
２０１７年度関西学生新進テニストーナメント＜本戦＞

場所：万博テニスガーデン

日時：３月９日（金）

男子ダブルスＦ

中山・大窪◯ ６ー３、６ー４ ×小野・西岡(近大

２０１７年度関西学生新進テニストーナメント＜本戦＞

日時：３月７日（水）

場所：万博テニスガーデン

男子ダブルスＳＦ

中山・大窪◯ ７ー５、６ー２ ×石川・大塚(神院大)

２０１７年度関西学生新進テニストーナメント＜本戦＞

日時：３月６日（火）

場所：万博テニスガーデン

男子ダブルスＱＦ

中山・大窪◯ ７ー６(１)、６ー３ ×岡崎・藤永(甲南大)

女子シングルスＱＦ

大塚× ６ー４、４ー６、２ー６ ◯前田(関学大)

２０１７年度関西学生新進テニストーナメント＜本戦＞

日時：３月４日（日）

場所：万博テニスガーデン

男子シングルス４Ｒ

岩田× １ー６、４ー６ ◯西岡(近大)

男子ダブルス３Ｒ

中山・大窪◯ ２ー６、６ー３、１０ー５ ×吉田・福嶋(甲南大)

山岸・福永× １ー６、０ー６ ◯林・柴野(関大)

女子シングルス３Ｒ

池内(七)× ３ー６、０ー６ ◯伊藤(立命大)

大塚◯ ６ー３、６ー２ ×栗本(関学大)

２０１７年度関西学生新進テニストーナメント＜本戦＞

日時：３月３日（土）

場所：万博テニスガーデン

男子シングルス３Ｒ

岩田◯ ６ー２、７ー５ ×水口(近大)

中山× １ー６、３ー６ ◯柴野(関大)

大窪× ２ー６、７ー５、２ー６ ◯高木(近大)

男子ダブルス２Ｒ

石島・岩田× ４ー６、６ー４、５ー１０ ◯西本・角野(甲南大)

佐伯・丸石× ４ー６、３ー６ ◯榊原・足立(立命大)



中山・大窪◯ ６ー１、６ー２ ×香下・長尾(関学大)

山岸・福永◯ ６ー１、６ー４ ×福岡・佐藤(神院大)

女子ダブルス１Ｒ

釜江・川合× ４ー６、２ー６ ◯越智・大和(関学大)

池内(七)・比嘉× ６ー７(３)、３ー６ ◯藤原・明河(関学大)

池内(鈴)・川島(立命大)× ６ー７(３)、０ー６ ◯岸上・藤原(姫大)

大塚・中谷× ３ー６、４ー６ ◯大野・中塚(関大)

２０１７年度関西学生新進テニストーナメント＜本戦＞

日時：３月２日（金）

場所：万博テニスガーデン

男子ダブルス１Ｒ

伊達・折井× ６ー３、６ー７(４)、８ー１０ ◯高橋・安井(立命大)

男子シングルス２Ｒ

石島× ６ー１、５ー７、４ー６ ◯山崎(龍大)

岩田◯ １ー６、７ー６(３)、６ー１ ×高橋(立命大)

佐伯× ４ー６、４ー６ ◯服部(関大)

伊達× ０ー６、２ー６ ◯岩原(近大)

中山◯ ７ー６(１) 、５ー７、６ー２ ×高柳(中京大)

山岸× ３ー６、２ー６ ◯辻(神院大)

大窪◯ ６ー２、６ー２ ×関口(中京大)

福永× ６ー４、５ー７、３ー６ ◯林(関大)

松田× ２ー６、３ー６ ◯工藤(関大)

女子シングルス２Ｒ

池内(七)◯ ６ー０、６ー０ ×永嶋(立命大)

大塚◯ ６ー２、６ー０ ×眞鍋(武庫川)

中谷× １ー６、６ー７(３) ◯明河(関学大)

２０１７年度関西学生新進テニストーナメント＜本戦＞

日時：３月１日（木）

場所：万博テニスガーデン

男子シングルス１Ｒ

武久× ３ー６、３ー６ ◯小林(大体大)

折井× ４ー６、７ー５、２ー６ ◯榊原(立命大)

宇田× ０ー６、４ー６ ◯小山(近大)

福永◯ ７ー６(３)、６ー２ ×佐々木(甲南大)

男子ダブルス１Ｒ

春原・宇田× ４ー６、２ー６ ◯上曽山・大野(関大)

伊達・折井 ６ー３、５ー５ 高橋・安井(立命大)…時間のため中止

女子シングルス１Ｒ

川合× ４ー６、０ー６ ◯西野(園田女大)

池内(七)◯ １ー６、６ー３、６ー３ ×岡田(松蔭女大)



比嘉× ３ー６、５ー７ ◯沈(関大)

池内(鈴)× ２ー６、６ー７(２) ◯栗本(関学大)

大塚◯ ６ー２、６ー３ ×石山(親和女大)

中谷◯ ６ー４、７ー５ ×浦上(大教大)

２０１７年度関西学生新進テニストーナメント＜予選＞

場所：各大学テニスコート

日時：２月１１日（日）

男子シングルス４Ｒ

武久◯ ６－２、６－１ ×浦嶋(神院大)

福井× ５－７、０－６ ◯水田(神院大)

今井× １ー６、２ー６ ◯新出(大体大)

折井◯ ６－１、６－２ ×池上(関学大)

春原× ５ー７、７ー６(５)、４ー６ ◯角野(甲南大)

井上× ０－６、２－６ ◯板倉(関学大)

宇田◯ ５－７、６－１、６－３ ×星原(関学大)

小泉× ３－６、４－６ ◯深井(関学大)

福永◯ ６－３、６－１ ×松岡(大体大)

松田◯ ６－２、６－２ ×中川(関大)

―――――――――――――――――――――――――――

女子シングルス２Ｒ

釜江× ２ー６、３ー６ ◯竹原(武庫川)

女子シングルス３Ｒ

比嘉◯ ６ー１、６ー１ ×中村(立命大)

池内(鈴)◯ ６ー１、６ー１ ×森田(大産大)

後藤× １ー６、０ー６ ◯近江(関学大)

中谷◯ ６ー２、６ー２ ×熊原(関外大)

山内× ２ー６、１ー６ ◯山中(びわこ大)

２０１７年度関西学生新進テニストーナメント＜予選＞

日時：２月９日（金）

場所：各大学テニスコート

男子シングルス２Ｒ

北村◯ ４ー６、６ー２、６ー０ ×新見(びわこ大)

荒井× ２ー６、３ー６ ◯石本(びわこ大)

男子シングルス３Ｒ

北村× ０ー６、０ー６ ◯服部(関大)

武久◯ ６ー３、６ー３ ×井上（英）(神大)

福井◯ ７ー５、６ー２ ×中澤(近大)

井口× ４ー６、１ー６ ◯衣笠(大工大)

今井◯ ６ー２、６ー２ ×八代(神大)

折井◯ ６ー４、６ー１ ×伊藤(関大)



春原◯ ６ー２、６ー４ ×河崎(関大)

丸石× ７ー６(３)、４ー６、６ー７(５) ◯辻(神院大)

井上◯ ６ー２、６ー３ ×佐藤(神院大)

宇田◯ ６ー０、６ー０ ×國政(龍大)

小泉◯ ６ー０、６ー０ ×山崎(京大)

杉原× １ー６、５ー７ ◯安積(近大)

福永◯ ６ー０、６ー０ ×井上（華）(神大)

松田◯ ６ー１、６ー１ ×延澤(京大)

―――――――――――――――――――――――――――

女子シングルス２Ｒ

比嘉◯ ６ー０、６ー０ ×土井(天理大)

池内(鈴)◯ ７ー５、６ー１ ×高垣(園田女大)

後藤◯ ６ー０、６ー０ ×山口(園田女大)

中谷◯ ６ー０、６ー０ ×藤井(大体大)

森× １ー６、２ー６ ◯濱本(松蔭女大)

山内◯ ６ー１、６ー０ ×阿部(大体大)

２０１７年度関西学生新進テニストーナメント＜予選＞

場所：各大学テニスコート

日時：２月８日（木）

男子シングルス２Ｒ

武久◯ ６ー２、６ー１ ×寺岡(成蹊大)

福井◯ ６ー０、６ー１ ×川口(びわこ大)

井口◯ ６ー４、６ー２ ×上松(関外大)

今井◯ ６ー１、６ー１ ×新濱(京大)

春原◯ ６ー２、６ー２ ×伏見(大府大)

井上◯ ６ー１、６ー２ ×松山(龍大)

宇田◯ ６ー０、６ー１ ×小原(京外大)

内田◯ ６ー１、６ー２ ×中山(びわこ大)

小泉◯ ６ー０、６ー１ ×細川(摂大)

福永◯ ６ー０、６ー０ ×小田(追大)

松田◯ ６ー０、６ー２ ×遠藤(関国大)

男子シングルス３Ｒ

内田× ６ー３、１ー６、１ー６ ◯河西(立命大)

女子シングルス１Ｒ

豊田× ６ー４、０ー６、３ー６ ◯下平(大体大)

森◯ ６ー０、６ー１ ×増田(大体大)

キープスマイリングツアー＜本戦＞

場所：マリンテニスパーク北村

日時：２月８日（木）

男子シングルス３Ｒ



石島× ２ー６、０ー６ ◯西岡(近大)

男子ダブルスＱＦ

石島・大窪× ４ー６、６ー１、０ー６ ◯三井・中園(相生学院高等学校)

２０１７年度関西学生新進テニストーナメント＜予選＞

日時：２月７日（水）

場所：各大学テニスコート

男子ダブルス４Ｒ

佐伯・丸石× ６－２、２－６、４－１０ ◯仁坂・佐藤(大体大)

男子シングルス２Ｒ

折井◯ ６－１、６－３ ×石倉(天理大)

丸石◯ ７－５、６－３ ×谷口(追大)

杉原◯ ６－１、６－１ ×井手(神大)

２０１７年度関西学生新進テニストーナメント＜予選＞

日時：２月５日（月）

場所：各大学テニスコート

男子ダブルス４Ｒ

伊達・折井◯ ６ー４、６ー２ ×宇田・久保田(立命大)

武久・松田× ３ー６、６ー３、５ー１０ ◯中澤・岩原(近大)

福井・小泉× ４ー６、２ー６ ◯瀧本・家邊(立命大)

山岸・福永◯ ６ー１、６ー１ ×岡田・永野(神院大)

春原・宇田◯ ６ー１、６ー７(５)、１０ー４ ×鶴田・辻(神院大)

―――――――――――――――――――――――――――

女子ダブルス３Ｒ

池内(七)・比嘉◯ ７ー５、０ー６、１０ー４ ×山本・山中(びわこ大)

池内(鈴)・川島(立命大)◯ ７ー５、６ー１ ×田野・清水(大体大)

豊田・森× １ー６、２ー６ ◯平田・山崎(親和女大)

２０１７年度関西学生新進テニストーナメント＜予選＞

場所：各大学テニスコート

男子ダブルス１Ｒ

井口・荒井◯ ６ー０、６ー２ ×大野・植野(関国大)

男子ダブルス２Ｒ

佐伯・丸石◯ ６ー１、６ー４ ×北岸・鈴木(京大)

伊達・折井◯ ６ー０、６ー０ ×田村・延澤(京大)

井口・荒井× １ー６、２ー６ ◯安積・梶谷(関大)

今井・井上◯ ６ー２、６ー２ ×田口・折田(大体大)

男子ダブルス３Ｒ

佐伯・丸石◯ ６ー４、６ー２ ×井上・安田(神大)

伊達・折井◯ ６ー４、６ー４ ×光田・西浦(大教大)

武久・松田◯ ６ー２、３ー６、１０ー７ ×山崎・山村(大体大)



福井・小泉◯ ６ー２、６ー１ ×小川・河崎(関大)

山岸・福永◯ ６ー１、６ー０ ×八代・山中(神大)

今井・井上× ４ー６、６ー２、８ー１０ ◯吉岡・清水(びわこ大)

春原・宇田◯ ６ー２、６ー０ ×吉田・竹田(大体大)

内田・杉原× ６ー４、５ー７、７ー１０ ◯有本・比嘉(神院大)

―――――――――――――――――――――――――――

女子ダブルス２Ｒ

池内(七)・比嘉◯ ６ー２、６ー４ ×山本・田中(成蹊大・京外大)

池内(鈴)・川島(立命大)◯ ６ー０、６ー０ ×谷口・阿南(大府大)

大塚・中谷◯ ６ー０、６ー０ ×宇原・栗木(大府大)

後藤・山内× ６ー７(２)、４ー６ ◯眞鍋・北浦(武庫川)

豊田・森◯ ０ー６、６ー３、１０ー８ ×熊原・上田(関外大)

女子ダブルス３Ｒ

大塚・中谷◯ ６ー１、６ー０ ×佐岡・久保(関外大)

男子ダブルス２Ｒ２０１７年度関西学生新進テニストーナメント＜予選＞

日時：２月３日（土）

場所：各大学テニスコート

男子ダブルス２Ｒ

北村・増田(立命大)× １ー６、４ー６ ◯下坂・脇田(大教大)

武久・松田◯ ６ー２、６ー０ ×薮田・小谷(関大)

福井・小泉◯ ６ー０、６ー２ ×谷井・大川(大産大)

山岸・福永◯ ６ー１、６ー２ ×黒崎・伏見(大府大)

春原・宇田◯ ６ー４、６ー１ ×藤森・山口(大市大)

内田・杉原◯ ６ー０、６ー１ ×高柳・井伊(京大)

―――――――――――――――――――――――――――

女子ダブルス１Ｒ

豊田・森◯ ６ー４、６ー１ ×井上・宮本(成蹊大)

男子定期対抗戦 対 立教大学

日時：１２月１７日（日）

場所：同志社大学京田辺校地テニスコート

◯Ｄ１ 中山・大窪 ６ー３、５ー７、６ー４

×Ｄ２ 丸石・福永 ３ー６、４ー６

×Ｄ３ 佐伯・折井 ４ー６、６ー３、５ー７

◯Ｓ１ 岩田 ２ー６、６ー４、６ー４

×Ｓ２ 佐伯 ３ー６、７ー６(８)、２ー６

◯Ｓ３ 石島 ６ー７(６)、６ー０、６ー１

◯Ｓ４ 大窪 ４ー６、６ー２、６ー３

◯Ｓ５ 福永 ７ー６(０)、６ー２

◯Ｓ６ 折井 ２ー６、６ー１、７ー５

Ｄ：１ー２ Ｓ：５ー１



同志社大学 ６ー３ 立教大学

-------------------------------------------------------

女子定期対抗戦 対 立教大学

日時：１２月１７日（日）

場所：同志社大学京田辺校地テニスコート

×Ｄ１ 池内(鈴)・大塚 １ー６、１ー６

◯Ｄ２ 池内(七)・比嘉 ７ー６(３)、６ー２

×Ｓ１ 大塚 ４ー６、２ー６

×Ｓ２ 池内(七) ６ー４、２ー６、０ー６

×Ｓ３ 川合 ５ー７、０ー６

◯Ｓ４ 池内(鈴) ４ー６、７ー６(４)、６ー２

×Ｓ５ 山内 ４ー６、５ー７

Ｄ：１ー１ Ｓ：１ー４

同志社大学 ２ー５ 立教大学

２０１７年度東海学生選抜室内テニス選手権大会＜本戦＞

日時：１２月１４日（木）

場所：岐阜メモリアルセンター

女子シングルスＳＦ

大塚× ２ー６、２ー６ ◯鵜飼(東海学園)

女子ダブルスＳＦ

大塚・中塚(関大)× ６ー４、４ー６、６ー１０ ◯佐野・鈴木(中京大)

２０１７年度東海学生選抜室内テニス選手権大会＜本戦＞

日時：１２月１３日（水）

場所：岐阜メモリアルセンター

女子シングルス２Ｒ

大塚◯ ６ー４、６ー３ ×平松(東海学園)

女子ダブルス１Ｒ

大塚・中塚(関大)◯ ６ー２、６ー２ ×谷・前田(四日市大)

２０１７年度東海学生選抜室内テニス選手権大会＜本戦＞

日時：１２月１２日（火）

場所：岐阜メモリアルセンター

女子シングルス１Ｒ

大塚◯ ６ー２、６ー０ ×山田(四日市大)

２０１７年度関西学生地域テニストーナメント

場所：各大学テニスコート

日時：１１月１９日（日）

男子シングルスＳＦ

石島◯ ６ー１、６ー４ ×榊原(立命大)



大窪× ３ー６、４ー６ ◯高橋(立命大)

男子シングルスＦ

石島× ６ー７(４)、１ー６ ◯高橋(立命大)

女子シングルスＦ

川合◯ ６ー２、７ー５ ×川島(立命大)

２０１７年度関西学生地域テニストーナメント

場所：各大学テニスコート

日時：１１月１８日（土）

男子シングルス５Ｒ

石島◯ ８ー５ ×安井(立命大)

岩田◯ ８ー４ ×家邊(立命大)

武久◯ ８ー３ ×河西(立命大)

伊達× ３ー８ ◯榊原(立命大)

山岸× ４ー８ ◯高橋(立命大)

丸石× ４ー８ ◯山崎(龍大)

大窪◯ ９ー８(２) ×福永

男子シングルスＱＦ

石島◯ ６ー２、６ー１ ×岩田

武久× ７ー５、２ー６、３ー６ ◯榊原(立命大)

大窪◯ ４ー６、６ー３、６ー３ ×瀧本(立命大)

女子シングルス３Ｒ

釜江× ５ー８ ◯永嶋(立命大)

女子シングルスＱＦ

川合◯ ６ー３、６ー３ ×永嶋(立命大)

女子シングルスＳＦ

川合◯ ６ー３、６ー２ ×中谷

２０１７年度関西学生地域テニストーナメント

場所：各大学テニスコート

日時：１１月３日（金）

男子ダブルス１Ｒ

福井・井上× ６ー８ ◯河野・松山(龍大)

荒井・杉原◯ ８ー０ ×安田・畑川(滋県大)

男子ダブルス２Ｒ

石島・岩田◯ ８ー０ ×岡本・松井(佛大)

伊達・山岸◯ ８ー２ ×橋口・今井(京産大) 

佐伯・折井◯ ８ー２ ×山本・山根(滋県大)

武久・宇田◯ ８ー６ ×漁・中家(立命大)

中山・大窪◯ ８ー４ ×佐藤・松江(京産大)

今井・春原◯ ８ー４ ×東・孫橋(京産大)

丸石・小泉◯ ８ー３ ×里・河西(立命大)



荒井・杉原◯ ８ー４ ×天崎・片岡(龍大)

内田・西垣(立命大)× ３ー８ ◯笹島・島井(京産大)

福永・松田◯ ８ー６ ×宇田・久保田(立命大)

＜女子＞２０１７年度関西大学対抗テニスリーグ戦一部二部入れ替え戦

場所：江坂テニスセンター

日時：９月２３日（土）  対 姫路大学

同志社大学 ０ー３ 姫路大学

Ｄ ０ー２

Ｓ ０ー１

×Ｄ１ 池内(鈴)・大塚 ７ー６(５)、２ー６、０ー６ 岸上・藤原

×Ｄ２ 池内(七)・比嘉 ７ー６(７)、１ー６、２ー６ 堺・宮田

Ｓ２ 池内(七) ５ー５打ち切り 岸上

×Ｓ３ 川合 １ー６、２ー６ 堺

＜男子＞２０１７年度関西大学対抗テニスリーグ戦（５戦目）

場所：江坂テニスセンター

日時：９月１０日（日）  対 甲南大学

同志社大学 ６ー３ 甲南大学

Ｄ １ー２

Ｓ ５ー１  

×Ｄ１ 飯島・大窪 ２ー６、６ー７(５) 吉田・福嶋

◯Ｄ２ 中山・山岸 ２ー６、６ー４、７ー６(１) 西本・岡崎

×Ｄ３ 伊達・福永 ５ー７、７ー６(４)、４ー６ 稗島・東川

◯Ｓ１ 飯島 ６ー２、６ー１ 東川

◯Ｓ２ 岩田 ５ー７、７ー６(４)、６ー３ 藤永

×Ｓ３ 佐伯 ３ー６、１ー６ 吉田

◯Ｓ４ 大窪 ０ー６、６ー１、６ー２ 稗島

◯Ｓ５ 中山 ６ー１、４ー６、６ー４ 西本

◯Ｓ６ 福永 ６ー３、６ー１ 岡崎

＜女子＞２０１７年度関西大学対抗テニスリーグ戦（５戦目）

場所：江坂テニスセンター

日時：９月１０日（日）  対 神戸松蔭女子学院大学

同志社大学 ２ー３ 神戸松蔭女子学院大学

Ｄ ０ー２

Ｓ ２ー１

×Ｄ１ 池内(七)・大塚 ３ー６、６ー７(１) 高山・濱本

×Ｄ２ 釜江・川合 １ー６、２ー６ 勝田・岩本

◯Ｓ１ 大塚 ６ー３、６ー１ 中西

◯Ｓ２ 池内(七) ６ー３、６ー２ 高山

×Ｓ３ 川合 ２ー６、１ー６ 勝田



＜女子＞２０１７年度関西大学対抗テニスリーグ戦（４戦目）

場所：江坂テニスセンター

日時：９月９日（土）  対 大阪教育大学

同志社大学 １ー４ 大阪教育大学

Ｄ １ー１

Ｓ ０ー３

◯Ｄ１ 池内(七)・大塚 ４ー６、７ー５、７ー６(６) 井手・浦上

×Ｄ２ 釜江・川合 ２ー６、６ー７(１) 田中・北村

×Ｓ１ 大塚 ６ー３、２ー６、２ー６ 浦上

×Ｓ２ 池内(七) ４ー６、１ー６ 井手

×Ｓ３ 池内(鈴) ７ー５、６ー７(１)、５ー７ 清水

＜男子＞２０１７年度関西大学対抗テニスリーグ戦（４戦目）

場所：江坂テニスセンター

日時：９月８日（金）  対 関西大学

同志社大学 １ー８ 関西大学

Ｄ ０ー３

Ｓ １ー５

×Ｄ１ 飯島・大窪 ２ー６、４ー６ 林・柴野

×Ｄ２ 中山・山岸 ０ー６、３ー６ 高村・島田

×Ｄ３ 伊達・福永 ０ー６、５ー７ 矢多・大野

×Ｓ１ 飯島 ３ー６、５ー７ 山尾

×Ｓ２ 堀 １ー６、５ー７ 柴野

◯Ｓ３ 岩田 ６ー１、３ー６、７ー６(５) 加藤

×Ｓ４ 佐伯 ４ー６、１ー６ 竹元

×Ｓ５ 大窪 １ー６、２ー６ 林

×Ｓ６ 中山 ４ー６、６ー４、２ー６ 工藤

＜女子＞２０１７年度関西大学対抗テニスリーグ戦（３戦目）

場所：江坂テニスセンター

日時：９月８日（金）  対 関西学院大学

同志社大学 １ー４ 関西学院大学

Ｄ ０ー２

Ｓ １ー２  

×Ｄ１ 釜江・池内(七) １ー６、１ー６ 栗本・前田

×Ｄ２ 比嘉・大塚 １ー６、２ー６ 観音堂・藤原

◯Ｓ１ 大塚 ７ー６(４)、６ー２ 窪村

×Ｓ２ 池内(七) ２ー６、６ー２、１ー６ 栗本

×Ｓ３ 池内(鈴) １ー６、１ー６ 前田

＜男子＞２０１７年度関西大学対抗テニスリーグ戦（３戦目）



場所：江坂テニスセンター

日時：９月６日（水）  対 近畿大学

同志社大学 ２ー７ 近畿大学

Ｄ １ー２

Ｓ １ー５  

◯Ｄ１ 飯島・大窪 ６ー３、６ー３ 高木・恒松  

×Ｄ２ 中山・山岸 １ー６、１ー６ 小野・矢ノ川

×Ｄ３ 伊達・福永 ３ー６、７ー６(３)、５ー７ 長谷川・水口

×Ｓ１ 飯島 ２ー６、２ー６ 松本

×Ｓ２ 岩田 ５ー７、２ー６ 高木

×Ｓ３ 佐伯 ３ー６、３ー６ 小野

×Ｓ４ 山岸 ４ー６、２ー６ 西岡

◯Ｓ５ 大窪 ６ー２、３ー６、６ー４ 長谷川

×Ｓ６ 中山 １ー６、０ー６ 恒松

＜女子＞２０１７年度関西大学対抗テニスリーグ戦（２戦目）

場所：江坂テニスセンター

日時：９月５日（火）  対 関西大学

同志社大学 １ー４ 関西大学

Ｄ １ー１

Ｓ ０ー３  

×Ｄ１ 比嘉・大塚 ０ー６、６ー７(５) 越野・大野

◯Ｄ２ 釜江・川合 ２ー６、６ー２、７ー６(３) 小山・伊藤

×Ｓ１ 大塚 ２ー６、０ー６ 越野

×Ｓ２ 池内(七) ０ー６、２ー６ 沈

×Ｓ３ 川合 ０ー６、２ー６ 中塚

＜男子＞２０１７年度関西大学対抗テニスリーグ戦（２戦目）

場所：江坂テニスセンター

日時：９月４日（月）  対 立命館大学

同志社大学 ５ー４ 立命館大学

Ｄ ０ー３

Ｓ ５ー１  

×Ｄ１ 飯島・大窪 １ー６、６ー７(10) 高橋・安井

×Ｄ２ 中山・山岸 ２ー６、２ー６ 瀧本・家邉

×Ｄ３ 伊達・福永 ２ー６、４ー６ 西野・足立

◯Ｓ１ 飯島 ６ー３、６ー１ 瀧本

×Ｓ２ 堀 ６ー１、４ー６、４ー６ 榊原

◯Ｓ３ 岩田 ６ー０、６ー２ 高橋

◯Ｓ４ 佐伯 ６ー１、６ー１ 古川

◯Ｓ５ 大窪 ６ー０、６ー４ 家邉

◯Ｓ６ 中山 ６ー３、６ー２ 安井



＜男子＞２０１７年度関西大学対抗テニスリーグ戦（１戦目）

場所：江坂テニスセンター

  対 神戸学院大学

同志社大学 ５ー４ 神戸学院大学

Ｄ ３ー０

Ｓ ２ー４  

◯Ｄ１ 飯島・大窪 ６ー４、６ー４ 西川・福岡

◯Ｄ２ 中山・山岸 ６ー１、６ー２ 福本・石川

◯Ｄ３ 伊達・福永 ７ー５、６ー４ 大塚・水田

×Ｓ１ 飯島 ６ー７(５)、３ー６ 石川

×Ｓ２ 堀 ５ー７、１ー６ 大塚

◯Ｓ３ 岩田 ６ー１、６ー２ 福本

×Ｓ４ 佐伯 ４ー６、４ー６ 西川

×Ｓ５ 山岸 ６ー１、３ー６、４ー６ 水田

◯Ｓ６ 中山 ７ー６(１)、６ー１ 福岡

＜女子＞２０１７年度関西大学対抗テニスリーグ戦（１戦目）

場所：江坂テニスセンター

  対 園田学園女子大学

同志社大学 １ー４ 園田学園女子大学

Ｄ ０ー２

Ｓ １ー２  

×Ｄ１ 池内(七)・大塚 ６ー７(４)、０ー６ 小池・渡邊  

×Ｄ２ 釜江・比嘉 １ー６、４ー６ 田中・川本

×Ｓ１ 大塚 ２ー６、２ー６ 小池

◯Ｓ２ 池内(七) ６ー１、１ー６、６ー２ 渡邊

×Ｓ３ 川合 ４ー６、１ー６ 川本

２０１７年度関西学生テニス選手権大会＜本戦＞

場所：靱テニスセンター

日時：８月２６日（土）

男子シングルスＳＦ

飯島× １ー６、４ー６ ◯松本(近大)

女子シングルスＳＦ

大塚× ０ー６、１ー６ ◯越野(関大)

２０１７年度関西学生テニス選手権大会＜本戦＞

場所：靱テニスセンター

日時：８月２５日（金）

男子シングルスＱＦ

飯島◯ ６ー３、６ー４ ×石川(神院大)

女子シングルスＱＦ



大塚◯ ６ー４、５ー７、７ー５ ×窪村(関学大)

２０１７年度関西学生テニス選手権大会＜本戦＞

場所：靱テニスセンター

日時：８月２４日（木）

男子シングルス４Ｒ

飯島◯ ６ー４、６ー４ ×西岡(近大)

岩田× ２ー６、７ー５、１ー６ ◯小野(近大)

堀× ３ー６、０ー６ ◯安藤(大体大)

男子ダブルス３Ｒ

飯島・大窪× １ー６、６ー２、７ー１０ ◯矢多・山尾(関大)

女子シングルス３Ｒ

池内(七)× ０ー６、０ー６ ◯越野(関大)

大塚◯ ２ー６、６ー３、６ー４ ×橘(関大)

女子ダブルス２Ｒ

池内(鈴)・大塚× ２ー６、４ー６ ◯栗本・前田(関学大)

２０１７年度関西学生テニス選手権大会＜本戦＞

場所：靱テニスセンター

日時：８月２３日（水）

男子シングルス３Ｒ

飯島◯ ６ー３、３ー６、６ー３ ×福本(神院大)

岩田◯ ６ー２、６ー３ ×伊達

佐伯× ４ー６、１ー６ ◯恒松(近大)

山岸× ６ー２、３ー６、２ー６ ◯水口(近大)

堀◯ ７ー５、１ー６、７ー６(４) ×高田(関学大)

大窪× ３ー６、４ー６ ◯山尾(関大)

男子ダブルス２Ｒ

飯島・大窪◯ ６ー４、６ー３ ×上曽山・塩井(関大)

石島・岩田× １ー６、３ー６ ◯山口・山本(関学大)

中山・山岸× ２ー６、１ー６ ◯吉田・福嶋(甲南大)

女子ダブルス１Ｒ

釜江・川合× ２ー６、６ー７(５) ◯高山・室山(松蔭女大)

池内(鈴)・大塚◯ ３ー６、６ー３、１０ー７ ×井上・伊藤(立命大)

２０１７年度関西学生テニス選手権大会＜本戦＞

場所：靱テニスセンター

日時：８月２２日（火）

男子シングルス２Ｒ

飯島◯ ６ー１、６ー４ ×合田(近大)

石島× ０ー６、１ー６ ◯小野(近大)

岩田◯ ７ー６(５)、１ー６、６ー４ ×土田(関学大)



佐伯◯ ６ー３、６ー２ ×仁坂(大体大)

伊達◯ ２ー６、７ー６(９)、７ー５ ×市川(近大)

山岸◯ ２ー６、６ー１、１ー１ＲＥＴ ×岡田(近大)

堀◯ ６ー４、４ー６、６ー４ ×水田(神院大)

大窪◯ １ー６、７ー６(４)、６ー３ ×徳光(大体大)

福永× ６ー４、３ー６、６ー７(９) ◯福本(神院大)

松田× １ー６、２ー６ ◯田中(関学大)

男子ダブルス１Ｒ

宇田・福永× ４ー６、４ー６ ◯木元・角野(甲南大)

女子シングルス２Ｒ

池内(七)◯ ６ー２、６ー４ ×橋本(甲南大)

大塚◯ ６ー４、６ー４ ×田中(園田女大)

２０１７年度関西学生テニス選手権大会＜本戦＞

場所：靱テニスセンター

日時：８月２１日(月)

男子シングルス１Ｒ

石島◯ ６ー１、１ー６、６ー４ ×中川(大教大)

中山× ６ー４、４ー６、２ー６ ◯藤井(近大)

宇田× １ー６、１ー６ ◯土田(関学大)

男子ダブルス１Ｒ

中山・山岸◯ ６ー２、６ー２ ×古川・榊原(立命大)

宇田・福永 ２ー１ 木元・角野(甲南大)…時間のため明日に延期となりました

女子シングルス１Ｒ

川合× ２ー６、０ー６ ◯越野(関大)

池内(七)◯ ６ー０、６ー１ ×石井(園田女大)

比嘉× ３ー６、６ー７(２) ◯中谷(甲南大)

池内(鈴)× １ー６、６ー２、２ー６ ◯橋本(甲南大)

大塚◯ ６ー２、６ー２ ×大和(関学大)

２０１７年度全日本学生テニス選手権大会＜本戦＞

場所：岐阜メモリアルセンター

日時：８月８日（火）

男子シングルス１Ｒ

飯島× ６ー３、２ー６、４ー６ ◯徳本(青学大)

女子シングルス１Ｒ

大塚× ６ー３、４ー６、０ー６ ◯吉田(西南学院大)

２０１７年度関西学生春季テニストーナメント＜本戦＞

場所：靱テニスセンター

日時：５月２３日（火）

男子シングルス３Ｒ



飯島◯ ６ー１、６ー７(２)、６ー３ ×吉田(甲南大)

岩田× ３ー６、０ー６ ◯松本(近大)

中山× １ー６、３ー６ ◯高木(近大)

堀× １ー６、１ー６ ◯小野(近大)

女子シングルスインカレ選考１Ｒ(予選決め、勝ち残り)

池内(七)◯ ６ー１、６ー１ ×北村(大教大)

男子ダブルス２Ｒ

飯島・中山× ６ー７(１)、５ー７ ◯西本・岡崎(甲南大)

岩田・石島◯ ６ー２、６ー４ ×高橋・瀧本(立命大)

伊達・大窪× ６ー４、１ー６、５ー１０ ◯矢ノ川・楠部(近大)

春原・宇田× ２ー６、２ー６ ◯豊嶋・恒松(近大)

女子ダブルス１Ｒ

釜江・樋口(阪大)◯ ６ー２、７ー５ ×谷口・濱中(大院大)

川合・比嘉× ４ー６、２ー６ ◯栗本・前田(関学大)

池内(七)・松崎× １ー６、６ー７(２) ◯岸上・藤原(姫大)

大塚・中谷× ２ー６、０ー６ ◯竹浪・稲垣(甲南大)

２０１７年度関西学生春季テニストーナメント＜本戦＞

場所：靱テニスセンター

日時：５月２２日（月）

男子シングルス２Ｒ

飯島◯ ６ー４、６ー２ ×塩井(関大)

石島× ６ー３、６ー７(７)、２ー６ ◯福本(神院大)

佐伯× ３ー６、０ー６ ◯吉田(関学大)

伊達× １ー６、４ー６ ◯岩田

中山◯ ６ー２、３ー６、６ー２ ×瀧本(立命大)

山岸× ６ー７(５)、４ー６ ◯工藤(関大)

堀◯ ７ー５、６ー１ ×小山(近大)

大窪× ３ー６、１ー６ ◯大塚(神院大)

松田× ０ー６、０ー６ ◯矢多(関大)

女子シングルス２Ｒ

池内(七)× ２ー６、４ー６ ◯越野(関大)

大塚◯ ６ー２、６ー４ ×森(姫大)

２０１７年度関西学生春季テニストーナメント＜本戦＞

場所：靱テニスセンター

日時：５月２１日（日）

男子シングルス１Ｒ

伊達◯ ６ー２、６ー１ ×石井(近大)

大窪◯ ４ー６、６ー２、７ー５ ×高田(関学大)

松田◯ ６ー２、４ー６、６ー４ ×仁坂(大体大)

女子シングルス１Ｒ



川合× ２ー６、１ー６ ◯小池(園田大)

池内(七)◯ ６ー１、７ー５ ×井上(立命大)

池内(鈴)× ４ー６、２ー６ ◯中塚(関大)

大塚◯ ６ー４、６ー２ ×田中(大教大)

男子ダブルス１R

折井・福永× ３ー６、３ー６ ◯稗島・東川(甲南大)


