２０１６年度関西学生新進テニストーナメント＜本戦＞ 場所：万博

佐伯 俊 1R○6-2 2-6 6-2×榎本(立命大)

テニスガーデン 日時：３月９日（木）
男子ダブルスＦ

2R×3-6 2-6○矢田(関大)
飯島啓斗 2R○7-5 6-0×藤井(関大)

飯島・中山× ２ー６、２ー６ ◯林・柴野(関大)

3R○7-6 6-2×岩田(同大)

男子ダブルスＳＦ

岩田三四郎 2R○6-0 6-4×森(甲南大)

飯島・中山◯ ６ー３、６ー４ ×高村・島田(関大)

3R×0-6 4-6○飯島(同大)

男子シングルスＱＦ

前川尚輝 2R○6-1 3-6 7-6(6)田中一成(神院大)

飯島× ２ー６、２ー６ ◯柴野(関大)
男子ダブルスＱＦ

3R×4-6 6-4 4-6 加藤(関大)
佐伯遼

飯島・中山◯ ６ー４、６ー３ ×大塚・水田(神院大)

2R○6-0 6-4×藤永(甲南大)
3R×2-6 6-4 1-6 長谷川(近大)

男子シングルス４Ｒ

【女子シングルス】

飯島◯ ６ー７(７)、６ー２、６ー２ ×安藤(大体大)

池内七夕 1R○6-2 6-2×松井(関学大)

中山× ５ー７、５ー７ ◯加藤(関大)

2R○7-6(8) 4-6 6-3×池田(園田女大)

男子ダブルス３Ｒ

3R×6-7(4) 5-7○岸上(姫大)

飯島・中山◯ ６ー２、６ー２ ×安田・島(東学大・愛院大)

比嘉益見 1R×3-6 2-6○河内(関大)

女子シングルス３Ｒ

川合希

池内× ６ー１、１ー６、３ー６ ◯高本(関学大)

玄田紗也果 1R×6-7(5) 6-4 4-6○木村(園田女大)

男子シングルス３Ｒ

【男子ダブルス】

飯島◯ ６ー０、６ー４ ×家邊(立命大)

前川・中山 2R×4-6 1-6○吉田・福島(甲南大)

中山◯ ６ー１、６ー１ ×吉田(甲南大)

増尾・飯島 2R○6-2 6-4×徳光・仁坂(大体大)

1R×6-7(3) 2-6○稲垣(関学大)

石島× ４ー６、３ー６ ◯加藤(関大)

3R○4-6 7-6(7) 10-8×西川・福本(神院大)

堀× １ー６、３ー６ ◯安藤(大体大)

QF○6-3 7-6(3)×加藤・竹元(関大)

男子ダブルス２Ｒ

SF○6-3 4-6 10-3×中村・矢多(関大)

飯島・中山◯ ７ー５、６ー３ ×田中・神谷(関学大)

F ×1-6 1-6○染矢・林(関大)

伊達・山岸× ２ー６、２ー６ ◯高橋・瀧本(立命大)
■春関、男子ダブルスで第 5 シード増尾、飯島組は準優勝、男子
シングルス増尾はベスト 8
平成 28 年度関西学生春季テニストーナメント
5 月 22 日～29 日 靭テニスセンター
【男子シングルス】
中山 僚 2R×0-6 6-0 6-7(6)○榊原 (立命大)
中島裕太 2R×3-6 3-6○矢ノ川(近大)
山岸大貴 1R×0-6 7-6(6) 4-6○島田 (関大)
増尾怜央楠 2R○6-2 6-2 牧野圭一郎×(同大)
3R○6-4 6-1×石島星保(同大)
4R○6-3 3-6 6-3 矢多×(関大)
QS×5-7 6-7 中村 (関大)○
牧野圭一郎 1R○6-7 7-5 6-1×岡田(近大)
2R×4-6 2-6○増尾(同大)
石島星保 2R○3-6 7-5 7-5×堀泰也(同大)
3R×4-6 1-6 ○増尾(同大)
堀泰也

2R×6-3 5-7 5-7×石島(同大)

佐伯遼・伊達 2R○6-2 6-4×佐藤・松本(立命大)
3R×1-6 5-7 ○中村・矢多(関大)
中島・牧野×1R×6-4 6-7(4) 9-11○保田・堤(近大)

【女子ダブルス】
玄田・池内 1R○6-4 6-0×志村・伊藤(園田女大)
2R×4-6 0-6○田中・木村(園田女大)

【試合結果報告】
【2016 年度全日本学生テニス選手権大会 予選結果】場所：岐阜メモリアルセンタ-８月１０日〜８月１２日
１Ｒ

【男子ダブルス】
１Ｒ

岩田× ０－６、１－６ ○坂井(早大)

佐伯(遼)・伊達○ ４－６、６－３、１０－５ ×白井・堀切(日大)

【男子シングルス】

Ｆ
佐伯(遼)・伊達× ４－６、４－６ ○永田・峰岸(専大)

【2016 年度全日本学生テニス選手権大会 本戦結果】場所：岐阜メモリアルセンタ-８月１４日〜８月１８日
【男子シングルス】

【女子シングルス】

１Ｒ

池内× １－６，２－６ ○酒井(関学大)

飯島○ ６－２、６－２ ×中西(愛学大)

【男子ダブルス】

２Ｒ

２Ｒ

増尾○ ７－５、７－６(４) ×野田(慶大)
飯島× ３－６、６－(３)○河野(早大)

増尾・飯島○ ６－３、６－２ ×橋本・恒松(亜細亜大)
３Ｒ

３Ｒ

増尾・飯島○ ７－５、６－７(５)、11-9 ×中村・矢田(関学大)

増尾× １－６、３－６ ○上杉(慶大)

ＱＦ
増尾・飯島× ４－６、２－６ ○諱・渋田(明大)

【2016 年関西学生テニス選手権大会 本戦結果】場所：靱テニスセンター ８月２５日(木)～９月１日(木)
【男子シングルス】
１Ｒ
牧野○ ６－４、４－６、６－４ ×宇田(立命大)
伊達× ６－４、０－６、４－６ ◯楠部(近大)
中山× ２－６、１－６ ◯山岸
今井× １－６、１－６ ◯松本(近大)
２Ｒ
佐伯(遼)◯ ６－１、３－６、６－４ ×古川(立命大)
前川◯ ６－３、６－１ ×井本(近大)
牧野◯ ７－６(６)、６－３ ×槇(関大)
増尾◯ ６－１、６－１ ×楠部(近大)
飯島◯ ６－１、６－２ ×稗島(甲南大)
石島× ２－６、２－６ ◯西岡(近大)
岩田◯ ６－１、６－３ ×松本(立命大)
佐伯(峻)◯ ２－６、６－０、６－４ ×福本(神院大)
山岸× １－６、３－６ ◯矢多(関大)
堀× ２－６、２－６ ◯吉田（甲南大）
３Ｒ
佐伯(遼)× ０－６、０－６ ◯高木(近大)
前川× ２－６、４－６ ◯竹元(関大)
牧野× ６－７(３)、１－６ ◯豊嶋(近大)
増尾◯ ６－３、６－２ ×瀧本(立命大)
飯島◯ ６－２、１－６、６－１ ×小山(近大)
岩田◯ ６－３、６－２ ×細川(関大)
佐伯(峻)× ２－６、２－６ ◯加藤(関大)
ＱＦ
岩田× ２－６、１－６ ◯竹元(関大)

【男子ダブルス】
増尾・飯島◯ ６－１、７－５ ×西岡・高木(近大)
佐伯(遼)・伊達◯ ６－１、６－４ ×花田・山野(関大)
前川・中山× １－６、４－６ ◯吉田・福嶋(甲南大)
石島・岩田× ４－６、２－６ ◯小野・矢ノ川(近大)
３Ｒ
増尾・飯島◯ ６－３、６－４ ×高橋・安井(立命大)
佐伯(遼)・伊達× １－６、３－６ ◯染矢・林(関大)
ＱＦ
増尾・飯島◯ ６－４、６－３ ×高村・島田(関大)
ＳＦ
増尾・飯島× ４－６、４－６ ◯中村・矢多(関大)
【女子シングルス】
１Ｒ
玄田◯ ６－３、３－６、６－４ ×井手(大教大)
池内◯ ６－０、６－２ ×西浦(松蔭女大)
比嘉× ３－６、１－６ ◯松田（関外大）
２Ｒ
玄田× ４－６、1－６ ◯青木(姫大)
池内◯ ６－１、６－３ ×川島(立命大)
３Ｒ
池内× ２－６、５－７ ◯田中(大教大)
【女子ダブルス】
１Ｒ
玄田・池内× ３－６、１－６ ◯山本・藤原(関学大)

平成２８年度関西学生地域テニストーナメント １０月２９日(土)～１１月２１日(月) 場所：各大学テニスコート
場所：各大学テニスコート
１０月２９日(土)～１１月２１日(月)

男子シングルス１Ｒ

男子ダブルス３Ｒ

井口× ６ー８ ○石本(びわこ大)

石島・岩田○ ８ー１ ×宇野・和崎(京外大)

高田○ ８ー２ ×苅田(びわこ大)

中山・山岸○ ８ー３ ×奥山・延澤(京大)

男子シングルス２Ｒ

北村・高田○ ８ー３ ×小島・大倉(京教大)

山田× ６ー８ ○川手(立命大)

佐伯・今井○ ８ー６ ×大久保・石本(びわこ大)

石桁× ３ー８ ○堀内(京大)

武久・丸石○ ８ー０ ×福井・天崎(龍大)

佐伯○ ８ー０ ×大谷(滋大)

福井・折井○ ８ー２ ×猪股・鈴木(京教大)

武久○ ８ー０ ×小園(京外大)

春原・堀○ ８ー６ ×山崎・尾上(龍大)

伊達○ ８ー０ ×松原(龍大)

男子ダブルス４Ｒ

中山○ ８ー２ ×斉藤(京府大)

石島・岩田○ ８ー４ ×西口・清水(びわこ大)

福井○ ８ー３ ×清水(びわこ大)

中山・山岸○ ８ー２ ×中山・漁(立命大)

山岸○ ８ー１ ×北岸(京大)

北村・高田× １ー８ ○高橋・安井(立命大)

今井○ ８ー１ ×岡本(仏大)

佐伯・今井○ ８ー５ ×堀内・田村(京大)

高田× １ー８ ○里(立命大)

武久・丸石○ ９ー７ ×古川・榊原(立命大)

丸石○ ８ー１ ×市川(京大)

福井・折井× ４ー８ ○瀧本・家邊(立命大)

男子シングルス３Ｒ

春原・堀○ ８ー２ ×市川・足立(立命大)

石島○ ８ー２ ×水谷(京大)

男子ダブルスＱＦ 優勝

北村○ ８ー６ ×樽谷(立命大)

石島・岩田○ ６ー０、６ー２ ×春原・堀

佐伯○ ８ー０ ×守田(びわこ大)

中山・山岸○ ＤＥＦ ×西野・宇田(立命大)

武久○ ８ー２ ×中山(立命大)

佐伯・今井× ３ー６、２ー６ ○高橋・安井(立命大)

伊達○ ８ー０ ×井上(京大)

武久・丸石○ ６ー４、５ー７、１０ー６ ×瀧本・家邊(立命大)

中山○ ８ー０ ×川尻(仏大)

男子ダブルスＳＦ

福井○ ９ー７ ×山本(龍大)

石島・岩田○ ６ー１、６ー１ ×武久・丸石

山岸○ ８ー１ ×大久保(びわこ大)

中山・山岸× ３ー６、２ー６ ○高橋・安井(立命大)

今井○ ８ー５ ×田村(京大)

男子ダブルスＦ

折井○ ８ー４ ×漁(立命大)

石島・岩田○ ６ー２、６ー０ ×高橋・安井(立命大)

春原○ ８ー０ ×馬場(滋大)

女子シングルス１Ｒ

堀○ ８ー０ ×櫻井(京大)

森○ ８ー１ ×渡邊(京外大)

丸石○ ８ー３ ×西口(びわこ大)

渡辺○ ８ー０ ×野原(滋大)

男子シングルス４Ｒ

釜江× ２ー８ ○川副(京外大)

石島○ ８ー３ ×延澤(京大)

比嘉○ ８ー０ ×村岡(滋大)

北村× ０ー８ ○家邊(立命大)

女子シングルス２Ｒ

佐伯○ ８ー０ ×辻(龍大)

森× ４ー８ ○渡辺(龍大)

武久× ３ー８ ○古川(立命大)

渡辺× １ー８ ○山本(びわこ大)

伊達○ ８ー５ ×山田(びわこ大)

川合○ ８ー０ ×大津(仏大)

中山× ６ー８ ○安井(立命大)

比嘉○ ８ー２ ×細井(びわこ大)

福井× ６ー８ ○宇田(立命大)

女子シングルス３Ｒ

山岸○ ８ー２ ×市川(立命大)

川合○ ８ー１ ×西村(びわこ大)

今井○ ８ー２ ×中家(立命大)

比嘉× ２ー８ ○上杉(立命大)

折井○ ８ー３ ×深田(龍大)

女子シングルスＱＦ

春原○ ８ー６ ×鈴木(京教大)

川合○ ６ー４、７ー５ ×上杉(立命大)

堀○ ８ー２ ×河西(立命大)

女子シングルスＳＦ

丸石× ４ー８ ○高橋(立命大)

川合○ ６ー４、６ー４ ×渡辺(龍大)

男子シングルス５Ｒ

女子シングルスＳＦ

石島○ ８ー６ ×折井

川合○ ６ー４、６ー０ ×井上(立命大)

佐伯○ ８ー２ ×今井

女子ダブルス１Ｒ

伊達× ５ー８ ○安井(立命大)

渡辺・川合× ４ー８ ○山本・山中(びわこ大)

山岸○ ８ー５ ×山崎(龍大)

森・比嘉○ ８ー５ ×田中・川副(京外大)

春原× ２ー８ ○堀

女子ダブルス２Ｒ

男子シングルスＱＦ

森・比嘉× ６ー８ ○渡辺・和田(龍大・仏大)

石島○ ６ー１、６ー２ ×古川(立命大)

釜江・池内○ ８ー０ ×秋津・細見(滋大)

佐伯○ ６ー４、６ー４ ×山岸

女子ダブルスＱＦ

堀× ６ー３、６ー７(５)、３ー６ ○瀧本(立命大)

釜江・池内○ ６ー０、６ー３ ×細井・野池(びわこ大)

男子シングルスＳＦ

女子ダブルスＳＦ

石島× ３ー６、０ー６ ○榊原(立命大)

釜江・池内○ ６ー３、６ー２ ×奥田・川島(立命大)

佐伯× １ー６、１ー６ ○瀧本(立命大)

女子ダブルスＦ 優勝

男子ダブルス２Ｒ

釜江・池内○ ６ー２、６ー４ ×小野・西村(びわこ大)

山田・井口× ０ー８ ○里・河西(立命大)
石島・岩田○ ８ー３ ×西谷・愛原(滋大)
中山・山岸○ ８ー０ ×井上・西山(京工大)
北村・高田○ ８ー１ ×北岸・我妻(京大)
佐伯・今井○ ８ー０ ×劉・松本(京外大)
武久・丸石○ ８ー１ ×松井・矢野(仏大)
福井・折井○ ８ー２ ×小林・辰巳(京大)
春原・堀○ ８ー４ ×矢島・山田(びわこ大)

＜第８６回＞定期戦 対 立教大学 場所：立教大学富士見総合グラウンド 日時：１２月１８日（日）
＜男子＞ 同志社大学 ４ー５ 立教大学 Ｄ ０ー３ Ｓ ４ー２
×Ｄ１ 飯島・中山 ６ー４、５ー７、２ー６ 高畠・上島
×Ｄ２ 伊達・山岸 ４ー６、４ー６ 藤井・所司
×Ｄ３ 石島・岩田 ６ー７(５)、６ー３、１ー６ 甲賀・恒松
×Ｓ１ 岩田 ６ー２、４ー６、１ー６ 高畠
○Ｓ２ 飯島 ７ー６(４)、６ー４ 上島
○Ｓ３ 佐伯 ６ー７(１２)、７ー５、６ー１ 甲賀
×Ｓ４ 山岸 ５ー７、６ー１、３ー６ 藤井
○Ｓ５ 石島 ６ー４、４ー６、６ー１ 恒松
○Ｓ６ 中山 ６ー１、６ー２ 冨川
＜女子＞ 同志社大学 ０ー７ 立教大学 Ｄ ０ー２ Ｓ ０ー５
×Ｄ１ 森・池内 ０ー６、２ー６ 高橋・村橋
×Ｄ２ 釜江・川合 １ー６、５ー７ 浅山・三井
×Ｓ１ 池内 １ー６、２ー６ 高橋
×Ｓ２ 川合 ７ー６(３)、５ー７、３ー６ 浅山
×Ｓ３ 比嘉 ３ー６、０ー６ 村橋
×Ｓ４ 森 ３ー６、０ー６ 吉川
×Ｓ５ 渡辺 １ー６、０ー６ 三井

