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２０１３（平成２５）年 

◆社会：台風18号 嵐山－桂川･鴨川大増水(9/16)。 

(/)。 

【   (/)】今年の漢字【輪】 

★流行語： 

  『じぇじぇじぇ』『倍返し』『今でしょ！』『お･も･て･な･し』。 

◇SPT ：第回(/～/)日間。 

◇ﾃﾆｽ ：(/)。 

◇本   学：NHK大河ﾄﾞﾗﾏ『八重の桜』で同志社大ﾌｨｰﾊﾞｰ。 

◇本学ﾃﾆｽ：男子1991(H03)年以来,22年ぶり関西学生ﾘｰｸﾞ優勝。 

<校祖墓参> 若王子山頂－新島 襄 墓前  全部員 (01/27)。 

＜合 宿＞ (03/14 ～ 6日間) 関東遠征 

 

２０１３（平成２５）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】 

      （０９月１６日～０９月２６日 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ） 
＜男子１部リーグ＞  （入替戦制 ５・６位－１・２位） 

○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 甲南大④ 

(ダブルス) （０９／１７ ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ） 

Ｎo１○浦上・増尾 ７－５ ６－３     上原・沼野 
Ｎo２○西村・井上 ６－４ ６－２     下向・瀬古 
Ｎo３×諌山・石島 ６－７ ４－６     貝野・石宇 

(シングルス) 
No１○浦上 武大 ６－１ ６－４     上原 
No２○増尾怜央楠 ６－３ ４－６ ７－５ 沼野 
No３×西村 友貴 ５－７ ６－３ ６－７ 早瀬 
No４○石島 知希 ７－６ ６－２     瀬古 
No５○諌山 航平 ６－３ ６－４     前田 
No６○井筒 康太 １－６ ７－６ ６－１ 古村 
 

○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 関学大⑤ 

(ダブルス) （０９／１９ ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ） 
Ｎo１○浦上・増尾 ７－６ ６－４     鈴置・菊本 
Ｎo２○西村・井上 ６－３ ３－６ ６－１ 長南・日下 
Ｎo３×諌山・石島 ６－２ ３－６ ２－６ 徳田・牧田 

(シングルス) 
No１○浦上 武大 ６－１ ７－５     日下 
No２×増尾怜央楠 ６－３ ２－６ ２－６ 菊本 
No３○西村 友貴 ６－１ ６－１     藤 
No４○石島 知希 ６－３ ６－０     衣川 
No５○諌山 航平 ６－３ ６－４      長南 
No６○井筒 康太 ６－３ ６－３     徳田 
 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 神戸学院大⑥ 

(ダブルス) （０９／２１ ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ） 

Ｎo１○浦上・増尾 ６－３ ６－２     西村・前山 
Ｎo２○西村・井上 ５－７ ６－３ ６－０ 前川・安村 
Ｎo３○諌山・石島 ６－１ ６－２     鶴田・川井 
(シングルス) 

No１○浦上 武大 ６－１ ６－１     西村 
No２○増尾怜央楠 ６－４ ６－１     前川 
No３○西村 友貴 ６－３ ６－１     西川 
No４○石島 知希 ７－５ ６－１     古森 
No５○諌山 航平 ７－５ ６－４     前山 
No６○井筒 康太 ６－０ ６－３     川井 
 

○ 同志社 ６（複２－１ 単４－２）３ 関西大② 

(ダブルス) （０９／２４ ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ） 

Ｎo１○浦上・増尾 ７－５ ４－６ ６－４ 池川・中村 

Ｎo２×西村・井上 １－６ ７－６ ６－７ 森田・三輪 
Ｎo３○諌山・石島 ２－６ ７－５ ６－２ 新屋・細川 

(シングルス) 
No１○浦上 武大 ７－５ ５－７ ６－２ 中村 
No２×増尾怜央楠 １－６ ５－７     森田 
No３○西村 友貴 ６－２ ７－５      池川 
No４×石島 知希 ３－６ ３－６     染矢 
No５○諌山 航平 ６－３ １－６ ７－６ 槇 
No６○井筒 康太 ６－３ ６－２     三輪 
 

○ 同志社 ８（複３－０ 単５－１）１ 近畿大③ 

(ダブルス) （０９／２６ ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ） 

Ｎo１○浦上・増尾 ６－１ ６－４     上杉・土井 
Ｎo２○西村・井上 ６－４ ４－６ ６－３ 神山・中村 
Ｎo３○諌山・石島 ４－６ ６－３ ７－６ 重山・高木 

(シングルス) 
No１○浦上 武大 ４－６ ６－３ ６－４ 上杉 
No２○増尾怜央楠 ６－０ ６－１     高橋 
No３○西村 友貴 ６－１ ６－４     植木 
No４○石島 知希 ６－２ ６－３     土井 
No５○諌山 航平 ３－６ ６－３ ６－４ 神山 
No６×井筒 康太 ２－６ ４－６     西川 
 
＜男子１部リーグ①位＞    同志社大学 ５勝０敗 
  〈優 勝〉 (1991年以来) ２２年ぶり７回目 
 

２０１３（平成２５）年 

【関西学生大学対抗テニスリーグ戦】   ＜女子の部＞ 

      （０９月１６日～０９月２６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 ２（複１－１ 単 １－２）３ 関西大② 

(ダブルス) （０９／１６・１７ ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ） 

Ｎo１○井上・玄田 ３－６ ７－６ ７－５ 藤原・内田 
Ｎo２×北川・本田 ０－６ ４－６     大西・寺島 
 (シングルス) 
Ｎo１×北川 真衣 １－６ １－６     藤原 
No２×井上 晴菜 ４－６ １－６     内田 
No３○玄田紗也果 ６－４ ６－７ ６－３ 筒井 
 
  × 同志社 １（複１－１ 単０－３）４ 園田女大③ 
(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・玄田 ５－７ ６－２ ６－７ 加治・池田 
Ｎo２×北川・本田 ４－６ １－６     大塚(菜)・大塚(弥) 
(シングルス) 

Ｎo１×井上 晴菜 ３－６ ３－６     加治 
No２×北川 真衣 ２－６ ３－６     池田 
No３○玄田紗也果 ６－２ ６－２     大塚(菜) 
 

  × 同志社 １（複０－２ 単１－２）４ 関学大① 

(ダブルス) （０９／２２ ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ） 

Ｎo１×井上・玄田  １－６ １－６     山本・村上 
Ｎo２×大毛・竹島 ２－６ １－６     山崎・田中 
(シングルス) 

No１×井上 晴菜 ３－６ １－６     山本 
No２×北川 真衣 ２－６ ０－６     田中 
No３○玄田紗也果 ４－６ ６－３ ７－５ 上地 
 
  ○ 同志社 ４（複１－１ 単３－０）１ 神戸松蔭女大⑥ 

(ダブルス) （０９／２５ ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ） 
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Ｎo１×井上・玄田 ６－２ ２－６ ４－６ 山田・松永 
Ｎo２○大毛・竹島 ６－１ ６－３     東中・西浦 
 (シングルス) 
Ｎo１○井上 晴菜 ６－１ ６－１     山田 
No２○北川 真衣 ４－６ ７－５ ７－６ 松永 
No３○玄田紗也果 ６－４ ６－３     東中 
 

  ○ 同志社 ４（複２－０ 単 ２－１）１ 神戸親和女大⑤ 

(ダブルス) （０９／２６ ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ） 

Ｎo１○井上・玄田 ６－０ ６－２     清水・大嶋 
Ｎo２○大毛・竹島 ４－６ ６－２ ６－４ 円本・中須賀 
 (シングルス) 
Ｎo１○井上 晴菜 ７－６ ２－６ ６－１ 円本 
No２×北川 真衣 ２－６ ４－６     清水 
No３○玄田紗也果 ６－３ ７－５     大嶋 
 

＜女子１部リーグ④位＞  同志社大学（女子）２勝３敗 

 

＜女子１部リーグ（残留）＞  同志社大学（女子） 

 

２０１３（平成２５）年 

【全日本大学対抗テニス王座決定試合】 

       （１０月２３日～３０日 有明ﾃﾆｽの森） 
＜男子＞ 

▽２回戦 
○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 松山大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○西村・井上 ６－２ ４－６ ６－１ 梶川・平塚 
Ｎo２○浦上・増尾 ６－４ ６－４     岡林・山本(琢) 
Ｎo３○諌山・石島 ６－３ ６－４     渡邊・武市 
（シングルス） 
Ｎo１○浦上 武大 ６－１ ６－０     山本(琢) 
Ｎo２○増尾怜央楠 ６－１ ６－１     岡林 
Ｎo３○西村 友貴 ６－２ ６－２     渡邊 
Ｎo４○石島 知希 ６－２ ６－０     平塚 
Ｎo５○諌山 航平 ６－１ ６－１     山本(大) 
Ｎo６○井筒 康太 ６－３ ６－３     菊地 
▽準決勝 

× 同志社 ４（複１－２ 単３－３）５ 慶応義塾大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×西村・井上 ２－６ ２－６     志賀・近藤 
Ｎo２×浦上・増尾 ２－６ ５－７     矢野・高田 
Ｎo３○諌山・石島 ６－２ ６－２     井上・渡邊 
 (シングルス) 
Ｎo１×浦上 武大 ６－７ ４－６     志賀 
Ｎo２○増尾怜央楠 ６－４ ６－３     近藤 
Ｎo３○西村 友貴 ６－４ ６－１     矢野 
Ｎo４○石島 知希 ６－１ ６－２     渡邊 
Ｎo５×諌山 航平 ３－６ ４－６     高田 
Ｎo６×井筒 康太 ３－６ ０－６     権 
▽３位戦 

○ 同志社 ５（複０－３ 単１－５）４ 関西大 

 (ダブルス) 

Ｎｏ1×西村・井上 ５－７ ３－６     池川・細川 
Ｎo２×浦上・増尾 ２－６ ３－６     新屋・中村 
Ｎo３×諌山・石島 ２－６ ２－６     森田・三輪 

(シングルス) 
No１×浦上 武大 ３－６ ６－２ ５－７ 森田 
No２○増尾怜央楠 ６－４ ６－２     中村 

No３○西村 友貴 ６－２ ６－４      池川 
No４○石島 知希 ６－７ ６－４ ７－６ 染矢 
No５○諌山 航平 ６－４ ６－４     槇 
No６○井筒 康太 ６－３ ５－７ ６－２ 三輪 
 
＜全日本大学王座 第③位＞  同志社大学 

 

２０１３（平成２５）年 

【対抗戦】     対 亜細亜大学戦 

           （０２月０６日 同志社－田辺） 

× 同志社 ３（複１－２ 単２－４）６ 亜細亜大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○西村・井上 ６－２ ６－４     小堺・仲村 
Ｎo２×諌山・石島 ６－７ ６－７     富山・田村 
Ｎo３×吉川・山下 ５－７ ４－６     自井・小林 
 (シングルス) 

No１×諌山 航平 ０－６ １－６     仲村 

No２○西村 友貴 ２－６ ７－６ ７－６ 小堺 

No３○石島 知希 ６－４ ６－０     小林 

No４×宇治 崇之 ６－７ ７－６ ３－６ 自井 
No５×吉川 竜平 ３－６ ２－６     秋山 

No６×井上  実 ６－７ ５－７     宮脇 
 

２０１３（平成２５）年 

【練習試合】  対 関西学院大  ＜女子の部＞ 

           （０２月１４日 同志社－田辺） 

 (シングルス) 

○阪上文音７-５古崎(関学)   ×阪上文音６-７篠原(関学) 

○竹島加奈６-４古崎(関学) －竹島加奈６-６時間切 福田(関学) 
○中田春菜６-１笠井(関学)   ×中田春菜２-６岩崎(関学) 
×天野有理３-６大田尾(関学)  ×天野有理１-６福田(関学) 

○北川真衣６-１東原(関学)   ×北川真衣６-７宇佐美(関学) 
 (ダブルス) 
×長田・天野３-６井上･篠原   ×長田・天野０-６篠原･岩崎 
×長田・天野１-６岩崎･宇佐美  ○竹島：中田６-３篠原･笠井 
×竹島・中田１-６太田尾･藤原  ×竹島・中田４-６古崎･東原 
×阪上・天野２-６太田尾･藤原  ○阪上・北川６-１篠原･笠井 
×阪上・北川０-６岩崎･宇佐美  ×阪上・北川３-６古崎･東原 
○天野・北川６-３福田･笠井 
 
２０１３（平成２５）年 

【練習試合－ﾘｰｸﾞ形式】対 中京大戦  ＜女子の部＞ 

           （０２月２３日 同大－田辺） 
○ 同志社 ３（複１－１ 単２－１）２ 中京大 

(ダブルス) 

Ｎo１×井上・本田 ６－７ ３－６     高松・熊堂 
Ｎo２○中田・天野 ４－６ ７－６ ６－３ 後藤・高木 
 (シングルス) 
Ｎo１×北川 真衣 ６－４ １－６ ２－６ 古屋 
No２○竹島 加奈 ７－５ ６－２     間藤 
No３○阪上 文音 ７－５ ６－３     岡本 
【練習ﾏｯﾁ】 
(ダブルス) 

○阪上・北川７－５岡本・間藤 ×竹島・北川１－６岡本･古屋 
 (シングルス) 
○井上 晴菜 ６－１ 熊堂  ×中田 春奈 ４－６ 高木 
○天野 有理 ６－４ 後藤  ×本田 歩美 １－６ 高松 
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【 関 東 遠 征 】(03/14 ～ 6日間) 
インカレ試合－岐阜開催になり、王座－東京開催になった為、 

合宿の替わりに関東遠征。 
 

２０１３（平成２５）年 

【練習試合】    対 明治大学 

           （０３月１５日 明治大－調布合宿所） 

 (ダブルス) 

×宇治・諌山８-９永富・斉藤   ×小林(慶)･山崎１-８西脇･韓 
×小林(慶)･山崎２-６上野・深田 ×松永・石田０-８奥田・片山 
○井筒・倉地８-４熊倉・内田  ×井筒・倉地５-８古橋・切詰 
×井筒・倉地２-６内田・奥田 
 (シングルス) 

×宇治崇之０-８小野 ×宇治崇之３-８粟田  ×宇治崇之３-８斉藤 

○宇治崇之６-０油布 ×小林慶太６-８油布  ×松永慶太４-８朝眉 

×松永慶太１-６伊藤 ×諌山航平1-８渋田  ○諌山航平８-３伊藤 

○諌山航平８-２熊倉 ×諌山航平２-６西脇×井筒康太1-6Ret平川 

×石田智輝０-８上野 ×石田智輝２-８永富 ○倉地芳直９-８井口 

○山崎遼平８-５市村 
 

２０１３（平成２５）年 

【練習試合】    対 法政大学 

            （０３月１６日 法政大－多摩ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

× 同志社 ４（複２－１ 単２－４）５ 法政大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○西村・井上 ６－４ ６－４     戸田・竹内 

Ｎo２×諌山・石島 ６－４ ３－６ １－６ 伊藤・大塚 
Ｎo３○前川(尚)・増尾 ６－２ ３－６ ６－３ 大友・村上 
 (シングルス) 

No１○増尾怜央楠 ６－１ ６－３     戸田 

No２×諌山 航平 ０－６ ０－６     大塚 

No３×石島 知希 ２－６ １－６     大友 

No４○西村 友貴 ６－２ ６－４     小林 
No５×宇治 崇之 １－６ ４－６     塚越 

No６×井筒 康太 ３－６ １－６     山田 
 

【練習ﾏｯﾁ】  ×吉川 竜平 ３－８ 大橋 
 

２０１３（平成２５）年 

【練習試合】    対 専修大学戦 

            （０３月１７日 専修大－伊勢原ｺｰﾄ） 

○ 同志社 ７（複２－１ 単５－１）２ 専修大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○西村・井上 ６－１ ６－２     本藤・石井 

Ｎo２○井筒・倉地 ６－７ ６－３ ７－５ 金城・吉田 
Ｎo３×石島・前川(尚) ５－７ ３－６    夏目・濱田 
 (シングルス) 

No１○増尾怜央楠 ７－５ ６－４     金城 

No２○石島 知希 ５－７ ７－５ ６－２ 本藤 

No３○西村 友貴 ７－５ ６－３     野口 

No４○吉川 竜平 ３－６ ６－３ ６－２ 佐野 
No５○宇治 崇之 ７－６ ６－３     濱田 

No６×前川 尚  ４－６ ３－６     吉田 
 

２０１３（平成２５）年 

【練習試合】    対 日本大学 

           （０３月１８日 日本大－ﾃﾆｽ部合宿所） 

 (ダブルス) 

○西村・井筒８-３神谷・堀上  ○西村・井筒８-４永井・奥田 
○石島・倉地８-４堀切・細田  ○石島・倉地８-４鈴木・細沼 
 (シングルス) 

○西村友貴8-6高野 ○西村友貴6-5RET丹野 ○西村友貴8-5永井 

○宇治崇之８-６堀上 ○宇治崇之８-４細沼  ×宇治崇之３-８上原 

○宇治崇之８-１堀切 ×宇治崇之３-８及川  ○宇治崇之８-６北見 

○石島知希８-５上原 ×石島知希３-８及川  ○石島知希８-４細田 

○井筒康太８-６細田 ○井筒康太８-１鈴木  ×井筒康太４-８神谷 

×井上 実８-９奥田 ×井上 実１-８堀上  ×井上 実４-８高野 

×井上 実４-８奥田 ×倉地芳直６-８永井  ○倉地芳直８-５神谷 

○倉地芳直８-５細沼 ×倉地芳直６-８吉田 

○増尾怜央楠８-６堀切 －増尾怜央楠2-1RET 鈴木 
 

２０１３（平成２５）年 

【練習試合】    対 駒澤大学 

           （０３月１９日 駒澤大－玉川ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

 (ダブルス) 

×西村・井上６-７坂口・David  ○西村・井筒６-４尾形・遠藤 
○宇治・吉川６-４小原・滝沢  ×宇治・吉川２-６栗原・嶋田 
×小林(慶)･石田２-６竹内・目黒 ×松永・石島３-６下村・築田 
×松永・山崎３-６栗原・秋元  ○井筒・倉地７-６尾形・遠藤 
×石島･前川(尚)３-６坂口・佐粧 ○倉地・増尾６-４下村・華田 
○前川(尚)･増尾７-６栗田・嶋田 
 (シングルス) 

○西村友貴６-３嶋田 ×宇治崇之２-６尾形 ×小林慶太５-７秋元 

×吉川竜平３-６竹内 ×石島知希１-６坂口 ×石田智輝0-6David 

○井上実６-２安孫子 ×倉地芳直3-6David ×山崎遼平０-６小原 

○前川尚７-６栗原 ○増尾怜央楠６-３目黒 ×増尾怜央楠4-6坂口 
 

２０１３（平成２５）年 

【練習試合】    対 青山学院大学 

            （０３月１４日 青学大－相模原ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

 (ダブルス) 

○西村・井筒７-５小林･岩月    ○西村・井上８-６ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ･村上 
○西村・井上９-８ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ･高橋 ○西村・井上６-２ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ･林 
×松永・吉川５-８関谷・伊藤  ×石島・井上２－６林 ・村上 
×井筒・倉地３-８小林・岩月   ×諌山･前川(尚)４-８高橋・由井 
○石島・増尾８-４佐藤・林   ×倉地・前川(尚)６-７佐藤・伊藤 
 (シングルス) 

○西村友貴８-３村上 ×小林慶太１-８佐藤 ×松永慶太７-９中西 

×吉川竜平２-８高橋 ×吉川竜平２-６佐藤 ○石島知希８-２岩月 

×諌山航平０-８小林 ×諌山航平２-６由井  ○井筒康太９-８伊藤 

×井上 実３-８関谷 ×倉地芳直６-７中西 ○倉地芳直８-６由井 

×山崎遼平０-８中西 ○前川尚 ８-４林 

○増尾怜央楠９-８ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ ○増尾怜央楠８-３村上 
 

２０１３（平成２５）年 

【練習試合】    対 慶応義塾大学 

          （０３月１５日 慶応大－日吉蟻谷ﾃﾆｽｺｰﾄ） 

 (ダブルス) 

○西村・井上 ６－２ ６－４ 権 ・谷本 



 4

×西村・増尾 ３－６ ２－６ 高野・矢野 
×吉川・前川(尚) １－６ ５－７ 渡辺・井上(敬) 
×石島・井上 ３－６ ６－７ 近藤・井上( ) 
 (シングルス) 

○西村友貴７-５谷本 ○西村友貴７-５井上(敬) ×石島知希１-６権 

×吉川竜平４-６矢野 ×吉川竜平２-６小畑  ○石島知希６-３小畑 

○石島知希６-４渡辺 ×井上実３-６井上(敬)×前川尚輝０-６小畑 

×前川尚輝６-７井上( )  ×増尾怜央楠４-６近藤 

×増尾怜央楠４-６権     ○増尾怜央楠６-４矢野 
 
２０１３（平成２５）年 

【練習試合】    対 青山学院大  ＜女子の部＞ 

           （０３月１７日 青学大－相模原ｷｬﾝﾊﾟｽ） 
 (シングルス) 
×阪上文音４-６中山 －阪上文音0-4時間切 内藤 
×竹島加奈２-６多胡 ○竹島加奈６-０榊原 ×竹島加奈１-６牧野 
×中田春奈１-６春山 ×中田春奈１-６榊原  ×中田春奈０-６吉川 
×中田春奈２-６粉川 －中田春奈4-2時間切 中山 
×天野有理４-６中島 ×天野有理２-６山下 ×北川真衣３-６粉川 
×北川真衣０-６前原 ○北川真衣６-３榊原 ×本田歩美１-６牧野 
－北川真衣1-0時間切 春山  ×本田歩美1-7 7 ﾎﾟｲﾝﾄﾏｯﾁ 前原 
×玄田  ３-6内藤 ×玄田  ０-6春山 ×玄田  ３-６吉川 
○玄田  7-6 7 ﾎﾟｲﾝﾄﾏｯﾁ 鳰川 
 
２０１３（平成２５）年 

【定期戦】     対 京都大学戦 

           （０３月２８日 同志社－田辺） 

○ 同志社 ７（複３－０ 単４－２）２ 京都大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○西村・山下 ６－２ ６－２     西岡・北角 
Ｎo２○松永・石島 ６－１ ６－２     浅井・大谷 
Ｎo３○小林(慶)・井筒  ６－２ ６－１   稲垣・松田 
 (シングルス) 

No１○宇治 崇之 ６－０ ６－０     北角 

No２○井筒 康太 ６－０ ６－０     西岡 

No３×山下 祥平 ４－６ ３－６     稲垣 

No４○小林 慶太 ６－３ ４－６ ６－２ 大谷 
No５○松永 慶太 ７－５ ６－４     浅井 

No６×山崎 遼平 ６－７ ３－６     松田 
 

２０１３（平成２５）年 

【対抗戦】     対 関西学院大学戦 

           （０４月１３日 関学大） 

× 同志社 ３（複０－３ 単３－３）６ 関学大 

 (ダブルス) 

Ｎo１×浦上・井上 ０－６ １－６     鈴鹿・菊本 
Ｎo２×二村・宇治 ３－６ ６－７     長南・日下 
Ｎo３×前川(知)・前川(尚)  ６－７ ２－６ 田村・牧田 
 (シングルス) 

No１○浦上 武大 ６－０ ６－３     藤 

No２×二村 真基 ２－６ ２－６     菊本 

No３×宇治 崇之 １－６ ４－６     日下 

No４○吉川 竜平 ７－６ ７－６     徳田 
No５○井上  実 ６－４ ６－１     嶋田 

No６×前川 尚輝 ０－６ ６－２ ３－６ 牧田 
 

２０１３（平成２５）年 

【対抗戦】     対 近畿大学戦 

           （０４月１３日・１４日 関学大） 

× 同志社 ４（複２－１ 単２－４）５ 近畿大 

(ダブルス) 

Ｎo１○浦上・井上 ６－４ ６－７ ６－２ 上杉・土井 
Ｎo２○二村・宇治 ６－４ ７－６     加治・野田 
Ｎo３×前川(知)・前川(尚)５－７ ６－４ ２－６ 堤・保  々
 (シングルス) 

No１○浦上 武大 ６－３ ６－３     土井 

No２×二村 真基 ３－６ ２－６     重山 

No３×宇治 崇之 １－６ ２－６     高橋 

No４×吉川 竜平 ２－６ ５－７     谷口 
No５○井上  実 ６－４ ６－１     高木 

No６×前川 尚輝 ２－６ ２－６     堤 
 

２０１３（平成２５）年 

【対抗戦】     対 神戸学院大学戦 

           （０４月１４日 関学大） 

○ 同志社 ８（複２－１ 単６－０）１ 神院大 

 (ダブルス) 

Ｎo１○浦上・増尾 ７－６ ６－４     西村・鶴田 
Ｎo２○井筒・倉地 ６－１ ６－３     渡辺・小村 
Ｎo３×前川(知)・前川(尚) ３－６ ５－７  前川・田中 
 (シングルス) 

No１○浦上 武大 ６－３ ６－４     西村 

No２○増尾怜央楠 ６－３ ６－３     前山 

No３○宇治 崇之 ６－１ ６－２     西川 

No４○吉川 竜平 ６－３ ７－５     岡野 
No５○井筒 康太 ６－３ ６－１     川井 

No６○倉地 芳直 ６－３ ６－４     堤 
【練習試合】           （０４月１４日 関学大） 

(ダブルス) ○井上・牧野 ６－４ ６－２ 若松・秋 (神院大) 
 

２０１３（平成２５）年 

【練習試合】  対 東海学園大    ＜女子の部＞ 

           （０４月１４日 同志社－田辺） 

 (シングルス) 

○大毛美南６-０西尾(朋) ○大毛美南６-２石口×大毛美南1-6鵜飼 

○阪上文音６-０石口 ○阪上文音６-０中西 ×阪上文音６-７鈴木 

○竹島加奈６-０鈴木 ○竹島加奈６-３鵜飼 ○林 美佐６-０金児 

○中田春奈６-３栗田 ○中田春奈６-０鈴木 ×中田春奈５-７中西 

○天野有理７-６西尾(朋) ○天野有理６-３栗田 ○林美佐６-２栗田 

○北川真衣６-１中西 ○北川真衣５-７西尾(友) ○林美佐６-０金児 

○本田歩美６-３金児 ×本田歩美３-６鵜飼 ○林美佐６-２西尾(朋) 

○玄田紗也果６-３栗田 ×玄田紗也果０-６西尾(友) 
 (ダブルス) 

○大毛・本田６-２鈴木･中西   ○大毛・本田６-１西尾(朋)･栗田 
×大毛・本田１-６西尾(友)･鵜飼 ×天野・林３-６西尾(友)･鵜飼 
○井上・玄田６-４西尾(友)･鵜飼 ○井上・玄田６-２鈴木･中西 
○阪上・中田６-４鈴木･中西  －阪上・中田5-3中止石口･金児 
○竹島・北川６-２岸田･西尾(朋) ○竹島・北川６-２鈴木･中西 
○竹島・北川６-３石口･金児  ×竹島・北川３-６西尾(友)･鵜飼 
○天野・林６-３石口･金児   ○天野・林６-２岸田･西尾(朋) 
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２０１３（平成２５）年 

【練習試合】  対 関西外国語大 ＜女子の部＞ 

           （０４月２１日 同志社－田辺） 

 (シングルス) 

×長田姫佳里４-６大塚(関外)  ×阪上文音４-６松田(関外) 

○中田春奈７-５川筋(関外)   ×天野有理１-６飯尾(関外) 

×本田歩美４-６富田(関外)   ○河野侑佳６-４宮本(優)(関外) 

○河野侑佳７-６明石(関外)   ×河野侑佳２-６富田(関外) 

○玄田紗也果６-２飯尾(関外)   ○玄田紗也果６-２福原(関外) 

○林美佐６-０明石(関外) 
(ダブルス) 

○大毛・本田７-６大塚･川筋   ○大毛・本田６-２宮本･天野 
○大毛・本田７-６飯尾・富田 
○井上・玄田６-０宮本･天野  －井上・玄田4-1中止飯尾･富田 
○阪上・中田６-１宮本･天野  ×阪上・中田３-６福原･松田 
○竹島・北川６-２飯尾･富田  ○竹島・北川７-６大塚･川筋 
○竹島・北川６-２福原･松田  ○天野・林 ６-４明石･松田 
○天野・林 ６-３宮本･天野  －天野・林5-5中止福原･松田 
 
２０１３（平成２５）年 

【練習試合】    対 相生学院高校 

           （０５月０２日 青野運動公苑） 

 (シングルス) 男子 

○浦上武大８-２加藤 ○浦上武大９-８竹元 ○浦上武大８-３田沼 

○浦上武大８-3藤井           ×西村友貴６-８飯島 

○西村友貴８-６加藤 ○西村友貴８-１田代 ○西村友貴８-０水田 

×二村真基６-８島田 ×二村真基６-８平松 ○二村真基８-３星野 

○諌山航平８-６太田 ×諌山航平５-８加藤 ○諌山航平８-４工藤 

○石島知希８-３飯島 ○石島知希８-４平松 ○石島知希８-４藤井 

○石島知希８-１星野 ○井筒康太８-２太田 ○井筒康太８-６田代 

○井筒康太８-3平松 ○井筒康太８-１水田 ○増尾怜央楠９-７飯島 

×増尾怜央楠８-９竹元 ×増尾怜央楠８-９田沼 
 (ダブルス)  男子 

○二村・宇治９-７工藤・平松  ○二村・宇治８-３太田・水田 
○西村・井筒９-８藤井・星野  ○西村・井筒８-４島田・田代 
○浦上・増尾８-３飯島・田沼  ○浦上・増尾８-５加藤・竹元 
○諌山・石島９-８飯島・田沼  ×諌山・石島４-８加藤・竹元 
 
２０１３（平成２５）年 

【練習試合】    対 東山高校 

           （０５月０３日 東山ｸﾞﾗﾝﾄﾞ） 

 (シングルス) 男子 

○浦上武大６-１奥野 ○浦上武大６-2福嶋 ×浦上武大４-６本城 

－浦上武大4-3中止福盛        ○増尾怜央楠６-４柴野 

○西村友貴６-２深井 ○西村友貴６-２福盛 ○西村友貴６-１山本 

○二村真基６-０石橋 ×二村真基２-６藤森 ○二村真基６-２山羽 

○宇治崇之６-０石橋 ○宇治崇之６-０成子 ○宇治崇之７-５藤森 

○吉川竜平６-３福盛 ○吉川竜平６-２山本 ○諌山航平６-４山田 

○吉川竜平６-２６-１深井           ○諌山航平６-０６-３富山 

○石島知希６-１富山 ○石島知希６-４森   ○石島知希６-４山田 

○諌山航平６-２森 ×増尾怜央楠3-６福嶋 ×増尾怜央楠2-６本城 
 (ダブルス)  男子 

×西村・吉川５-７奥野・本城  ○西村・吉川６-０富山・山田 
○西村・吉川６-２深井・森   ○西村・吉川６-０福盛・山本 

×二村・宇治４-８奥野・本城  ○二村・宇治６-２富山・山田 
○二村・宇治６-４深井・森   ○二村・宇治６-１牧野・山羽 
○浦上・増尾６-３奥野・本城  ○浦上・増尾６-２深井・森 
○浦上・増尾６-4福嶋・本田  ○浦上・増尾６-３福嶋・山本 
○浦上・増尾６-２牧野・山羽 
○諌山・石島６-２富山・山田  ○諌山・石島７-6福嶋・本田 
○諌山・石島６-０福盛・山本  ○諌山・石島６-2牧野・山羽 
 
２０１３（平成２５）年 

【練習試合】  対 関西学院大  ＜女子の部＞ 

           （０５月１８日 同志社－田辺） 

 (シングルス) 

×井上晴菜３-６酒井(関学)   ×井上晴菜１-６上地(関学) 

○竹島加奈６-４岩崎(関学)   ×竹島加奈１-６宇佐美(関学) 

×竹島加奈３-６村上(関学)   ×北川真衣４-６東原(関学) 
×北川真衣３-６福田(関学)   ×北川真衣２-６郷原(関学) 
－北川真衣2-1中止村上(関学) 
○玄田紗也果１-６宇佐美(関学) ×玄田紗也果０-６酒井(関学) 
(ダブルス) 

○大毛・本田６-２宇佐美･岩崎   ×大毛・本田５-７戸高･福田 
×大毛・本田２-６郷原･東原     －大毛・本田0-5中止上地･酒井 
○井上・玄田６-３宇佐美･岩崎  ○井上・玄田６-４郷原･東原 
×井上・玄田６-７上地･酒井   ×竹島・北川３-６戸高･福田 
 

２０１３（平成２５）年 

【対抗戦】     対 立命館大学戦 

           （０６月１６日 立命大－草津） 

○ 同志社 ７（複１－２ 単６－０）２ 立命大 

(ダブルス) （０６／１６ 立命大－草津） 

Ｎo１×西村・井上 ７－６ ２－６ ４－６ 上村・上野 
Ｎo２○浦上・増尾 ６－２ ６－４     佐藤・松本 
Ｎo３×諌山・石島 ６－７ ７－６ ５－７ 近藤・畑中 

(シングルス) 
No１○浦上 武大 ６－２ ６－２     北野 
No２○増尾怜央楠 ６－２ ６－３     畑中 
No３○西村 友貴 ２－６ ６－４ ６－３ 上村 
No４○石島 知希 ６－２ ６－２     佐藤 
No５○諌山 航平 ７－５ ７－５     上野 
No６○宇治 崇之 ６－３ ６－１     江連 
 
２０１３（平成２５）年 

【対抗戦】     対 立命館大戦  ＜女子の部＞ 

           （０６月１６日 同大－田辺） 
○ 同志社 ４（複２－０ 単２－１）１ 立命館大 

(ダブルス) 

Ｎo１○井上・玄田 ６－１ ６－１     溝邊・井手 
Ｎo２○大毛・本田 ６－３ ５－７ ６－２ 安藤・江間 
 (シングルス) 
Ｎo１○北川 真衣 ６－４ ６－２     奥田 
No２○井上 晴菜 ７－６ ６－４     溝邊 
No３×竹島 加奈 ３－６ ４－６     中原 
 

２０１３（平成２５）年 

【練習試合】    対 浜松市立高校  ＜女子の部＞ 

           （０７月１４日 同志社－田辺） 

 (シングルス) 

×井上晴菜６-７古橋 ○大毛美南６-４石津  ○北川真衣６-０川井 

－竹島加奈2-1中止川井 －中田春奈1-0中止古橋 
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×本田歩美２-６関塚 
(ダブルス) 

－井上・阪上６-０4-0中止鈴木･鈴木 
×大毛・竹島７-６６-４石津･関塚 
×長田・河野０-６１-６古橋･川井 
○中田・河野０-６６-１６-４鈴木･鈴木 
○北川・本田４-６６-２６-３古橋･川井 
 
２０１３（平成２５）年 

【対抗戦】     対 大阪産業大戦  ＜女子の部＞ 

           （０７月２０日 大阪産業大） 
○ 同志社 ４（複１－１ 単３－０）１ 大阪産業大 

(ダブルス) 

Ｎo１○井上・玄田 ６－４ ７－６     鈴木・横山 
Ｎo２×大毛・竹島 ６－７ ３－６     岡本・齋藤 
 (シングルス) 
Ｎo１○北川 真衣 ６－１ ６－３     岡本 
No２○井上 晴菜 ６－２ ６－１     村田 
No３○玄田紗也果 ６－３ ６－１     早瀬 
 

２０１５（平成２５）年 

【練習試合】    対 立命館大  ＜女子の部＞ 

           （０８月１６日 立命大） 

 (シングルス) 

○大毛美南６-０井手   ×阪上文音１-６安藤 
×竹島加奈２-６中原   ○北川真衣６-１奥田 
○中田春菜６-２井手   －中田春菜5-5中止奥田 
○天野有理６-１中村   ○天野有理３-６内田 

×本田歩美３-６江間   ○林 美佐６-３溝邊 
○河野侑佳６-０大橋   ×河野侑佳１-６山之江 
(ダブルス) 
○大毛・竹島６-１内田･江間  ×大毛・竹島１-６中原･江間 
×大毛・竹島３-６溝邊･中原  ×大毛・竹島３-６内田･中原 
○中田・天野６-１金森･中村    ×中田・天野４-６山之江･奥田 
○阪上・林 ６-２溝邊･井手    ×中田・天野６-１奥田･大橋 
－阪上・林 ６-３中止溝邊･安藤 ○中田・河野７-５大橋･金森 
○北川・本田６-２安藤･中原    ○北川・本田７-５内田･安藤 
○北川・本田６-４山之江･江間 －北川・本田3-4中止山之江･井手 
 
２０１３（平成２５）年 

【対抗戦】     対 大阪教育大戦  ＜女子の部＞ 

           （０８月２７日 同大－田辺） 
○ 同志社 ４（複２－０ 単２－１）１ 大阪産業大 

(ダブルス) 

Ｎo１○井上・玄田 ６－２ ６－４     藤原・丸山 
Ｎo２○北川・本田 ７－５ ６－３     大原・大田黒 
 (シングルス) 
Ｎo１○北川 真衣 ６－４ ６－２     長妻 
No２×井上 晴菜 ６－７ ２－６     藤原 
No３○玄田紗也果 ６－４ ７－６     大田黒 
 

２０１３（平成２５）年 

【練習試合】    対 関西学院大 

           （１１月３０日 関学） 

 (シングルス) 

×宇治崇之２-６３-６日下(関学) ○宇治崇之６-４嶋田(関学) 
×小林慶太３-６橋口(関学)   ○山下祥平６-１衣川(関学) 
×諌山航平３-６２-６日下(関学) ○諌山航平６-２坂上(関学) 

×石田智輝６-７橋口(関学)   ×倉地芳直５-７岡本(関学) 

×山崎遼平１-６関根(関学)   ×伊豆善崇1-６小路(関学) 

－北川理暉3-4時間中止 橋口(関学) ×佐伯 遼５-７長南(関学) 

×高山慧大３-６一山(関学)  －中島裕太２-３時間中止 関根(関

学) 

○長谷川大樹６-４一山(関学)   ×前川尚輝３-６菊本(関学) 

×牧野圭一郎４-６長南(関学)   ×牧野圭一郎４-６牧田(関学) 
(ダブルス) 

×松永・石田２-６一山･関根 ×吉川・石田３-６６-４２-６藤･中村 
○吉川・諌山６-１６-７６-３嶋田･長南 
×宇治・牧野６-３６-７０-６牧田･岡本 
×小林・長谷川２-６菊本･牧田 
×松永・佐伯３-６４-６関根･橋口 ×山下・伊豆１-６３-６藤･坂上 
○倉地・前川６-４５-７６-３鈴置･菊本 
○倉地・前川６-３６-３衣川･小路 ×伊豆・長谷川２-６一山･小路 
×山崎・高山０-６坂上･岡本      ×山崎・高山０-６嶋田･小路 
 
２０１３（平成２５）年 

【練習試合】    対 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 ＜女子の部＞ 

           （１１月３０日 びわこ成蹊SP大） 

 (シングルス) 

○阪上文音６-２行田 ○竹島加奈６-３田中 ○中田春奈６-４枡田 

－竹島加奈2-3時間中止 貝崎       ×中田春奈４-６黒崎 

×中田春奈２-６増岡 ○天野有理６-０枡田 ○天野有理６-０和田 

×天野有理６-７新貝 ○河野侑佳６-３黒崎 ×河野侑佳５-７和田 

×玄田紗也果６-７貝崎 
(ダブルス) 

○阪上・竹島６-２行田･貝崎    ○竹島・中田６-１新貝･行田 
○阪上・天野３-６行田･増岡    ○阪上・玄田６-１貝崎･増岡 
－阪上・玄田2-0中止 田中･行田  ×竹島・玄田４-６貝崎･新貝 
○中田・河野６-３枡田･和田    ×中田・河野２-６田中･行田 
○中田・玄田６-３新貝･増岡    ○天野・河野６-０黒崎･和田 
×天野・河野２-６枡田･黒崎 
 
２０１３（平成２５）年 

【定期戦】第８３回 対 立教大学戦 

           （１２月０８日 同大－田辺 

○ 同志社 ９（複３－０ 単６－０）０ 立教 

 

(同志社ﾒﾝﾊﾞｰ) 主将 宇治崇之  (立教ﾒﾝﾊﾞｰ) 主将  
 (ダブルス) 

Ｎo１○諌山・石島 ６－２ ６－３     前島・鈴木(純) 
Ｎo２○倉地・増尾 ６－２ ６－３     鈴木(理)・鈴木(悌) 
Ｎo３○吉川・前川 ６－４ ６－２     菅野・市川 
 (シングルス) 

No１○増尾怜央楠 ６－１ ６－３     前島 

No２○石島 知希 ６－０ ６－０     鈴木(純) 

No３○諌山 航平 ６－２ ６－０     菅野 

No４○前川 尚輝 ６－１ ６－０     鏡 
No５○宇治 崇之 ６－０ ６－１     市川 

No６○倉地 芳直 ６－２ ７－５     山上 

 

第８３回 同志社 ４２勝 ３９敗 ２分（雨天中止） 

 
２０１３（平成２５）年 
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【定期戦】     対 立教大学戦  ＜女子の部＞ 

         （１２月０８日 同大－田辺） 

× 同志社 ２（複０－２ 単２－３）５ 立教 

 
(同志社ﾒﾝﾊﾞｰ) 主将 竹島加奈  (立教ﾒﾝﾊﾞｰ) 主将  
 (ダブルス) 

Ｎo１×北川・本田 ７－５ １－６ ０－６ 佐藤・清水 

Ｎo２×阪上・林  ６－３ ３－６ ０－６ 盛重・根本 

 (シングルス) 

No１×北川 真衣 ６－７ ３－６     佐藤 

No２○玄田紗也果 ３－６ ６－４ ７－５ 清水 

No３×竹島 加奈 １－６ ４－６     盛重 

No４○林  美佐 ６－２ ２－６ ７－６ 根本 

No５×天野 有理 ３－６ １－６     金子 

 

第  回 同志社   勝   敗  分（雨天中止） 

 

２０１３（平成２５）年 

【関西学生ミニリーグ戦】 

           （１２月０６日 江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ） 
○ 学連 ２（複１－１ 単１－０）１ 神戸大 

（ダブルス） 

Ｎo２×小林(純)(同大)・人見(関学大) ５－８ 若林・赤渕(神戸大) 
（シングルス） 

Ｎo１×南川 翼(同大) ５－８ 青沼(神戸大) 
 

○ 学連 ３（複２－０ 単１－０）０ 大阪大 

（ダブルス） 

Ｎo２×小林(純)(同大)・人見(関学大) ８－２ 金木・森本(大阪大) 
（シングルス） 

Ｎo１×南川 翼(同大) ８－５ 玉光(大阪大) 
 

２０１３（平成２５）年 

【関西学生新進テニストーナメント】 

       予選（０２月１７日～０２月２８日 各大学） 
予選 (男子シングルス) 

▽１R   石田智輝6-2 1-6 6-0岡 (神院大) 
山崎遼平2-6 0-6郁井(天理大) 
▽２R   荒谷和宏6-3 7-6山本 ( 東電大) 
小林 純2-6 3-6苗村(関大)   縄田 航2-6 4-6岡野(神院大) 
前川知範6-1 4-6 6-2田中(大市大) 前場康佑6-2 6-4木島(大商大) 
三嶋洋貴6-0 7-6堤 (京産大)  宇治崇之6-2 6-2花村(大市大) 
小林慶太6-0 6-2藤原(龍谷大)  松永慶太1-6 2-6真多(大教大) 
山下祥平6-1 6-2多田(大産大)  石田智輝2-6 3-6辻田(桃大) 
井筒康太  def   掛川(大経法大) 井上 実6-0 6-1浜本(大工大) 
倉地芳直7-5 4-6 6-4増本(大府大) 南川 翼6-0 6-1衣笠(大工大) 
▽３R   荒谷和宏6-3 6-7 3-6梅岡(大院大) 
前川知範3-6 2-6飯塚(大院大)  前場康佑1-6 0-6南田(甲南大) 
三嶋洋貴1-6 3-6山本(関学大)  宇治崇之6-0 6-1我那覇(大体大) 
小林慶太6-2 6-3江藤(立命大) 山下祥平4-6 6-2 6-4秋山(甲南大) 
井筒康太6-1 6-1龍村(大市大)  井上 実6-0 6-0中野(関国大) 
倉地芳直4-6 6-0 7-6古村(甲南大) 南川 翼1-6 1-6藤本(大教大) 
▽FIN   宇治崇之6-3 1-0RET黒木(大教大) 
小林慶太2-6 5-7三輪(関西大) 山下祥平4-6 4-6鈴置(関学大) 
井筒康太6-1 6-4北角(京大)  井上 実6-3 6-3鶴田(神院大) 
倉地芳直6-4 6-1下尾(大教大) 
 予選 (男子ダブルス) 

▽１R   縄田・松永6-0 6-3上田･田中(国際大) 
      小林(慶)・石田6-1 6-1大野･金子(流通大) 
▽２R   前場・小林(純)6-0 6-0別所(桃大)･宮崎(大 大) 
      三嶋・荒谷4-6 6-4 6-7中 ･上野(大府大) 
      縄田・松永7-5 6-7 6-4井本･中村(関大) 
      山下・吉川6-1 6-0正 ･山中(流通大) 
      小林(慶)・石田6-2 2-6 1-6松尾･小笠原(大産大) 
      南川・山崎6-0 4-6 5-7青山･藤本(大産大) 
▽３R   前場・小林(純)3-6 0-6山本･山下(びわこ大) 
      縄田・松永3-6 6-3 6-2  ･塚本(大府大) 
      山下・吉川7-5 6-1富村･吉岡(大産大) 
▽FIN   縄田・松永5-7 7-5 6-4梶原･藤本(大教大) 
      山下・吉川2-6 6-1 6-2大熊･脇田(関大) 
予選 (女子シングルス) 

▽１R   中田春奈2-6 3-６久慈(親和女大) 
天野有理6-7 6-1 6-3武田(兵県大) 
▽２R   大毛美南6-1 6-0武部(園田女大) 
長田姫佳里6-4 6-4西村(園田女大) 阪上文音6-1 6-0池田(園田女大) 
竹島加奈6-1 6-3野村(大産大)    天野有理2-6 0-6望月(甲南大) 
本田歩美6-2 6-0坂本(松蔭女大) 
▽FIN   大毛美南6-4 6-2冨田(関外大) 
長田姫佳里4- 6 6-1 0-6村田(大産大) 竹島加奈6-1 6-1福原(関外大) 
阪上文音4-6 4-6大嶋(親和女大)  本田歩美6-2 6-3神谷(関外大) 
予選 (女子ダブルス) 

▽１R   長田・天野6-0 6-0  津田･嘉津(和大) 
▽２R   大毛・北川6-1 6-0福井･井上(大市大) 
      長田・天野3-6 0-6向津･庫田(関外大) 
      竹島・中田6-3 6-1堀 ･日浦(関大) 
      阪上・本田6-2 6-4河本・  (親和女大) 
▽FIN   大毛・北川6-1 3-6 4-6山之江･安藤(立命大) 
      竹島・中田2-6 3-6飯尾･冨田(関外大) 
      阪上・本田6-4 6-1武部･松下(園田女大) 
 

２０１３（平成２５）年 

【関西学生新進テニストーナメント】 

        本戦（０３月０６日～１２日 万博ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦 
井筒 康太 ３－６ ６－２ ６－２ 谷口    (近 大) 
井上  実 ２－６ １－６     大熊    (龍谷大) 
倉地 芳直 ６－２ ６－７ ６－１       (近 大) 
▽２回戦 
浦上 武大 ６－１ ５－７ ６－２ 西川    (神院大) 
西村 友貴 ６－２ ６－２     宇田    (近 大) 
二村 真基 ２－６ ５－７     人見    (関学大) 
宇治 崇之 ２－６ ２－６     早藤    (甲南大) 
吉川 竜平 ４－６ ５－７     池川    (関 大) 
諌山 航平 ６－２ ７－５     三輪    (関 大) 
石島 知希 ７－６ ６－０     中村    (関 大) 
井筒 康太 ２－６ ２－６     土井    (近 大) 
倉地 芳直 ２－６ ２－６     森田    (関 大) 
▽３回戦 
浦上 武大 ６－４ ６－１     北野    (立命大) 
西村 友貴 ２－６ ３－６     藤     (関学大) 
諌山 航平 ６－４ １－６ ６－４ 神山    (近 大) 
石島 知希 ６－２ ７－６     日下    (関学大) 
▽４回戦 
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諌山 航平 ６－１ ６－１     下向    (甲南大) 
石島 知希 ７－６ ７－６     浦上 武大 (同 大) 
▽準々決勝 
諌山 航平 ４－６ ６－２ ７－６ 石島 知希 (同 大) 
▽準決勝 
諌山 航平 ４－６ ４－６     森田    (関 大) 
 (男子ダブルス) 
▽１回戦 
縄田・松永 ６－２ ３－６ ２－６ 溝辺・小村 (神院大) 
二村・宇治 ６－４ ７－５     中村・三宅 (関 大) 
山下・吉川     ｄｅｆ     田村・牧田 (関学大) 
▽２回戦 
浦上・諌山 ６－４ ０－６ ６－２ 三田(金沢大)･桐原(信州大) 
二村・宇治 ６－１ ６－４     前川・石島 (同 大) 
西村・井上 ６－７ ６－０ ６－１ 黒木・下尾 (大教大) 
井筒・倉地 ４－６ ７－６ ３－６ 権 ・中西 (京 大) 
▽３回戦 
浦上・諌山 ６－３ ２－６ ６－３  本・日下 (関学大) 
二村・宇治 ２－６ ４－６     上杉・土井 (近 大) 
西村・井上 ６－１ ６－３     中村・神山 (近 大) 
▽準々決勝 
西村・井上 ６－１ ６－３     浦上・諌山 (同 大) 
▽準決勝 
西村・井上 ６－１ ６－２     森田・三輪 (関 大) 
▽決 勝 
西村・井上 ４－６ ６－２ ６－１ 上杉・土井 (近 大) 
〈優 勝〉 
 (女子シングルス) 

▽１回戦 
井上 晴菜 ６－０ ６－３     田中    (関 大) 
大毛 美南 ４－６ ６－０ ５－７ 原田    (関外大) 
竹島 加奈 ５－７ ６－１ ６－２ 横山    (大産大) 
北川 真衣 ３－６ ６－４ ６－４ 宇佐    (関学大) 
本田 歩美 ６－４ １－６ ７－５  原    (関学大) 
▽２回戦 
井上 晴菜 ６－２ ６－０     原田    (関外大) 
竹島 加奈 ７－５ ６－２     本田 歩美 (同 大) 
北川 真衣 ６－０ ６－２     大原    (大教大) 
▽３回戦 
井上 晴菜 ７－５ ６－０     北川 真衣 (同 大) 
竹島 加奈 ２－６ ３－６     内田    (関 大) 
▽準々決勝 
井上 晴菜 ３－６ ４－６     山本    (関学大) 
(女子ダブルス) 

▽１回戦 
井上(晴)・上地(関学大) ６－３ ６－３ 溝島・奥田 (立命大) 
阪上・本田 ４－６ ６－７     藤原・丸山 (大教大) 
▽２回戦 
井上(晴)･上地(関学) ６-２ ２-６ ６-４ 山田・松永 (松蔭女大) 
▽準々決勝 
井上(晴)・上地(関学大) ５－７ １－６ 真田・田中 (関学大) 
 
２０１３（平成２５）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 

          （０４月２７日～０５月０６日 各大学） 
予選 (男子シングルス) 

▽２R     松永慶太３-６６-１７-5飯田(天理) 

荒谷和宏６-２６-２武本(京大) 小林 純１-６６-７松江(龍谷大) 

縄田 航６-２６-０毛利(京外大) 前川知範６-２６-０中田(大工大) 

前場康佑６-２６-１嵯峨田(仏大)三嶋洋貴７-６６-４藤井(大経法大) 

小林慶太６-０６-１高橋(追大)  山下祥平６-０６-１廣田(大工大) 

石田智輝def稲垣(仏大)    井上 実def立石(仏大) 

南川 翼６-３７-６樽井(京大) 山崎遼平６-１６-１吉見(大経法大) 

伊豆善崇def西口(大歯大)  長谷川大樹３-６４-６堤(東産大) 

中島裕太0-６0-６佐藤(立命大) 北川理暉６-0６-４中川(京外大) 

高山 彗6-３６-４衣笠(大工大)  前川尚輝６-0６-0池本(大経法大) 

佐伯 遼×def田中(びわこ大) 牧野圭一郎６-１６-1掛川(大経法大) 

井澤 ×def高村(大産大) 

▽３R     松永慶太６-４６-3澤田(大院大) 

荒谷和宏１-６４-６大塚(甲南大) 縄田 航０-６１-６関井(大体大) 

前川知範６-４６-０上原(桃大)  前場康佑２-６２-6緒方(桃大) 

三嶋洋貴１-６０-６田鍋(関大)  小林慶太６-７１-６松山(天理大) 

山下祥平６-0７-５小川(神院大) 石田智輝３-６２-６岡野(神院大) 

井上 実６-１６-１西岡(京大)  南川 翼２-６３-６古森(神院大) 

山崎遼平２-６３-6山本(関学大)  伊豆善崇１-６２-６金成(近大) 

北川理暉６-２６-３細野(天理大) 高山 彗0-６0-６下尾(大教大) 

前川尚輝６-４６-1蔵本(大教大)牧野圭一郎６-４６-３津村(大院大) 

▽４R     松永慶太3-６６-4６-2野口(関大) 

前川知範６-４６-１小嶋(大院大) 山下祥平６-3７-5松山(甲南大) 

井上 実６-1６-3鎌田(びわこ大) 北川理暉0-６２-6岡本(関学大) 
前川尚輝７-６６-3井本(近大)    牧野圭一郎７-６７-6堤(近大) 

▽５Ｒ     前川知範１-６７-５４-６中川(関大) 

松永慶太４-６３-６坂上(関学大) 山下祥平３-６２-６山野(関大) 

井上 実７-６６-3古村(甲南大) 牧野圭一郎７-６６-3北角(京大) 

前川尚輝６-７７-６７-5近藤(立命大) 

▽FIN     井上 実５-７６-３５-７川口(大体大) 

吉川竜平６-３６-２藤原(大教大) 井筒康太６-３６-０辻田(桃大) 

倉地芳直６-４６-２椎名(近大)  牧野圭一郎４-６1-６田村(関学大) 

前川尚輝２-６２-６中村(関学大) 

予選 (男子ダブルス) 

▽１R   伊豆・牧野６-７６-１６-1加藤･川島(和大) 

▽２R   浦上・増尾６-０６-０丹後・北村(大府大) 

荒谷・三嶋６-２３-６６-２辺見･有川(京工大) 

縄田・松永６-２６-０篠原・大西(追大) 

小林(純)･北川６-０６-３新井･吉田(桃大) 

小林(慶)･佐伯×def山本・矢田(摂南大) 

前場・中島２-６５-７真嶋・松江(龍大) 

石田・山崎２-６６-３２-６逓田・我那覇(大体大) 

南川・高山７-５６-４為川・酒井(滋大) 

井澤・長谷川×defi井出・下屋(天理大) 

伊豆・牧野６-７２-６真多・北角(京大) 

▽３R   浦上・増尾６-０６-０竹田・和田(桃大) 

荒谷・三嶋２-６６-４１-6原(大院大)・原(大産大) 

縄田・松永６-２６-1井上・福井(京産大) 

小林(純)・北川１-６２-6井口・藤本(大教大) 
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南川・高山０-６１-6高津・関井(大体大) 

▽４R   浦上・増尾６-０６-０澤田・山本(大院大) 

縄田・松永２-６３-6木幡・橋本(大院大) 

▽５R   浦上・増尾６-１６-４上原・岡田(甲南大) 

▽FIN   浦上・増尾６-７７-５６-１朝倉・浅野(関大) 

前川(知)･前川(尚)６-４５-７６-１秋山・古村(甲南大) 

山下・吉川７-５３-６４-６嶋田・坂上(関学大) 
予選 (女子シングルス) 

▽２R   大毛美南６-０６-０萩山(和大) 

長田姫佳里6-４6-０別所(大市大) 竹島加奈6-0 6-0木村(大産大) 

阪上文音６２６-７６-４長谷川(神院大) 

中田春奈6-３6-１天野(関外大) 天野有理6-３７-５工藤(関外大) 

本田歩美6-16-0佐田(奈良女大) 河野侑佳0-６0-６川筋(大産大) 

玄田紗也果6-0 6-0宗和(甲南女大)  島井   ×def寛田(関外大) 

林美佐6-３７-５鬼塚(松蔭女大) 

▽３R   大毛美南１-６１-６筒井(関大) 

長田姫佳里0-６1-6村上(大産大) 阪上文音６-0６-0田原(大市大) 

竹島加奈6-0 6-0宮原(園田女大)中田春奈２-６３-６斉藤(大産大) 

天野有理０-６１-6丸山(大教大) 本田歩美３-６１-６中嶋(関大) 

玄田紗也果6-0 6-0池田(大産) 林美佐6-7 6-1 6-4田中(びわこ) 

▽FIN   阪上文音４-６０-6伊藤(関学大) 

竹島加奈6-4 6-0増岡(関大)     林美佐５-７２-6本田(甲南大) 

玄田紗也果6-１５-７３-６田中(関大) 
予選 (女子ダブルス) 

▽１R  竹島・北川６-０６-０田中・武久(大工大) 

▽２R  大毛・本田６-０６-０大澤・栗 (京教大) 

阪上・中田def大西・山本(神女大) 

竹島・北川６-２６-２若松・石川(園田女大) 

天野・林 ６-１６-１森 ・南本(大産大) 

河野・島井×def山之江・安藤(立命大) 

▽３R  大毛・本田６-２６-1宮本・天野(関外大) 

阪上・中田６-１６-１野村・宮本(大産大) 

竹島・北川６-２６-0鬼塚・池内(松蔭女大) 

天野・林 １-６４-６大田尾・古崎(関学大) 

▽FIN  大毛・本田６-１６-４藤原・本田(甲南大) 

阪上・中田２-６７-５３-６大塚・川筋(関外大) 

竹島・北川６-２５-７１-６田中・筒井(関大) 

 
２０１３（平成２５）年 

【関西学生春季テニストーナメント】 

           （０５月２８日～６月０３日 靭TC） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦 

浦上 武大 ６－２ ６－１     中村   （関学大） 

西村 友貴 ７－６ ４－６ ６－１ 宮岡   （関 大） 

二村 真基 ４－６ ５－７     前川   （神院大） 

宇治 崇之 ６－２ ２－６ ６－４ 高木   （近 大） 

吉川 竜平 ５－７ ５－７     上杉   （近 大） 

諌山 航平 ６－１ ６－３     朝倉   （関 大） 

石島 知希 １－６ ６－３ ６－１ 西川   （神院大） 

井筒 康太 ６－３ ６－４     重山   （近 大） 

倉地 芳直 １－６ ６－３ ４－６ 土井   （近 大） 

増尾玲央楠 ６－１ ６－１     岡本   （関学大） 

▽2回戦 

浦上 武大 ６－４ ６－０     尾方   （近 大） 

西村 友貴 ６－１ ６－２     加治   （近 大） 

宇治 崇之 １－６ １－６     瀬古   （甲南大） 

諌山 航平 ７－６ １－６ １－６ 高橋   （近 大） 

石島 知希 ６－１ ６－２     三宅   （関 大） 

井筒 康太 ４－６ ５－７     上杉   （近 大） 

増尾玲央楠 ６－２ ６－２     福井   （関 大） 

▽３回戦 

浦上 武大 ７－６ ６－４     池川   （関 大） 

西村 友貴 ６－２ ５－７ ４－６ 染矢   （関 大） 

石島 知希 １－６ ３－６     上原   （甲南大） 

増尾玲央楠 ６－２ ６－３     西村   （神院大） 

▽準々決勝 

浦上 武大 ２－６ ３－６     上杉   （近 大） 

増尾玲央楠 ４－６ １－６     森田   （関 大） 
 

▽インカレ選考試合－男子単(予選決め) 
S1R宇治崇之７-９前川(神院大) 

S1R諌山航平８-４槇(関大)  S2R諌山航平６-２６-３山野(関大) 

S1R井筒康太９-７新屋(関大) 

FIN井筒康太６-３６-７７-６前川(神院大) 

 
(男子ダブルス) 

▽1回戦 

二村・宇治 ６－２ ６－２     江道・佐藤（立命大） 

西村・井上 ６－０ ６－７ ６－２ 前川(知)・前川(尚)（同大） 

浦上・西村 ７－６ ４－６ ６－１ 谷口・重山（近 大） 

諌山・石島 ６－３ ６－０     山野・花田（関 大） 

井筒・倉地 ７－６ ７－６     中村・槙 （関 大） 

▽２回戦 

二村・宇治 ０－６ ４－６     池川・細川（関 大） 

西村・井上 ６－４ ６－４     新屋・中村（関 大） 

浦上・増尾 ６－４ ６－３     森田・三輪（関 大） 

諌山・石島 ０－６ ４－６     中村・神山（近 大） 

井筒・倉地 ４－６ ３－６     上杉・土井（近 大） 

▽準々決勝 

西村・井上 ６－７ ５－７     下向・瀬古（甲南大） 

浦上・増尾 ４－６ １－６     鈴置・菊本（関学大） 

 
▽インカレ選考試合－男子複(予選決め) 
D1R二村・宇治６-４６-４徳田・長南(関学大) 

D1R諌山・石島６-３６-１下尾・黒木(大教大) 

D1R井筒・倉地６-４６-３嶋田・坂上(関学大) 
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 (女子シングルス) 

▽1回戦 

井上 晴菜 ６－３ ３－６ ６－４ 大東   （甲南大） 

竹島 加奈 ７－６ １－６ ０－６ 溝邊   （立命大） 

北川 真衣 ４－６ ６－１ ６－２ 桐畑  （園田女大） 

▽２回戦 

井上 晴菜 ６－０ ６－２     中村  （びわこ大） 

北川 真衣 ６－２ ６－３     村田   （大産大） 

▽３回戦 

井上 晴菜 ６－２ ６－３     筒井   （関 大） 

北川 真衣 ６－３ ６－２     北山   （甲南大） 

▽準々決勝 

井上 晴菜 ２－６ ６－７     山本   （関学大） 

北川 真衣 １－６ ３－６     藤原   （関 大） 

 
▽インカレ選考試合－女子単(予選決め、負け残り) 
 

 (女子ダブルス) 

▽1回戦 

大毛・本田 ３－６ ４－６     円本・北浦（親和女大） 

井上・玄田 ６－３ ６－２     大田尾・古崎 （関学大） 

▽２回戦 

井上・玄田 ６－７ ４－６       藤原・丸山（大教大） 

 
▽インカレ選考試合－女子複(予選決め) 
FIN井上・玄田６-１６-３大田黒・長妻(大教大) 

 
２０１３（平成２５）年 

【関西学生テニス選手権】 

               （０８月０２日～１１日 各大学） 
予選 (男子シングルス) 

▽２R   荒谷和宏６-４６-３平野(天理大) 

小林 純６-２６-１村井(大産大) 縄田 航６-０６-0加野(関外大) 

前川知範６-１６-０小林(京工) 前場康佑６-０６-３西本(びわこ) 

三嶋洋貴６-３６-３小川(甲南大) 小林慶太６-０６-１向井(天理大) 

松永慶太６-０６-１平野(大経大) 山下祥平６-１６-１濱本(大府大) 

石田智輝６-２5-0RET中根(大院大) 井上実１-６６-7中嶋(京医大) 

南川 翼６-２６-３別所(桃大)  山崎遼平RET福留(大工大) 

伊豆善崇６-１６-１森上(大経大) 北川理暉６-３６-１政本(追大) 

佐伯遼６-３６-２吉谷地(追大)    高山慧大３-６２-６豆谷(龍大) 

中島裕太６-０６-０山本(桃大) 長谷川大樹６-３６-０藤木(びわこ) 

前川尚輝６-２６-０大西(追大) 牧野圭一郎６-３６-０中野(京外) 

▽３R   荒谷和宏２-６６-７玉井(びわこ大) 

小林 純１-６１-６松山(甲南大) 縄田 航６-２１-６６-０松江(龍大) 

前川知範def漆原(京医大) 前場康佑４-６６-２１-６古井(龍大) 

三嶋洋貴０-６１-６谷口(大院) 小林慶太６-４４-６３-６近藤(立命) 

松永慶太３-６２-６川崎(大体大) 山下祥平６-０６-０山居(びわこ) 

石田智輝６-１３-６０-６井本(関大) 南川翼４-６４-６倉田(大院大) 

山崎遼平２-６２-６秋山(甲南大) 伊豆善崇６-０６-０西村(神院大) 

北川理暉６-２６-２坂口(大市大) 佐伯遼６-４６-０青嶋(神院大) 

中島裕太６-１６-０松浦(大市大) 長谷川大樹１-６２-６岡本(神院) 

前川尚輝６-１６-２叶(神大) 牧野圭一郎６-１６-０山田(滋大) 

▽４R   縄田 航３-６７-６６-４西村(近大) 

前川知範０-６３-６牧田(関学) 山下祥平７-６６-４富田(大教大) 
伊豆善崇７-６４-６３-６長南(関学) 北川理暉２-６０-６河野(関学) 

佐伯遼３-６２-６宇田(近大)   牧野圭一郎6-1 3-6 6-7清水(近大) 

中島裕太６-４６-４吉山(近大)  前川尚輝６-１６-１井澤(びわこ) 

▽４R   縄田 航３-６０-６中村(関学大) 

山下祥平１-６２-６東 (阪大) 

中島裕太７-５６-３中村(関大) 

前川尚輝４-６３-６小路(関学大) 

▽FIN   二村真基６-１６-３中川(関大) 

倉地芳直０-６１-６西川(近大) 中島裕太３-６２-６坂上(関学大) 

予選 (男子ダブルス) 

▽２R   諌山(拓)OB・牧野６-３６-４関田･本田(大体大) 

荒谷・小林(純) 6-３６-０石橋･神崎(大院大) 

前場・三嶋６-４６-０吉村･山本(桃大) 

縄田・松永６-０６-１福原･橋本(追大) 

山下・吉川６-２６-３加野･伊井(関外大) 

小林(慶)・山崎６-３６-２小西･六岩根(兵県大) 

石田・伊豆６-０６-１井上･亀田(大工大) 

南川・高山６-１６-７６-２久留･二神(電通大) 

北川・長谷川６-３６-４矢部･吉田(京教大) 

佐伯・中島６-２６-２明山･山本(京府大) 

▽３R   諌山(拓)OB・牧野６-２６-３佐藤･野口(関大) 

荒谷・小林(純) 6-４７-６西村･花村(大市大) 

前場・三嶋６-１６-２山岸･三原(立命大) 

縄田・松永６-１６-１江畑･山本(京産大) 

山下・吉川６-０６-１中西･飯野(阪大) 

小林(慶)・山崎３-６１-６江畑･佐藤(立命大) 

石田・伊豆２-６６-３５-７尾坂･仲井(大院大) 

南川・高山２-６４-６飯塚･小森(大院大) 

北川・長谷川６-０６-３佐伯･井戸(兵県大) 

佐伯・中島４-６７-６２-６真多･北門(京大) 

▽４R   諌山(拓)OB・牧野６-１６-７４-６東 ･中西(阪大) 

荒谷・小林(純) ３-６２-６前田･中条(甲南大) 

前場・三嶋１-６１-６西村･前山(神院大) 

縄田・松永７-５６-２木幡･橋本(大院大) 

山下・吉川１-６３-６田中･若松(神院大) 

北川・長谷川１-６２-６古村･高島(甲南大) 

▽５R   縄田・松永２-６１-6中村･中川(関大) 

▽FIN   前川(知)・前川(尚)７-６６-３田村･藤 (関学大) 
予選 (女子シングルス) 

▽２R   大毛美南６-０６-０小森(流通大) 

長田姫佳里６-３６-１吉田(仏大) 阪上文音６-０６-０廣田(大府) 

竹島加奈６-３７-５川崎(大体)中田春奈６-１６-２関口(松蔭女) 

天野有理６-１６-１池田(大産)本田歩美６-１６-１嶋野(京外大) 
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河野侑佳３-６１-６西村(園田女大) 

玄田紗也果６-４６-０竹下(武庫川) 

林 美佐６-１６-０武田(兵県大) 
予選 (女子ダブルス) 

▽２R  大毛・竹島６-２６-２渡邊･芝田(京産大) 

長田・河野６-０６-０竹井･宗和(甲南女大) 

中田・天野６-０６-０辰巳･吉田(京大) 

阪上・林 ６-０６-０川副･田中(兵県大) 

北川・本田６-４７-６竹越･竹下(武庫川) 

▽３R  大毛・竹島６-２６-２西村･宮原(園田女大) 

長田・河野０-６１-６大塚･川副(関外大) 

中田・天野１-６４-6小川･松田(関外大) 

阪上・林 ６-２７-５平岩･村上(大産大) 

北川・本田６-４６-３内藤･磯村(大院大) 

▽FIN  大毛・竹島３-６６-３６-３岡本･切本(大産大) 

阪上・林 ７-６６-２國府･八木(大体大) 

北川・本田６-３６-３山之江･井手(立命大) 

 
２０１３（平成２５）年 

【関西学生テニス選手権】 

          （０９月０２日～０９月０９日 靭TC） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦 

浦上 武大 ６－１ ６－４     細川   （関 大） 

西村 友貴 ６－２ ６－３     前田   （甲南大） 

宇治 崇之 ３－６ ６－３ ６－４ 萩    （関 大） 

吉川 竜平 ４－６ ６－１ ６－０ 藤垣   （関 大） 

諌山 航平 ６－２ ６－４     二村 真基（同 大） 

石島 知希 ６－４ ６－１     嶋田   （関学大） 

井筒 康太 ２－６ ６－４ ６－１ 安田   （近 大） 

増尾玲央楠 ６－２ ６－３     三輪   （関 大） 

▽２回戦 

浦上 武大 ６－４ ６－０     藤    （関学大） 

西村 友貴 ６－０ ４－６ ６－２ 菊本   （甲南大） 

宇治 崇之 ６－４ ６－３     西村   （神院大） 

諌山 航平 ６－２ ６－１     吉川 竜平（同 大） 

石島 知希 ３－６ ６－３ ６－３ 新屋   （関 大） 

井筒 康太 ６－４ １－６ ７－６ 神山   （近 大） 

増尾玲央楠 ６－０ ６－２     朝倉   （関 大） 

▽３回戦 

浦上 武大 ６－１ ６－４     早瀬   （甲南大） 

宇治 崇之 ０－６ １－６     上杉   （近 大） 

諌山 航平 ６－３ ４－６ 1-4RET 中村   （関 大） 

石島 知希 ３－６ ２－６     森田   （関 大） 

井筒 康太 ０－６ ２－６     日下   （関 大） 

増尾玲央楠 ６－４ ６－２     西村 友貴（同 大） 

▽準々決勝 

浦上 武大 ６－４ １－６ ６－２ 染矢   （関 大） 

増尾玲央楠 ６－３ ６－２     上原   （甲南大） 

▽準決勝 

浦上 武大 ６－３ ６－２     森田   （関 大） 

増尾玲央楠 ７－５ ４－６ ３－６ 中村   （関 大） 

▽決 勝 

浦上 武大 ４－６ ６－４ ４－６ 中村   （関 大） 
〈準優勝〉 

 (男子ダブルス) 

▽1回戦 

浦上・増尾 ６－３ ６－２     椎名・西川（近 大） 

西村・井上 ２－６ ６－４ 10－8  中村・染矢（関 大） 

二村・宇治 ６－３ ６－２     佐藤・松本（立命大） 

前川(知)・前川(尚) ６－１ ６－１  嶋田・坂上（関学大） 

諌山・井筒 ４－６ ６－７     牧田・衣川（関学大） 

石島・倉地 ６－３ ６－４     萩 ・槇 （神院大） 

▽２回戦 

浦上・増尾 ６－２ ６－４     牧田・衣川（関学大） 

西村・井上 ６－４ ６－０     二村・宇治（同 大） 

前川(知)・前川(尚) ６－４ ６－４  上村・上野（立命大） 

石島・倉地 ２－６ ２－６     下向・瀬古（甲南大） 

▽準々決勝 

浦上・増尾 ４－６ ６－２ 10－4 上杉・土井（近 大） 

西村・井上 ６－２ ６－１     森田・三輪（関 大） 

前川(知)・前川(尚) １－６ ３－６  細川・池川（関 大） 

▽準決勝 

浦上・増尾 ６－３ ６－０     下向・瀬古（甲南大） 

西村・井上 ６－２ ６－１     細川・池川（関 大） 

▽決 勝 

浦上・増尾 ４－６ ７－５ 10－5 西村・井上（同 大） 

〈優 勝〉              〈準優勝〉 

 (女子シングルス) 

▽1回戦 

井上 晴菜 ６－４ ６－３     大田黒（大教大） 

北川 真衣 ６－４ ６－３     横山   （大産大） 

玄田紗也果 ６－７ ６－２ ４－６ 円本  （親和女大） 

▽２回戦 

井上 晴菜 ６－２ ６－３     円本  （親和女大） 

北川 真衣 ７－６ ３－６ ４－６ 大西   （関 大） 

▽３回戦 

井上 晴菜 ０－６ １－６     田中   （関学大） 
 (女子ダブルス) 

▽1回戦 

井上・玄田 ６－７ ６－４ 10－7 北川・本田 (同 大) 

大毛・竹島 ４－６ ４－６    山崎・酒井 (関学大) 

阪上・林  ０－６ ２－６    山本・村上 (関学大) 

▽２回戦 

井上・玄田 ６－４ ７－５    山田・松永 (松蔭女大) 

▽準々決勝 

井上・玄田 ６－７ ２－６    藤原・大西 (関 大) 
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２０１３（平成２５）年 

【関西学生チャレンジテニストーナメント】 

  （０６月０８日～１３日、０６月２２日～２８日 各大学） 
(男子シングルス) 
▽２回戦  荒谷 和宏８-０宮脇(滋賀大) 

小林  純８-０若草(阪大)   縄田  航８-０石橋(大院大) 
前川 知範８-０近藤(関国大)  前場 康佑８-１濱本(兵県大) 
三嶋 洋貴８-０大山(和大)   小林 慶太４-８塚本(大府大) 
松永 慶太８-５漆原(京医大)  山下 祥平８-０尾崎(国際大) 
石田 智輝８-４中村(大経大)  南川  翼８-５三宅(京大) 

山崎 遼平８-４藤本(京大)   伊豆 善崇８-０世良(京府大) 
北川 理暉１-８元木(阪大)   高山 慧大２-８塩見(京大) 
中島 裕太８-０川崎(京大)   長谷川大樹def岩崎(摂南大) 
▽３回戦  荒谷 和宏４-８橋本(大院大) 

小林  純８-６藤澤(大産大)  縄田  航８-１中橋(神大) 
前川 知範８-０池田(阪大)   前場 康佑８-３西川(桃大) 
三嶋 洋貴８-５中西(阪大)   松永 慶太８-６橋本(流通大) 
山下 祥平８-０中野(和大)   石田 智輝８-２中村(龍大) 
南川  翼４-８上原(桃大)   山崎 遼平２-８岡田(甲南大) 

伊豆 善崇９-８前 (大府大)  中島 裕太８-４中島(京外大) 
長谷川大樹５-８鈴鹿(関学大) 
▽４回戦  小林  純１-８古村(甲南大) 
縄田  航８-４福田(桃大)   前川 知範９-７樋口(神院大) 
前場 康佑６-８西村(近大)   三嶋 洋貴３-８川俣(近大) 
松永 慶太４-８前山(神院大)  山下 祥平８-４山元(びわこ大) 
石田 智輝８-３田中(神院大)  伊豆 善崇３-８若松(神院大) 
中島 裕太８-１金子(阪大) 
▽５回戦  縄田  航８-６秋山(甲南大) 
前川 知範８-０大谷(京大)   山下 祥平８-４岡村(四天大) 
石田 智輝８-１河野(関学大)  中島 裕太４-８高島(甲南大) 
▽６回戦  縄田  航６-８井本(近大) 
前川 知範１-８堤 (近大)   山下 祥平６-８高島(甲南大) 
石田 智輝４-８中村(関大) 
 (男子ダブルス) 

▽２回戦  荒谷･小林(純)８-１竹村･庄司(神外大) 

縄田･中島８-０上野･道利(和大) 松永･牧野８-０木原･増田(電通大) 

前場･長谷川６-８河内･吉村(大経法大) 

小林(慶)･石田８-１川口･光久(大府大) 

山崎･野口(関大)８-０政本･橋本(追大) 

南川･高山８-２吉見･池本(大経法大) 

伊豆･北川８-１辰巳･池田(大谷大) 

▽３回戦  荒谷･小林(純)４-８中西･星山(関大) 

縄田･中島８-１豆谷(龍大)･林(大体大) 

小林(慶)･石田８-０早川･川崎(京大) 

松永･牧野８-４小夏･飯田(龍大) 南川･高山６-８稲垣･沼田(京大) 

山崎･野口(関大)７-９玉田･脇坂(滋県大) 

伊豆･北川３-８佐伯･川俣(近大) 

▽４回戦  縄田･中島９-７秋 ･若松(神院大) 

小林(慶)･石田８-５田中･木ﾉ下(甲南大) 

松永･牧野９-7田中･前川(神院大) 

▽５回戦  縄田･中島８-６金成･清水(近大) 

小林(慶)･石田３-８石堂･松江(龍大) 

松永･牧野４-８飯田･松山(天理大) 

▽６回戦  縄田･中島４-８谷口(大院大)･三好(京産大) 

 (女子シングルス) 

▽２回戦  大毛 美南８-０川口(武庫川大) 

長田姫佳里８-１山崎(神大)   阪上 文音８-０内藤(大府大) 

中田 春奈８-０鈴木(追大)   天野 有理def辰巳(奈良女大) 

本田 歩美８-１村上(追大)   河野 侑佳８-１前田(和大) 

玄田紗也果def成田(奈良女大)  林  美佐８-４辻本(和大) 

▽３回戦  大毛 美南８-０宮本(関外大) 

長田姫佳里８-６中嶋(関大)   阪上 文音８-２服部(関外大) 

中田 春奈６-８岡田(神大)   天野 有理８-２岩城(神大) 

本田 歩美９-８杉本(国際大)  河野 侑佳８-３小牧(京産大) 

玄田紗也果８-０奥村(武庫川大) 林  美佐８-２笠井(関学大) 

▽４回戦   大毛 美南８-０南本(大産大) 

長田姫佳里８-６神谷(関外大)  阪上 文音８-２徳田(龍大) 

天野 有理８-２本多(大産大)  本田 歩美８-３宮原(園田女大) 

河野 侑佳０-８原田(関外大)  玄田紗也果８-４新貝(びわこ大) 

林  美佐５-８増岡(びわこ大) 

▽５回戦   大毛 美南８-４田中(びわこ大) 

長田姫佳里８-３則信(園田女大) 阪上 文音５-８磯村(大院大) 

天野 有理２-８藤原(大教大)  本田 歩美７-９半田(天理大) 

玄田紗也果８-５内藤(大院大) 

▽６回戦  大毛 美南８-１江間(立命大) 

長田姫佳里１-８東原(関学大)  玄田紗也果８-６大田黒(大教大) 

▽準々決勝  大毛 美南 ６-１ ６-０    大嶋(親和女大) 

       玄田紗也果 ６-３ ３-６ ４-６ 増岡(びわこ大) 

▽準決勝   大毛 美南 ４-６ ３-６    丸山(大教大) 

 (女子ダブルス) 

▽２回戦  竹島･北川８-３笠原･永田(京大) 

中田･天野def清･永田(大府大) 阪上･林 ８-２植西･奥村(武庫川大) 

河野･酒井(関外大)８-３岩佐･阿武(京外大) 

▽３回戦   竹島･北川８-０横野･堀 (関大) 

中田･天野８-２南本･池田(大産大) 阪上･林８-１大場･川筋(大産大) 

河野･酒井(関外大)２-８上田･堀内(大産大) 

▽４回戦  竹島･北川８-１野村･本多(大産大) 

中田･天野８-３石川･松下(園田女) 阪上･林８-３神田･坂井(阪大) 

▽５回戦  竹島･北川６-８原田･富田(関外大) 

中田･天野５-８安藤(立命大)･田中(びわこ大) 

阪上･林９-８溝邊･奥田(立命大) 

▽準々決勝 阪上･林 ６-２ ５-７ ６-４ 川島･増岡(関大) 

▽準決勝  阪上･林 ３-６ １-６   福島･松井(関学大) 

 
２０１３（平成２５）年 

【関西学生地域 (京都地区)テニストーナメント】 

           （１１月０２日・・１１月２３日 各大学） 
(男子シングルス) 

▽２回戦   宇治 崇之８-０弓削(びわこ大) 
小林 慶太８-０藤本(京 大)  松永 慶太４-８中島(京外大) 
山下 祥平８-０渡辺(滋 大)  吉川 竜平８-４鳥居(仏 大) 
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石田 智輝８-０光吉(京 大)  井上  実８-３橋本(滋 大) 
倉地 芳直８-０小林(京 大)  南川  翼９-７福井(京産大) 
山崎 遼平８-３宮本(滋 大)  伊豆 善崇６-８小杉(京産大) 
北川 理暉９-８松田(龍 大)  佐伯  遼８-５稲垣(京 大) 
高山 慧大８-０尾本(滋 大)  中島 裕太８-２榎本(京府大) 
長谷川大樹８-２今井(滋 大)  前川 尚輝８-０松井(京 大) 
牧野圭一郎８-１井上(京医大) 
▽３回戦   宇治 崇之８-１岩本(滋 大) 
小林 慶太３-８北野(立命大)  山下 祥平８-５三好(京産大) 
吉川 竜平８-３北丸(京工大)  石田 智輝２-８松本(立命大) 
井上  実８-３石堂(龍谷大)  倉地 芳直８-１和田(京工大) 
南川  翼３-８宋 (京 大)  山崎 遼平４-８江畑(京産大) 
北川 理暉５-８西岡(京 大)  佐伯  遼８-２山元(びわこ大) 
高山 慧大０-８畑中(立命大)  中島 裕太８-４田辺(びわこ大) 
長谷川大樹３-８朝倉(京産大)  前川 尚輝def吉田(京教大) 
牧野圭一郎８-１沼田(京 大) 
▽４回戦   宇治 崇之８-０田中(京 大) 
山下 祥平８-５真嶋(龍谷大)  吉川 竜平８-０山居(びわこ大) 
井上  実６-８真多(京 大)  倉地 芳直８-１平山(龍谷大) 
佐伯  遼９-８江連(立命大)  中島 裕太６-８神田(京産大) 
前川 尚輝８-１小山田(京産大) 牧野圭一郎８-９山下(立命大) 
▽５回戦   宇治 崇之８-０山下 祥平(同 大) 
倉地 芳直８-４山下(立命大) 前川 尚輝８-６吉川竜平(同 大) 
佐伯  遼７-９畑中(立命大) 
▽準々決勝 

宇治 崇之 ３－６ ２－６     上野(立命大) 
倉地 芳直 ３－６ ６－４ ３－６ 畑中(立命大) 
前川 尚輝 ２－６ ６－２ ６－３ 松本(立命大) 
▽準決勝 

前川 尚輝 ２－６ ２－６     佐藤(立命大) 
 (男子ダブルス) 

▽２回戦  松永・石田８-６兼房・藤木(びわこ大) 

小林・伊豆８-２木村・弓削(びわこ大) 

山下・牧野８-１宮本・橋本(滋 大) 

吉川・前川８-３鳥居・村上(仏 大) 

南川・鹿島(立命大)５-８有川・小林(京工大) 

山崎・高山８-５古川・藤下(京産大) 

北川・長谷川８-４稲垣・寺倉(仏 大) 

佐伯・中島８-５大谷・西岡(京 大) 

▽３回戦  松永・石田６-８石堂・小夏(龍谷大) 

小林・伊豆５-８山下・江連(立命大) 

山下・牧野def岡本・吉澤(京医大) 

吉川・前川８-０笹津・小林(京 大) 

山崎・高山０-８鎌田・山藤(びわこ大) 

北川・長谷川４-８増田・宇野(びわこ大) 

佐伯・中島６－８江畑・山本(京産大) 

▽４回戦  山下・牧野９-７山元・山居(びわこ大) 

吉川・前川８-１宋 ・木村(京 大) 

▽準々決勝 

山下・牧野 ３－６ １－６     畑中・松本(立命大) 

吉川・前川 ６－３ ６－３     有田・吉村(龍谷大) 

▽準決勝 

吉川・前川 ６－４ ７－６     田辺・三好(びわこ大) 

▽決 勝 

吉川・前川 ６－４ ６－４    畑中・松本(立命大) 

〈優 勝〉 

(女子シングルス) 

▽１回戦  阪上 文音８-１藤岡(京 大) 

中田 春奈８-０村上(京 大)   天野 有理８-０岩佐(京外大) 

本田 歩美８-３行田(びわこ大)  河野 侑佳８-２今西(京 大) 

玄田紗也果８-０辰巳(京 大)   林  美佐def中村(京 大) 

▽２回戦  阪上 文音９-７田中(びわこ大) 

竹島 加奈８-２新貝(びわこ大)  中田 春奈８-０泉 (京産大) 

天野 有理８-０黒崎(びわこ大)  本田 歩美８-１金森(立命大) 

河野 侑佳２-８奥田(立命大)  玄田紗也果８-２増岡(びわこ大) 

林  美佐８-４渡邊(京産大) 

▽３回戦   阪上 文音８-５山下(龍谷大) 

竹島 加奈８-３安藤(立命大)   中田 春奈６-８江間(立命大) 

天野 有理３-８溝邊(立命大)  本田 歩美３-８山之江(立命大) 

玄田紗也果８-０徳田(龍谷大)   林  美佐２-８中原(立命大) 

▽準々決勝 

阪上 文音 ６－３ ２－６ ３－６ 山之江(立命大) 

竹島 加奈 ７－５ ６－４     溝邊(立命大) 

玄田紗也果 ６－３ ６－０     奥田(立命大) 

▽準決勝 

竹島 加奈 ６－４ １－６ ４－６ 山之江(立命大) 

玄田紗也果 ６－３ ６－３     中原(立命大) 

▽決 勝 

玄田紗也果 ６－４ ３－６ ６－７ 山之江(立命大) 

〈準優勝〉 

 (女子ダブルス) 

▽１回戦  竹島・北川８-０中村・今西(京 大) 

中田・林 ８-０辰巳・吉田(京 大) 

天野・河野６-８行田・和田(びわこ大) 

▽２回戦  竹島・北川８-０中山・七里(京産大) 

阪上・本田８-５貝崎・増岡(びわこ大) 

中田・林 ８-１大橋・井手(立命大) 

▽準々決勝 

竹島・北川 ７－５ ５－７ ６－２ 山之江・安藤(立命大) 

阪上・本田 ６－０ ６－０     赤谷・和田(仏 大) 

中田・林  ６－４ ６－４     奥田・江間(立命大) 

▽準決勝 

竹島・北川 ７－６ ６－２     阪上・本田 (同 大) 

中田・林  ６－７ ２－６     溝邊・中原  (立命大) 

▽決 勝 

竹島・北川 ６－７ ２－６     溝邊・中原  (立命大) 

〈準優勝〉 

 

２０１３（平成２５年）年 

【全日本学生テニス選手権】 

      予選（０８月１４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) 
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▽１Ｒ 諌山 航平 ６－０ ６－２     小堀（早稲田大） 

    井筒 康太 ６－７ ３－６     小坂（中央大） 

▽FIN 諌山 航平 ５－７ ４－６     植木（近 大） 

予選 (男子ダブルス) 

▽１Ｒ 二村・宇治 ６－７ ３－６     小林・長田（法政大） 

    諌山・石島 ６－３ ７－６    月村・杉浦（中央大） 

    井筒・倉地 ４－６ ３－６   新屋・中村（関 大） 

▽FIN 諌山・石島 ６－４ ７－５    澤田・片山（明治大） 

予選 (女子ダブルス) 

▽１Ｒ 井上・玄田 ６－１ ６－４     鈴木・青木（駒澤大） 

▽FIN 井上・玄田 ６－４ ６－１   坂元・今橋（慶応大） 

 
２０１３（平成２５年）年 

【全日本学生テニス選手権】 

     本戦（０８月１９日～０８月２６日 岐阜ﾒﾓﾘｱﾙｾﾝﾀｰ） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦 
石島 知希 ７－６ ６－１     小塩（愛知大） 

▽２回戦 
浦上 武大 ６－３ ６－２     佐伯（鹿屋体育大） 
西村 友貴 ６－２ ６－２     丹野（日 大） 

石島 知希 ４－６ １－６     首藤（福岡大） 

増尾怜央楠 ６－１ ６－２     瀬古（甲南大） 
▽３回戦 
浦上 武大 ６－１ ６－３     首藤（福岡大） 
西村 友貴 ２－６ ４－６     森田（関 大） 

増尾怜央楠 ２－６ ４－６     小野（明治大） 
▽４回戦 
浦上 武大 ６－４ ６－４     中川（中央大） 
▽準々決勝 
浦上 武大 ７－６ ０－６ ２－６ 遠藤（早稲田大） 
 (男子ダブルス) 

▽１回戦 

諌山・石島 ６－４ ６－２     野中・三田（金沢大） 

▽２回戦 

浦上・増尾 ７－６ ６－２     中村・神山（近 大） 

西村・井上 ６－３ ７－５     松森・大友（法政大） 

諌山・石島 ３－６ ６－７     近藤・志賀（慶応大） 

▽３回戦 

浦上・増尾 ２－６ １－６     田川・遠藤（早稲田大） 

西村・井上 ６－２ ６－４     中島・伊藤（法政大） 

▽準々決勝 

西村・井上 ２－６ １－６     古田・今井（早稲田大） 

(女子シングルス) 

▽１回戦 

井上 晴菜 ４－６ ２－６     吉元（鹿屋体育大） 

北川 真衣 ６－４ ４－６ ３－６ 森 （明治大） 

 (女子ダブルス) 

▽１回戦 

井上・玄田 ４－６ ６－２ １－６ 間中・宮地（早稲田大） 

 

２０１３（平成２５年）年 

【全日本学生室内テニス選手権】 

         予選（１２月０１日～１２月０４日 江坂TC） 
予選 (男子シングルス) 

▽１R 西村 友貴 ４－６ １－６     松崎（早稲田大） 

    石島 知希 ５－７ ３－６     弓立（明治大） 

    増尾怜央楠 ６－２ ６－２     伏田（札幌大） 
▽ＳＦ 増尾怜央楠 ２－６ ０－６     大友（法政大） 

予選 (男子ダブルス) 

▽１R 浦上・西村 ６-２ ６-４    大川・小黒 (富士大) 

    井上・増尾 ５-７ ６-１ ４-６ 諱 ・深田 (明治大) 

▽ＳＦ 浦上・西村 ６-０ ６-３    諱 ・深田 (明治大) 

▽FIN 浦上・西村 ５-７ ３-６    大友・山田 (法政大) 

予選 (女子シングルス) 

▽１R  北川 真衣 ６－３ ６－１     古屋 (中京大) 

▽ＳＦ 北川 真衣 ６－１ ６－０     下道 (山梨学大) 

▽FIN 北川 真衣 ２－６ ２－６     藤岡（慶応大） 

本選 (男子シングルス) 本選（１２月０５日～０８日 江坂TC） 
▽１回戦 浦上 武大 ２－６ ２－６     大友（法政大） 

 
２０１３（平成２５年）年 

平成２５年度 第４８回【東海学生選抜室内テニス選手権】 

      予選（１１月２３日～ 愛知学院大日進ｷｬﾝﾊﾟｽTC） 
予選 (女子ダブルス) 

▽１R 北川(同大)・筒井(関大)６-０ ６-１岡本(岐大)・岩瀬(中京大) 

▽FIN 北川(同大)・筒井(関大)６-４ ６-２古屋・山岸(中京大) 

平成２５年度 第４８回【東海学生選抜室内テニス選手権】 

      本選（１２月１２日～１４日 愛知県体育館） 
(男子シングルス) 

▽１回戦   石島知希 ６-４ ３-６ ６-１ 服部(中京大) 

▽２回戦   石島知希 ６-４ ６-２     吉田(中京大) 

▽ＳＦ    石島知希 ４-６ ０-６     船橋(愛院大) 

 (男子ダブルス) 

▽１回戦  石島(同大)・染矢(関大) ７-６ ６-３ 
                    加藤･森下(愛院大) 
▽ＳＦ   石島(同大)・染矢(関大) ７-６ ４-６ ２-６ 
                    舟橋･金澤(愛院大) 
(女子シングルス) 

▽１回戦   北川真衣 ６-４ ６-１    松田(高学館) 

▽２回戦   北川真衣 ６-１ ７-６    山岸(中京大) 

▽ＳＦ    北川真衣 ４-６ ６-７    鵜飼(東海学園) 

(女子ダブルス) 

▽１R 北川(同大)・筒井(関大) ３-６ ５-７ 山口･中西(東海学園) 

 

２０１３（平成２５年）年 

【中国・四国室内テニス選手権】 

           （０１月１７日～２０日 広域公園TC） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦   石島知希６-２６-２元本(広島経済大) 

▽２回戦   石島知希７-５６-２崔 (関西国際大) 

▽ＳＦ    石島知希６-４６-１岡林(松山大) 

▽FIN    石島知希６-２６-１佐伯(鹿屋体育大) 

 (男子ダブルス) 
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▽１回戦  石島(同大)・崔(関国大)６-２ ６-１ 
                 (岡山大)･池田(司)(松山大) 
▽ＳＦ   石島(同大)・崔(関国大)１-６ ６-４４-６ 
                  岡林･山本(篤)(松山大) 
 
２０１３（平成２５年）年 

【島津全日本室内テニス選手権】第４９回 

     予選（０２月２８日～３月２日 京都･ﾊﾝﾅﾘｰｽﾞｱﾘｰﾅ） 
 予選 (男子シングルス) 

▽１Ｒ   西村 友貴 １－６ ０－６ 近藤(大空)(日本) 
      諌山 航平 ２－６ ３－６ 近藤(大参)(日本) 
 予選 (女子シングルス) 

▽１Ｒ   北川真衣 １－６ ４－６ 守屋(ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ) 
 
２０１３（平成２５年）年 

【関西オープンテニス選手権】第８９回 一般の部 

            予選（０５月１２日 靭TC） 
 予選(男子シングルス) 

▽１Ｒ  西村友貴３－８中村(大阪医畠大学付属高校) 

諌山航平８-２谷口(ﾃﾞｨﾊﾞｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

倉地芳直８-２植村(ﾍﾙﾒｽｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱(ﾎﾞﾉﾗ―ﾄ)) 

増尾玲央楠８-１中島(京都外大西高) 

▽FIN  諌山航平８-４小村(神戸学院大) 

倉地芳直１-８福田(Proleot ALC) 

増尾玲央楠８-３福岡(荏原SSC) 
 予選(男子ダブルス) 

▽１Ｒ  諌山(航)・諌山(拓)(OB－ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ)８-５ 

             諏訪部(相川ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻ )゙・大西(BEAR) 

           本戦（０５月１３日～１６日 靭TC） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦  浦上武大６-３６-３富岡(ﾉｱ･ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ北千里) 
      諌山航平６-３２-６６-4角田(ｴｽ･ｼｰ･ｴｽ) 

      増尾玲央楠６-４２-６６-１喜多(上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌ )゙ 
▽２回戦  浦上武大７-５ ６-２奥(ﾌﾟﾛ･ﾐﾔﾑﾗﾃﾆｽｾﾝﾀ )ー 
     諌山航平０-６１-６ﾛﾝｷﾞ(ﾌﾟﾛ･たちかわｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ) 

      増尾玲央楠６-３６-７３-6守谷(MTS ﾃﾆｽｱﾘｰﾅ三鷹) 
▽３回戦  浦上武大５-７６-２６-４森田(関西大) 
▽ＱＦ   浦上武大３-６３-６長尾(ﾐﾅﾐｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌ )゙ 
 (男子ダブルス) 

▽１回戦  浦上・増尾６-４ ６-３西村・槙原(神戸学院大) 
            諌山(航)・諌山(拓)(OB－ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｲﾝｸﾞﾗﾝﾄ )゙６-７１-６ 
               中村(大産大付属高)･新屋(関西大) 
      倉地・松尾(大産大)６-２６-２ 
       高橋(NTT東日本東京)･澤井(ﾙｰｾﾝﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ豊中) 
▽２回戦  浦上・増尾 
      倉地・松尾(大産大) 
 

２０１３（平成２５年）年 

【毎日オープンテニス選手権】第８８回 一般の部 

           予選（０５月１９日・２０日 靭TC） 
 予選(男子シングルス) 

▽１Ｒ  宇治崇之２-８諌山航平(同大) 

石島知希８-０岡倉(日本体育大)  倉地芳直５-８大熊(関西大) 

▽FIN  諌山航平８-４谷口(近畿大) 

石島知希８-０山田(ACE TC) 
           本戦（０５月２０日～２５日 靭TC） 
 (男子シングルス) 

▽１回戦  浦上武大６-１６-２森下(ｻﾄｳGTC) 
      諌山航平３-６２-６越智(神戸学院大TC) 

      石島知希７-６６-０高橋(近畿大) 

      増尾玲央楠７-５６-１西村友貴(同大) 
▽２回戦  浦上武大６-２６-７６-３染谷(関西大) 
       石島知希２-６６-１６-４小山(ﾌﾟﾛ･中央教育研究所㈱) 

          増尾玲央楠２-６２-6高梨(ﾉｱ･ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ北千里) 
▽３回戦  浦上武大６-４１-６２-６有本(ﾌﾟﾛ･伊勢久) 
      石島知希２-６２-6越智(神戸学院大TC) 
 (男子ダブルス) 

▽１回戦  浦上・増尾６-３６-３高橋・福仲(近畿大) 
            西村・井上６-７３-６三宅・古井(関西大) 
      諌山(航)・諌山(拓)(OB－ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｲﾝｸﾞﾗﾝﾄ )゙６-０６-２ 
         植村(ﾍﾙﾒｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱(ﾎﾟﾉﾗｰﾄ))･野口(大阪成蹊大) 
      倉地・松尾(大産大)６-２６-３ 
               廣瀬(ﾉｱ･ｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ)･松尾(Keep Smiling) 
▽２回戦  浦上・増尾６-３６-３上杉(近畿大)・梶原(神戸学院大) 
            諌山(航)・諌山(拓)(OB－ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｲﾝｸﾞﾗﾝﾄ )゙６-３６-４ 
               合田・石川(大阪社会体育専門学校) 
      倉地・松尾(大産大)６-１３-６ 4-10三宅･古井(関西大) 
▽ＱＦ   浦上・増尾４-６７-６ 10-12神山・中村(近畿大) 
            諌山(航)・諌山(拓)(OB－ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｲﾝｸﾞﾗﾝﾄ )゙６-４６-３ 
                      三宅・古井(関西大) 
▽ＳＦ   諌山(航)・諌山(拓)(OB－ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｲﾝｸﾞﾗﾝﾄ )゙６-２６-１ 
           白川(ﾙｰｾﾝﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ豊中)・入谷(三友ｽﾎﾟｰﾂ) 
▽FIN   諌山(航)・諌山(拓)(OB－ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｲﾝｸﾞﾗﾝﾄ )゙ 
        〈準優勝〉 １-６６-２ 9-11 坂井・望月(清風高) 
 

２０１３（平成２５年）年 

【ブリジストン京都オープン２０１３】第１３回 

       予選（０４月０８日～ 小畑川中央公園TC） 
予選 (男子シングルス) 
▽１R   北川理暉６-８寺尾(祐)(Tennis Bullet) 

松永慶太８-６細田(島津製作所) 山下祥平８-１神内(四ﾉ宮ﾃﾆｽｸﾗﾌ )゙ 

南川翼４-８伊豆善崇(同大) 高山慧大２-８寺尾(紘)(Tennis Bullet) 

石田智輝８-２藤野(神足ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)  山崎遼平６-８稗島(光泉高校) 

佐伯遼def後田(同志社国際高) 長谷川大樹０-８藤村(京外大西高) 

牧野圭一郎def岩田(四ﾉ宮ﾃﾆｽｸﾗﾌ )゙ 

▽FIN   山下祥平６-８清水(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ) 

小林慶太８-６稗島(光泉高校) 牧野圭一郎８-４渕田(明石ﾃﾆｽ企画) 

松永慶太１-８藤村(京外大西高) 伊豆善崇３-８後田(同志社国際高) 

吉川竜平８-５濱本(Balle BlancheTC) 

石田智輝８-５寺尾(紘)(Tennis Bullet) 

        本戦（０４月１０日～１３日  小畑川中央公園TC） 
 (男子シングルス) 
▽１回戦  宇治崇之６-４６-１武甕(Street Tenple) 

小林慶太３-６０-６荒堀(ﾗﾎﾟﾑ) 井筒康太６-１７-６嶋田(関学大) 

倉地芳直７-６２-６６-３吉川竜平(同大) 

井上 実１-６１-６野口(ﾉｱ･ｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ) 

増尾玲央楠６-１６-３石田智輝(同大)  
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前川尚輝６-２７-６植村(芦屋大) 

牧野圭一郎０-６２-６畑中(ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞｺｽﾊﾟ八尾南) 

▽２回戦  宇治崇之６-１６-２藤村(京外大西高) 

井筒康太７-６６-２畑中(ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞｺｽﾊﾟ八尾南) 

倉地芳直６-２６-０後田(同志社国際高) 

増尾玲央楠６-０６-０前川尚輝(同大) 

▽準々決勝 宇治崇之１-６２-６野口(ﾉｱ･ｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼ )゙ 

倉地芳直１-６２-６進士(ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞｾﾌﾞﾝｽﾘ )ー 

増尾玲央楠６-２６-１井筒康太(同大) 

▽準決勝  増尾玲央楠４-６４-６佐野(OB－東山TC) 
 (男子ダブルス) 
▽１回戦  石田･山崎6-4 6-2 10-6渕田(明石ﾃﾆｽ)･後田(同国際高) 

▽準々決勝 北川・長谷川 def 宇治(同大)･嶋田(関学大)  

井筒･倉地６-２６-１石田･山崎(同大) 

井上･前川(尚)０-６０-６佐野(OB－東山TC)･野口(ﾉｱ･ｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ) 

▽準決勝   北川・長谷川２-６２-６本城・辰野(東山高) 

井筒･倉地６-７３-６佐野(OB－東山TC)･野口(ﾉｱ･ｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ) 
 (女子シングルス) 
▽１回戦  北川真衣６-０ ６-０鈴木(湘南平ﾃﾆｽｸﾗﾌ )゙ 

玄田紗也果６-０ ６-2稗島(四ﾉ宮ﾃﾆｽｸﾗﾌ )゙ 

▽２回戦  北川真衣４-６６-３６-０鈴木(大産大) 

玄田紗也果７-６６-３森本(PLUS LIST) 

▽準々決勝 北川真衣４-６６-４２-６川島(Balle Blanche TC) 

玄田紗也果４-６２-６喜島(Athlete Gym) 

 (女子ダブルス) 
▽１回戦  本田・玄田２-６２-６三輪・古澤(京都外大西高) 

 

２０１３（平成２５年）年 

【ダンロップシングルストーナメント】 

           （０５月１２日～ 宝ヶ池公園ﾃﾆｽｺｰﾄ） 
 (男子シングルスリーグ) 1番ﾌﾞﾛｯｸ 
井筒康太６-２福田(島津製作所)  井筒康太６-０小林(四ﾉ宮TC) 

井筒康太６-０浅名(ﾗｲｽﾄﾞｱﾃﾆｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ) 

 (男子シングルスリーグ) ２番ﾌﾞﾛｯｸ 
石田智輝６-３伊豆善崇(同大)  伊豆善崇６-３北川理暉(同大) 

石田智輝６-４北川理暉(同大)  伊豆善崇６-１笹島(四ﾉ宮TC) 

石田智輝６-０笹島(四ﾉ宮TC)  北川理暉６-４笹島(四ﾉ宮TC) 

 (男子シングルスリーグ) ３番ﾌﾞﾛｯｸ 
南川  翼７-５中根(良)(ﾃﾆｽﾊｳｽ) 南川 翼３-６岩田(四ﾉ宮TC) 

南川 翼６-２神内(四ﾉ宮TC) 

 (男子シングルス) １位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ ＳＦ 
石田智輝(同大)６-０岩田(四ﾉ宮TC) 

井筒康太(同大)６-０中根(啓)(ﾃﾆｽﾊｳｽ) 

 (男子シングルス) １位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ FIN 
井筒康太(同大)７-５石田智輝(同大) 

 
２０１３（平成２５年）年 

【ダンロップテニストーナメント】 関西大会 

         （１１月０２日～０３日 滋賀県立長浜ﾄﾞｰﾑ） 
 (男子Ａ級リーグ戦) 
井筒・倉地８-６佐々木・阪口(奈良県) 

井筒・倉地８-５中田・梶原(大阪府) 

井筒・倉地８-５諌山OB・深山OB(滋賀県) 

井筒・倉地８-４菊池・本倉(兵庫県) 

井筒・倉地９-７乾野・猿渡(和歌山県) 

  (一般女子ダブルスリーグ戦) 
井上・玄田８-２森花・赤松(奈良県) 

井上・玄田８-０浦西・浦西(大阪府) 

井上・玄田８-２秦泉・鹿毛(滋賀県) 

井上・玄田８-３榊 ・矢木(兵庫県) 

井上・玄田８-１岡本・小山(和歌山県) 

 

２０１３（平成２５年）年 

【滋賀県テニス選手権】第５１回 滋賀県知事杯 

     （０４月０６日・０７日・２０日 希望ｹ丘公園TC） 
 (女子シングルス) 
▽２Ｒ   中田春菜 ６-1  ７-５ 南 (BRC天野TC) 

▽３Ｒ   中田春菜 ４-６ ７-５ 8-10 貝塚(びわこ大) 

 (女子ダブルス) 
▽２Ｒ     中田・溝邊(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE) ６-２ ６-1 

                                   平松(ﾃﾝﾌﾚﾁｪ)・木内(38TC) 

▽３Ｒ   中田・溝邊(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE) ２-６ ４-６ 

                                   増岡・新貝(びわこ大) 

 

２０１３（平成２５年）年 

【滋賀県テニス選手権】第５１回 滋賀県知事杯 

   （Ｈ25年04月13日・14日･20日 彦根総合運動場庭球場） 
 (男子シングルス) 
▽１Ｒ   諌山航平６-０６-１前中(びわこ大) 

      石島知希６-３６-０久保(N.T.P) 

▽２Ｒ   諌山航平６-０６-０田辺(びわこ大). 

      石島知希６-０６-０清水(ARROWS TS) 

▽３Ｒ   諌山航平６-２６-3清水(愛) (ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE) 

      石島知希６-０６-1工藤(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸT.E) 

▽ＱＦ   諌山航平６-２６-１小路(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE) 

      石島知希６-４６-２奥田(郁)(Sports Villege) 

▽ＳＦ   諌山航平１-６０-６柏(ARROWS TS) 

      石島知希２-６３-６奥田(圭)(Sports Villege) 

▽３位戦  石島知希６-３６-２諌山航平(同大) 

 

２０１３（平成２５）年 

【REXシーサイドオープン２月】 

        （０２月０６日～０９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 井筒康太４－６ ６－１ １－６ 進士(ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞｾﾌﾞﾝｽﾘ )ー 

    倉地芳直 ６－２ ６－２ 吉田(日本大) 

▽２R 筒康太４－６ ６－１ １－６ 進士(ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞｾﾌﾞﾝｽﾘｰ) 

    倉地芳直 １－６ ２－６ 黄 (関学大) 
(男子ダブルス) 

▽１R 井筒・倉地６－０ ６－０ 水野・池 (ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽﾎﾟｰﾂ) 

▽２R 井筒・倉地６－０ ６－２  

            今河(BelleBiancheT)・石川(大医社会体育専門学校) 
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▽ＱＦ 井筒・倉地６－4 ６－1 福中・椎名(近畿大) 

▽ＳＦ 井筒・倉地６－１ ６－3植木・安田(近畿大) 

▽FIN 井筒・倉地４－６ １－６梶原(神院大)・黄 (関学大) 

 
２０１３（平成２５年）年 

【ミキプルーン神戸オープンテニス２０１３】第２２回 

          予選（０３月３１日 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ） 
予選(男子シングルス) 
▽１R  井筒康太８-１中野(関西国際大) 

▽２R  井筒康太８-１米田(ﾐﾅﾐｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

宇治崇之def楠部(和歌山ｲﾝﾄﾞｱｰTC) 吉川竜平８-１山崎(ｱｸﾄｽ) 

井上実８-0石飛( 原の森ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ) 倉地芳直８-4林(神院大) 

▽FIN  井筒康太６-８古村(甲南大学) 

宇治崇之１-８田村(ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ) 吉川竜平８-４倉地芳直(同大) 

井上実８-４夏野(関西国際大) 
      本戦（０４月０２日～０５日 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ） 
 (男子シングルス) 
▽１回戦  西村友貴 ６-３ ６-２ 柳澤(ﾜｯｸｽﾍﾙｽ＆ｽﾎﾟｰﾂ㈱) 

      吉川竜平 ３-６ ７-６ ７-５ 嶋田(関学大) 

      諌山航平 ６-３ ６-４ 前山(神院大) 

      石島知希 ６-１ ６-０ 長岡(関学大) 

      井上 実 ６-４ ６-３ 夏野(関西国際大) 

▽２回戦  西村友貴 ２-６ ２-６ 柳澤(ﾜｯｸｽﾍﾙｽ＆ｽﾎﾟｰﾂ㈱) 

      吉川竜平 ２-６ ２-６ 長川(AJTA) 

      諌山航平 ３-６ ４-６ 中田(GSTA) 

      石島知希 ３-６ ４-６ 佐野(伊予銀行) 

      井上 実 ３-６ ４-６早瀬(甲南大) 
 (男子ダブルス) 
▽１回戦  西村･梶原(神院大)６-１ ６-３西村･澤 (神院大) 

      宇治･吉川２-６ ３-６廣瀬･植木(伊予銀行) 

      諌山･飯島(相生学院高)６-２ ６-１長岡･鈴置(関学大) 

      石島･井上６-４ ６-３田中･川井(神院大) 

      井筒･倉地４-６ ２-６井上(立川JTA)･牛田(GSTA) 

▽２回戦  西村･梶原(神院大)７１６ ６-４ 

          高梨(ﾉｱ･ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ北千里)･鈴木(轟ﾃﾆｽｽｸｰﾙ) 

    諌山･飯島(相生学院高)２-６ ２-６加藤･竹元(相生学院高) 

      石島･井上６-２ ７-６廣瀬･植木(伊予銀行) 

▽ＱＦ   西村･梶原(神院大)３-６ ６-７加藤･竹元(相生学院高) 

      石島･井上４-６ ０-６廣瀬･植木(伊予銀行) 

 
２０１３（平成２５年）年 

【リアルスポーツオープン２０１３ ＳＵＭＭＥＲ】 

       予選（０７月０１日 靭ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ） 
 予選 (男子シングルス) 
▽１R  縄田 航７-９谷口(近畿大) 山崎遼平３-８清水(近畿大) 

▽FIN 荒谷和宏３-８川俣(近畿大) 小林 純１-８金成(近畿大) 

二村真基２-８上森(近畿大)   前川知範８-６中島裕太(同大) 

三嶋洋貴４-８宇田(近畿大)   松永慶太５-８縄井(近畿大) 

山下祥平８-６西村(近畿大)   石田智輝１-８井本(近畿大) 

南川 翼３-８野田(近畿大) 

         本戦（０７月０２日～０７日 靭ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ） 
 本戦 (男子シングルス) 
▽１回戦  前川知範４-６６-３７-５金成(近畿大) 

小林慶太３-６６-３１-６井本(近畿大) 

山下祥平１-６１-６谷口(近畿大) 石島知希６-３６-４野田(近畿大) 

▽２回戦  前川知範１-６２-６華谷(ﾉｱ･ｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼ )゙ 

浦上武大６-３６-１川俣(近畿大)  

石島知希６-１６-４畑中(ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞｺｽﾊﾟ八尾南) 

▽３回戦  浦上武大７-５６-１神山(近畿大) 

石島知希６-４６-２清水(近畿大) 

▽準々決勝 浦上武大７-６３-６２-６吉川(ﾃﾆｽﾗﾎ )゙ 

石島知希６-１２-６６-７高橋(近畿大) 

 

２０１３（平成２５）年 

【明石市長杯－明石オープンテニストーナメント２０１３】 

       本戦 (０６月１８日～２３日 明石公園ﾃﾆｽｺｰﾄ） 

 (男子シングルス)  

▽１Ｒ  荒谷和宏６-０６-２丸山(相生学院高) 

     縄田 航６-３６-１福田(相生学院高) 

     前場康佑１-６６-３６-3水田(相生学院高) 

     三嶋洋貴６-４０-６６-3斉藤(相生学院高) 

     小林慶太６-２６-０田中(相生学院高) 

     松永慶太２-６０-６染谷(相生学院高) 

     中島裕太６-２６-２田沼(相生学院高) 

▽２Ｒ  荒谷和宏１-６０-６加藤(相生学院高) 

     縄田 航０-６０-６飯島(相生学院高) 

      前場康佑２-６２-６神山(近畿大) 

     三嶋洋貴５-７０-６大崎(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) 

      小林慶太０-６４-６工藤(相生学院高) 

     中島裕太def広瀬(伊予銀行) 

▽３Ｒ  中島裕太２-６０-６加藤(相生学院高) 
 

２０１３（平成２５）年 

【ディサプライヤー・アッシュ 大阪北港ＹＨオープン２０１３】 

      （０８月２９日～３０日 大阪北港ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰﾃﾆｽｺｰﾄ） 

(男子シングルス) 

▽２R 吉川竜平 ６－０ ５－７ 1-3RET  高橋(ﾃﾆｽﾎﾟｰﾀﾙ) 

▽３R 吉川竜平 ０－６ ４－６   高橋(ﾉｱ･ｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ) 

 
２０１３（平成２５）年 

【REXシーサイドオープン (１１月) 】 

        （１１月２６日～２８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 

小林 慶太 ６－１ ６－０     小寺(辻井化研) 

増尾玲央楠 ６－０ ６－０     福田(ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ) 

▽２R 

小林 慶太 ６－０ ６－１     林 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) 

増尾玲央楠 ６－４ ６－０     植木(近畿大) 

▽３R 

小林 慶太 ２－６ ２－６     華谷(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼ )゙ 
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増尾玲央楠 ６－０ ６－３    今河(Belle Blanche TC) 

▽ＱＦ 

増尾玲央楠 ２－６ ０－６     佐野OB(京都東山TC) 

 
２０１３（平成２５）年 

【ＢＲＡＩＮ ＡＴＨＬＥＴＥ ＴＯＵＲ vol.３】本戦 

          （０２月１２日～１６日 ﾏﾘﾝﾃﾆｽﾊﾟｰｸ北村） 

  (男子シングルス) 

▽１回戦 宇治崇之 ６－１ ６－１ 山口(ﾌﾟﾚｲﾒｲﾄ) 

諌山航平 ６－１ ４－６ ６－４ 土井(近畿大) 

石島知希 ６－１ ６－３     植木(近畿大) 

石田智輝 ０－６ ２－６     岡野(清風ﾃﾆｽｸﾗﾌ )゙ 

山崎遼平 １－６ ６－２ ５－７ 出井(広野田園) 

▽２回戦 西村友貴 ６－４ ６－１ 青野(暁星ﾃﾆｽｸﾗﾌ )゙ 

宇治崇之 ５－７ ５－７     加藤(相生学院高) 

諌山航平 ４－６ ６－２ ６－３ 小川(伊予銀行) 

石島知希 ６－２ ６－４     大崎(近畿大) 

▽３回戦 諌山航平 ６－３ ７－５ 西村友貴(同大) 

石島知希 ２－６ ６－４ ６－７ 加藤(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼ )゙ 

▽準々決勝 諌山航平 ２－６ ４－６ 畑中(TC ｺｽﾊﾟ八島南) 
 (男子ダブルス) 

▽１回戦 

諌山・山崎 ４－６ ４－６ 植木・安田(近畿大) 

石島・石田 ６－３ ６－３ 中島・菅野(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ宝ヶ池) 

▽２回戦 

石島・石田 ７－５ ７－６ 渡辺・小村(神戸学院大) 

▽準決勝 

石島・石田 １－６ ２－６ 小川・飯野(伊予銀行) 
 

２０１３（平成２５）年 

【ＢＲＡＩＮ ＡＴＨＬＥＴＥ ＴＯＵＲ vol.１】本戦 

          （０７月１７日～２１日 ﾏﾘﾝﾃﾆｽﾊﾟｰｸ北村） 

  (男子シングルス) 

▽１回戦 小林 純２-６１-６三宅(Iehil Tennis Academy) 

二村真基６-１６-1田淵(相生学院高) 

前川知範６-０６-2原田(ATHLETE倶楽部) 

前場康佑１-６０-６高橋(ﾃﾆｽﾎﾟｰﾀﾙ) 

南川 翼２-６４-６内海(ｲﾝｼｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

山崎遼平３-６４-６渡部(覚正山ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

伊豆善崇４-６６-２３-６西村(ｼﾗｻｷﾞTC) 

北川理暉２-６３-６神風(そういち塾) 

長谷川大樹２-６６-３６-２宝納(甲子園ﾃﾆｽｽｸｰﾙ) 

佐伯 遼６-２5-0RET出井(広野田園ﾃﾆｽｸﾗﾌ )゙ 

▽２回戦 浦上武大def神尾(そういち塾) 

二村真基６-１６-０新出(香里ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌ )゙ 

前川知範５-７４-６梶原(大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ) 

長谷川大樹２-６１-６瀧場(ﾗﾎﾟｰﾑ) 

佐伯 遼６-７５-７武藤(ﾌﾟﾛ･Street Tennis) 

▽３回戦 浦上武大６-０６-１西村(ｼﾗｻｷﾞTC) 

二村真基２-６３-６加藤(ﾉｱ･ｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ) 

▽ＱＦ 浦上武大６-２６-４鵜飼(恵那峡TC) 

▽ＳＦ 浦上武大def佐古(ﾌﾟﾛ･ｺｽﾊﾟ三国ヶ丘) 

▽FIN 浦上武大６-３６-２進士(ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞｾﾌﾞﾝｽﾘ )ー 
 (男子ダブルス) 

▽１回戦 縄田･三嶋６-４６-４山崎(ｱｸﾄｽ)･宇納(甲子園ﾃﾆｽｽｸｰﾙ) 

▽ＳＦ  縄田･三嶋２-６１-６ 

         華谷(ﾉｱ･ｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ)･梶原(大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐ )ー 
 

２０１３（平成２５）年 

【名古屋グリーンオープン２月】 

       （０２月１８日～２３日 名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 

(男子シングルス) 

▽１R 井上 実 ６－２ ６－２ 大石(MTC) 

▽２R 井上 実 ６－３ ６－２ 森下(ﾅﾄｳGTC) 

▽３R 井上 実 ２－６ １－６ 若松(家山TC) 
(男子ダブルス) 

▽１R 井上・前川(名古屋高) ６－２ ６－２ 

          大森・昭原(日本工学院八王子専門学校) 

▽２R 井上・前川(名古屋高) ７－５ ６－１ 

                 ・横山(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ) 

▽ＳＦ 井上・前川(名古屋高) ６－２ ６－２ 

          西尾(法政大学)・山田(TEAM KOMADA) 

▽FIN 井上・前川(名古屋高) ７－５ ３－６ 8－10 

            若松(家山TC)・宮崎(ブリｼﾞｽﾄﾝTH) 

 
２０１３（平成２５）年 

【キープスマイリングオープン Vol.６】 

         （０２月１９日～２１日 ﾏﾘﾝﾃﾆｽﾊﾟｰｸ北村） 

(男子シングルス) 

▽１R 諌山航平 ６－０ ６－１ 松並(TEAM SYMPATHY) 

▽２R 諌山航平 ６－４ ６－３ 高橋(亜細亜大) 

▽ＱＦ 諌山航平 ６－７ ７－５ ６－７畑中(TC ｺｽﾊﾟ八島南) 

 
２０１３（平成２５）年 

【忍頂寺ハードコートオープン２０１３スプリング】 

       予選（０３月２５日～２９日 忍頂寺ｽﾎﾟｰﾂ公園） 

 (男子シングルス) 

▽１Ｒ  吉川竜平 ６－１ ６－１ 飯島(ﾙｰｾﾝﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ奈良) 

     井上 実 ６－２ ６－１ 古村(甲南高校) 

▽２Ｒ  吉川竜平 ６－０ ６－０ 内田(tennis villa) 

     井上 実 ７－５ ２－６ ６－4 青木(専修大) 

▽３R  吉川竜平 ４－６ ６－１ ７－5 ｺｰｹﾞﾝ(大阪学院高) 

     井上 実 ３－６ ４－６ 畑中(TC ｺｽﾊﾟ八島南) 

▽ＳＦ  吉川竜平 ４－６ ４－６ 槙原(神戸学院大) 
 (男子ダブルス) 

▽QF 吉川・井上 ６－０ ６－４ 祝出(Ange)･大場(同志社大) 

▽SF 吉川・井上 ５－８ 槙原(神戸学院大)･中尾(大医教育大) 

 
２０１３（平成２５）年 

【忍頂寺ハードコートオープン２０１３サマー】 

       予選（０７月０８日～１２日 忍頂寺ｽﾎﾟｰﾂ公園） 
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 (男子シングルス) 

▽１Ｒ  小林 純０-６１-６白川(ﾙｰｾﾝﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ豊中) 

     二村真基６-１６-０渡部(覚王山ﾃﾆｽｸﾗﾌ )゙ 

     前川知範７-５４-６０-６武部(神戸学院大) 

     前場康佑１-６１-６堀(大阪学院大) 

     三嶋洋貴１-６２-６西村(Betle BrancheT.C) 

     石田智輝６-３６-０仁坂(ISTA) 

     南川 翼４-６１-６小郷(関西学院高) 

     高山慧大０-６２-６小村(神戸学院大) 

     中島裕太７-５１-６７-６稗島(光泉高) 

     牧野圭一郎２-６０-６槙原(西の丘ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

▽２Ｒ  二村真基６-０６-４岡本(ﾐｷｽﾎﾟｰﾂ) 

     石田智輝def槙原(西の丘ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

     中島裕太４-６３-６ 地(MTS ｱｶﾃﾞﾐｰｶﾗﾊﾞｯｼｭ校) 

▽ＱＦ  二村真基２-６６-１６-２川井(岡山理大付属高) 

     石田智輝３-６０-６西村(Betle BrancheT.C) 

▽ＳＦ  二村真基１-６６-４４-６畑中(TC ｺｽﾊﾟ八島南) 
 (男子ダブルス) 

▽ＱＦ   荒谷・縄田２-６４-６岡 ・川井(神戸学院大) 

      石田・中島６-３６-７７-６松永・牧野(同大) 

▽ＳＦ   石田・中島５-７２-６槙原・大西(西の丘ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

 
２０１３（平成２５）年 

【ＴＥＡＭ ＳＴＵＦＦ ＯＰＥＮ ２０１３】 

        （０４月１５日～１７日 TEAM STUFF四条畷） 

(男子シングルス) 

▽１R 小林慶太 ６－４ ６－０ 田之上 (ﾃﾆｽﾊｳｽhun) 

    山下祥平 １－６ ４－６ 加治 (近畿大) 

▽２R 小林慶太 １－６ ２－６ 進士 (ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞｾﾌﾞﾝｽﾘ )ー 
 

２０１３（平成２５年）年 

【軽井沢国際テニストーナメント】 

               （０７月２７日～ 軽井沢会ﾃﾆｽｺｰﾄ） 
 (男子ダブルス) 

▽１Ｒ  荒谷・小林(純)５-７６-２７-３ 小椋・ 江(稲 高校OB) 
▽２Ｒ  荒谷・小林(純)５-７３-６ 
          魚谷(ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽ)・小副川(ﾌｯﾄｻﾙｸﾗﾌﾞ) 
 
▽１Ｒ 前場・山崎３-６６-７野田・榛名(近畿大) 
▽２Ｒ 石島・石田６-１３-６8-10谷口・金成(近畿大) 
    中島・菅野(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ宝ｹ池)０-６０-６ 
                              入谷(三友ｽﾎﾟｰﾂ)・白石(ﾃﾆｽﾊｳｽ) 
 
２０１３（平成２５）年 

【石川県テニス選手権】第５２回 

       （０７月１４日・１５日 西部緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ） 

(女子シングルス)  

▽ＱＦ   玄田紗也果８-０山口(Neo TS) 

▽ＳＦ   玄田紗也果８-１鶴山(ﾁｰﾑS.E.Ｎ) 

▽FIN   玄田紗也果×def田邉(ﾌﾚｰﾑｼｮｯﾄ) 
 

２０１３（平成２５）年 

第８８回【全日本テニス選手権】広島県予選会 

     予選（０７月１３日・１４日 広島県広域公園ﾃﾆｽｺｰﾄ） 

(男子シングルス)  

▽１Ｒ   小林慶太８-０山本(JFE ｽﾁｰﾙ) 

▽２Ｒ   小林慶太８-2岡崎(明治大学) 

▽３Ｒ   小林慶太３-８樋口(神戸学院大) 
(女子シングルス)  

▽２Ｒ   林 美佐８-２関田(広陵高校) 

▽ＱＦ   林 美佐８-１橋下(Tennis lon) 

▽ＳＦ   林 美佐３-８小池(星鈴が丘高校) 

▽３位戦  林 美佐８-５松岡(福山ﾛｲﾔﾙ) 
 

２０１３（平成２５年）年 

第６８回【国民体育大会テニス競技－滋賀県選考会】 

      予選（０５月１８日 長浜ﾄﾞｰﾑ） 
 (男子シングルス) 総当り戦 

         諌山航平２-８石島知希(同大) 
諌山航平８-８(3)柏(ARROW TS) 石島知希８-６柏(ARROW TS) 
諌山航平８-６坂上(関学大)    石島知希８-１坂上(関学大) 
 

２０１３（平成２５年）年 

第６８回【国民体育大会テニス競技】近畿ﾌﾞﾛｯｸ大会 

        （０８月１７日・１８日 奈良市鴻池ﾃﾆｽｺｰﾄ） 
 (成年男子の部) リーグ戦 

Ｓ１ 浦上 武大(同大)(京都府)９-７長尾(和歌山県) 
Ｓ２ 増尾怜央楠(同大) (京都府)８-３岡本(和歌山県) 
Ｄ  浦上・増尾(同大) (京都府)８-４長尾・岡本(和歌山県) 
      京都府 ３－０ 和歌山県 

 (成年男子の部) リーグ戦 

Ｓ１ 浦上 武大(同大)(京都府)９-８石島(同大)(滋賀県) 
Ｓ２ 増尾怜央楠(同大)(京都府)９-８諌山(同大)(滋賀県) 
Ｄ  浦上・増尾(同大)(京都府) 打切り 石島・諌山(同大)(滋賀県) 
      京都府 ２－０ 滋賀県 

 (成年男子の部) リーグ戦 

Ｓ１ 石島知希(同大)(滋賀県)４-８長尾(和歌山県) 
Ｓ２ 諌山航平(同大)(滋賀県)８-２岡本(和歌山県) 
Ｄ  石島・諌山(同大)(滋賀県)６-８長尾・岡本(和歌山県) 
      滋賀県 １－２ 和歌山県 

 (成年男子の部) １位リーグ戦 

Ｓ１ 浦上 武大(同大)(京都府)８-３上原(兵庫県) 
Ｓ２ 増尾怜央楠(同大)(京都府)８-３吉川(兵庫県) 
Ｄ  浦上・増尾(同大)(京都府) 打切り 上原・吉川(兵庫県) 
       京都府 ２－０ 兵庫県 

 (成年男子の部) ３位リーグ戦 

Ｓ１ 石島知希(同大)(滋賀県)９-７仲村(奈良県) 
Ｓ２ 諌山航平(同大)(滋賀県)８-３井口(奈良県) 
Ｄ  石島・諌山(同大)(滋賀県) 打切り 仲村・井口(奈良県) 
      滋賀県 ２－０ 奈良県 

 

２０１３（平成２５年）年 

第６８回【国民体育大会テニス選手権】石川県 1次予選会 

            予選（０５月１９日 草広ﾃﾆｽｺｰﾄ） 
 (女子シングルス) 総当り戦 

玄田紗也果(同大)６-２坂田(東京女子体育大) 
玄田紗也果(同大)６-１中村(中能豊町TA) 
玄田紗也果(同大)６-2勝田(金沢大) 
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玄田紗也果(同大)６-４國府(大阪体育大) 
 

２０１３（平成２５年）年 

第３４回【北信越国民体育大会】（テニス競技） 

      （０８月２４日・２５日 長岡市営希望が丘ﾃﾆｽ場） 
 (成年女子の部) リーグ戦 

Ｓ１ 井上晴菜(同大)(福井県)３-８玄田紗也果(同大)(石川県) 
Ｄ１ 井上(晴)・井上(愛)OG７-９玄田(同大)・國府(石川県) 
        福井市 １－２ 石川県 
 (成年女子の部) リーグ戦 

Ｓ１ 井上晴菜(同大)(福井県)４-８植木(新潟県) 
Ｄ１ 井上(晴)・井上(愛)OG 打切り 植木・粉川(新潟県) 
        福井市 ０－２ 新潟県 
 (成年女子の部) リーグ戦 

Ｓ１ 井上晴菜(同大)(福井県)６-８牧野(長野県) 
Ｄ１ 井上(晴)・井上(愛)OG ８-６牧野・丸山(長野県) 
        福井市 ２－１ 長野県 
 (成年女子の部) リーグ戦 

Ｓ１ 井上晴菜(同大)(福井県)８-０奥田(富山県) 
Ｄ１ 井上(晴)・井上(愛)OG 打切り 奥田・前田(富山県) 
        福井市 ２－０ 富山県 
 (成年女子の部) リーグ戦 

Ｓ１ 玄田紗也果(同大)(石川県)８-２牧野(長野県) 
Ｄ１ 玄田(同大)・國府(石川県) 打切り 牧野・丸山(長野県) 
        石川市 ２－０ 長野県 
 (成年女子の部) リーグ戦 

Ｓ１ 玄田紗也果(同大)(石川県)８-３奥田(富山県) 
Ｄ１ 玄田(同大)・國府(石川県) 打切り 奥田・前田(富山県) 
        石川市 ２－０ 富山県 
 (成年女子の部) リーグ戦 

Ｓ１ 玄田紗也果(同大)(石川県)６-８植木(新潟県) 
Ｄ１ 玄田(同大)・國府(石川県)２-８植木・粉川(新潟県) 
        石川市 １－２ 新潟県 
 

２０１３（平成２５年）年 

第６８回【国民体育大会テニス選手権】栃木県予選会 

   予選（０６月０１日・０２日 屋板運動公園） 
 (男子シングルス) Ｃ ﾌﾞﾛｯｸ(総当り戦) 

  牧野圭一郎(同大)８-５黒田(ｻﾄｳGTC) 
  牧野圭一郎(同大)８-４大久保(ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ) 
  牧野圭一郎(同大)５-８大橋(法政大学) 
 
２０１３（平成２５年）年 

第３７回【全日本都市対抗テニス大会】北信越予選会 

            （０５月２５日 岩瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園ﾃﾆｽｺｰﾄ） 
一般 (女子ダブルス) 一般 (女子シングルス) 
予選 ▽ＳＦ  井上晴菜８－１奥田(富山市) 

        ○福井市 ４－３ 富山市 

予選 ▽FIN  井上晴菜 打切 粉川(新潟市) 

       ×福井市 １－４ 新潟市 

 
２０１３（平成２５年）年 

第３７回【全日本都市対抗テニス大会】 

 （０７月２６日～２８日 長崎総合霧島公園かきどきり庭球場） 
一般 (男子ダブルス) 一般 (男子シングルス) 

▽１Ｒ 浦上・増尾(同大) ８－５ 小堺・濱邊 (いわき市) 

       浦上武大 打切り 橋本 (いわき市) 

       ○京都市 ５－０ いわき市 

▽２Ｒ 浦上・西村(同大) ８－1 田中・西田 (鹿児島市) 

       浦上武大 打切り 田中 (鹿児島市) 
       ○京都市 ４－１ 鹿児島市 

▽ＱＦ 浦上・増尾(同大) ８－４ 田中・山岸 (札幌市) 

       浦上武大 ８－３ 松下OB (札幌市) 

       ○京都市 ４－２ 札幌市 

▽ＳＦ 浦上・増尾(同大) ８－３ 濱井・喜多 (横浜市) 

       浦上武大 ４－８ 喜多 (横浜市) 
       ×京都市 ３－４ 横浜市 

 

 


