菅村(筑波大)６－８

２０１２（平成２４年）年
第６７回【国民体育大会テニス選手権】京都府選考会
予選（０６月０９日・１０日 西院公園 C）
(男子シングルス)
浦上 武大(同大)５-８佐野 光(同大 OB)
西村 友貴(同大)１-８佐野 光(同大 OB)
(女子シングルス)
山田侑奈(同大)３-８伊藤(島津製作所)

品田((㈱ﾘｺｰ)・植木(東洋学園)
○福井市 ２－１ 新潟県
(成年女子)シングルス
▽４Ｒ 井上
愛(同大) ８－２ 丸山 (大教大)
(成年女子)ダブルス
▽３R 井上(愛)・菅村(筑波大)８－０
丸山(大教大)・松浦(ﾄﾞﾘｰﾑﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
○福井市 ３－０ 長野県

２０１２（平成２４年）年
第６７回【国民体育大会テニス競技】近畿ﾌﾞﾛｯｸ大会
（０８月１８日 かわべﾃﾆｽ公園）
(男子シングルス)
▽１R
浦上 武大(同大)８-３下 (OB 滋賀県)
(男子ダブルス)
▽１R
浦上(同大)・佐野(OB)９-８下(OB)・奥田(滋賀県)
京都府 ３－０ 滋賀県
(男子シングルス)
▽２R
浦上 武大(同大)８-３上原(兵庫県)
(男子ダブルス)
▽２R
浦上(同大)・佐野(OB)３-８沼野・上原(兵庫県)
京都府 １－２ 兵庫県
(男子シングルス)
▽３R
浦上 武大(同大)８-３重松(奈良県)
(男子ダブルス)
▽３R
浦上(同大)・佐野(OB)８-3 中尾・重松(奈良県)
京都府 ３－０ 奈良県
(男子シングルス)
▽４R
浦上 武大(同大)８-４横山(大阪府)
(男子ダブルス)

２０１２（平成２４年）年
第６７回【国民体育大会テニス選手権】佐賀県予選
予選（０７月０７日 佐賀県森林公園ﾃﾆｽｺｰﾄﾞ）
(成年女子シングルス)
▽１Ｒ
藤川 遥 (同大)８-５中村(佐賀銀行)
２０１２（平成２４年）年
【国民体育大会】第３２回 九州ブロック大会 (テニス競技)
（０８月１８日 県立奥武山庭球場）
▽成年女子１Ｒ
佐賀県０－２宮崎県
藤川
遥 ０－８ 清水 (Club MASA)
▽成年女子 ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｺﾝｿﾚ本国体出場決定戦 佐賀県０－２熊本県
藤川
遥 ３－８ 前田 (熊本庭球塾)
２０１２（平成２４年）年
第３６回【全日本都市対抗テニス大会】北信越予選
（０５月２６日 上越運動公園）
一般 (女子ダブルス) 一般 (女子シングルス)
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▽１R 井上(愛)・菅村(筑波大) ８－２
佐伯(東海学院大)・大間知(東海学園大)
▽２R 井上

愛(同大) ６－１前田(富山国際大付属高)
×福井市 ３－４ 富山市

▽３位戦
▽１R 井上(愛)・菅村(筑波大) ８－２ 牧野・坂上(松商学園高)
○福井市 ４－３ 塩尻市
▽ＦIN 井上(愛)・菅村(筑波大) ８－４
勝田(金沢大)・東條(ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞ TC)
○福井市 ５－０ 金沢市
２０１２（平成２４年）年
第３６回【全日本都市対抗テニス大会】関西地域予選
（０５月２７日 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ）
一般 (男子ダブルス) 一般 (男子シングルス)
▽１R 諌山(同大)・奥田(明治大) ８－６
青田・宮西(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ TC 学園前)
諌山 航平 ８－６ 青田(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ TC 学園前)
○大津市 ４－３ 奈良市
▽２R 諌山(同大)・奥田(明治大) ８－３ 渡利・谷野(和歌山市)
×大津市 ３－４ 和歌山市
▽３位戦 諌山(同大)・奥田(明治大)８－４荒堀・今村(ｺｽﾊﾟ御殿山)
×大津市 ３－４ 大阪市
２０１２（平成２４年）年
第３６回【全日本都市対抗テニス大会】関西地域予選
（０７月２０日～２２日 世田谷区立総合運動場庭球場）
一般 (男子ダブルス) 一般 (男子シングルス)
▽１R 浦上・西村(同大) ８－４ 山本・朝比奈 (四日市市)
浦上 武大 ８－３ 矢野 (四日市市)
○京都市 ５－２ 四日市市
▽２R 浦上・西村(同大) ８－５ 石田・木村 (さいたま市)
浦上 武大 ３-２打切

游 (さいたま市)

○京都市 ４－２ さいたま市
▽QF 浦上・西村(同大) ８－４ 豊田・高石 (松戸市)
浦上 武大 ８－６ 豊田 (松戸市)
○京都市 ４－３ 松戸市
▽SF 浦上・西村(同大) ４－８ 菊池・竹島 (東京都豊島区)
×京都市 ０－５ 東京都豊島区
一般 (女子ダブルス) 一般 (女子シングルス)
▽１R 井上(愛)・菅村(筑波大) ５－８ 田島・青木(岐阜市)
×福井市 ０－５ 岐阜市
一般 (女子ダブルス) コンソレーション
▽１R 井上(愛)・菅村(筑波大) ８－１ 亀田・鷹見 (世田谷区)
○福井市 ４－３ 世田谷区
▽２R 井上(愛)・菅村(筑波大) ８－３ 橘 ・松田 (郡山市)
×福井市 ２－４ 郡山市
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