
２０１８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（木）

場所：万博テニスガーデン

男子ダブルスＱＦ

大窪・福永× ４ー６、３ー６ ◯大野・山尾(関大)

女子ダブルスＱＦ

大塚・伊藤× ６ー７(２)、１ー６ ◯大野・鈴木(関大)

２０１８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（水）

場所：万博テニスガーデン

男子ダブルス３Ｒ

大窪・福永○ ６ー３、７ー５ ×板倉・小野田(関学大)

宇田・三上× ３ー６、６ー２、７ー１０ ○岩村・角野(甲南大)

女子ダブルス２Ｒ

池内(七)・比嘉× ５ー７、４ー６ ○大野・鈴木(関大)

池内(鈴)・高嶋× ６ー７(５)、１ー６ ○鎌田・桐山(関大)

大塚・伊藤○ ６ー１、６ー１ ×越智・大和(関学大)

２０１８年度関西学生新進テニストーナメント＜本戦＞

日時：３月５日（火）

場所：万博テニスガーデン

男子シングルス４Ｒ

大窪× ６ー４、６ー７(５)、２ー６ ◯高村(関大)

男子ダブルス２Ｒ

折井・春原× ５ー７、３ー６ ◯恒松・西岡(近大)

大窪・福永◯ ６ー３、７ー５ ×小川・西浦(大教大)

宇田・三上◯ ５ー７、７ー６(２)、１０ー７ ×上森・合田(近大)

女子シングルス３Ｒ

大塚× ４ー６、２ー６ ◯大野(関大)

女子ダブルス１Ｒ

池内(七)・比嘉◯ ６ー３、１ー６、１０ー６ ×古賀・川島(立命大)

大塚・伊藤◯ ６ー４、６ー２ ×岩井・小柳(関学大)

２０１８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（月）

場所：万博テニスガーデン

男子シングルス３Ｒ

大窪◯ ６ー４、６ー２ ×水口(近大) 

小泉× ７ー６(４)、６ー７(６)、２ー６ ◯西岡(近大)

福永× ２ー６、０ー６ ◯恒松(近大)

女子ダブルス１Ｒ



池内(鈴)・高嶋◯ ６ー４、６ー２ ×田崎・小嶋(甲南大)

２０１８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（日）

場所：万博テニスガーデン

男子シングルス２Ｒ

今井× ０ー６、０ー６ ◯東川(甲南大)

折井× ０ー６、４ー６ ◯西岡(近大)

丸石× ３ー６、６ー７(７) ◯大窪

宇田× ２ー６、３ー６ ◯前田(大体大)

小泉○ ６ー２、６ー３ ×深井(関学大)

福永○ ６ー４、６ー４ ×小川(大教大)

松田× ２ー６、３ー６ ◯恒松(近大)

木本× ４ー６、３ー６ ◯曽川(近大)

女子シングルス１Ｒ

中谷× ３ー６、４ー６ ◯小柳(関学大)

高嶋× ７ー６(５)、１ー６、３ー６ ◯田中(甲南大)

女子シングルス２Ｒ

大塚◯ ６ー１、６ー１ ×小林(関学大)

伊藤× １ー６、７ー５、５ー７ ○中谷(甲南大)

２０１８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（土）

場所：万博テニスガーデン

男子シングルス１Ｒ

今井◯ ６ー０、７ー５ ×万木(関学大)

折井◯ ６ー３、７ー５ ×樋口(近大)

丸石◯ ６ー４、６ー２ ×天野(関学大)

松田◯ ７ー６(５)、６ー３ ×三上

木本◯ ６ー４、７ー５ ×木村(甲南大)

男子ダブルス１Ｒ

松田・木本× ６ー７(２)、２ー６ ○家邊・片山(立命大)

折井・春原◯ ６ー３、６ー１ ×國政・山本(龍大)

女子シングルス１Ｒ

池内(七)× ４ー６、３ー６ ◯鎌田(関大)

池内(鈴)× ３ー６、６ー４、６ー７(４) ○北本(関学大)

大塚◯ ６ー１、６ー１ ×北浦(武庫川)

山内× １ー６、３ー６ ○宮田(姫大)

伊藤◯ ６ー３、６ー４ ×丸谷(武庫川)

九州学生室内テニス選手権大会＜本戦＞

日時：２月１４日（木）

場所：博多の森テニス競技場室内テニスコート



女子シングルスＦ

高嶋× ３ー６、２ー６ ◯今村(鹿体大)

女子ダブルスＦ

高嶋・笠原(大教大)◯ ６ー４、１ー６、１０ー５ ×今村・岡崎(鹿体大)

九州学生室内テニス選手権大会＜本戦＞

日時：２月１３日（水）

場所：博多の森テニス競技場室内テニスコート

女子シングルスＳＦ

高嶋◯ ６ー３、７ー６(４) ×高祖(福大)

女子ダブルスＳＦ

高嶋・笠原(大教大)◯ ７ー５、６ー１ ×大田・高祖(福大)

２０１８年度関西学生新進テニストーナメント＜予選＞

日時：２月１２日（火）

場所：大阪体育大学

男子ダブルス４Ｒ

井上・笹渕× ６ー４、５ー７、０ー１０ ◯古川・中山(大体大)

九州学生室内テニス選手権大会＜本戦＞

日時：２月１２日（火）

場所：博多の森テニス競技場室内テニスコート

女子シングルスＱＦ

高嶋◯ ６ー２、６ー３ ×岡崎(鹿体大)

女子ダブルスＱＦ

高嶋・笠原◯ ６ー３、６ー２ ×鈴木・東(鹿体大)

２０１８年度関西学生新進テニストーナメント＜予選＞

日時：２月１１日（月）

場所：神戸学院大学テニスコート

男子シングルス４Ｒ

丸石◯ ６ー３、６ー２ ×野島(神院大)

―――――――――――――――――――――――――――

九州学生室内テニス選手権大会＜本戦＞

日時：２月１１日（月）

場所：博多の森テニス競技場室内テニスコート

女子シングルス１Ｒ

高嶋◯ ６ー０、６ー０ ×吉田(西南大)

２０１８年度関西学生新進テニストーナメント＜予選＞

日時：２月１０日（日）

場所：各大学テニスコート



男子シングルス３Ｒ

丸石◯ １ー６、６ー４、６ー３ ×山崎(大体大)

男子シングルス４Ｒ

今井◯ ３ー６、６ー３、６ー２ ×川田(大体大)

折井◯ ６ー０、６ー１ ×西田(龍大)

春原× ４ー６、４ー６ ◯石川(甲南大)

井上× ７ー６(７)、２ー６、４ー６ ◯利光(関学大)

杉原× ２－６、６ー４、３ー６ ◯竹山(甲南大)

松田◯ ６ー２、６ー３ ×遠藤(関国大)

木本◯ ６ー２、６ー４ ×高尾(甲南大)

三上◯ ６ー０、６ー４ ×松岡(大体大)

女子シングルス２Ｒ

比嘉◯ ６ー０、６ー０ ×野村(京産大)

後藤× ６ー３、２ー６、２ー６ ◯上原(関外大)

女子シングルス３Ｒ

比嘉× ２ー６、３ー６ ◯小林(関学大)

池内(鈴)◯ ７ー６(５)、６ー０ ×中村(関学大)

山内◯ ６ー２、６ー０ ×山崎(親和女大)

伊藤◯ ６ー２、６ー１ ×沖元(親和女大)

高嶋◯ ６ー３、６ー１ ×岡田(龍大)

２０１８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（土）

場所：各大学テニスコート

男子シングルス２Ｒ

井口× ６ー７(０)、０ー６ ◯中野(大体大)

丸石◯ ６ー２、６ー０ ×村瀬(阪大)

荒井× ６ー７(３)、１ー６ ◯安田(びわこ大)

井上◯ ６ー１、６ー０ ×瀬野(大市大)

男子シングルス３Ｒ

今井◯ ６ー４、６ー３ ×尾崎(京大)

折井◯ ６ー０、６ー４ ×吉崎(成蹊大)

春原◯ ６ー１、６ー１ ×今井(京産大)

井上◯ ６ー０、６ー０ ×上田(関大)

杉原◯ ６ー４、６ー０ ×橘(神院大)

松田◯ ６ー０、６ー２ ×矢地(京大)

木本◯ ６ー２、６ー１ ×千葉(関学大)

笹渕× ５ー７、１ー６ ◯柴田(桃大)

三上◯ ６ー２、６ー０ ×水谷(大市大) 

女子シングルス１Ｒ

豊田◯ ６ー１、６ー１ ×山﨑(滋大)

森× ３ー６、４ー６ ◯上田(武庫川)



木島◯ ６ー０、６ー０ ×栗木(大府大)

女子シングルス２Ｒ

池内(鈴)◯ ６ー２、６ー１ ×亀井(京産大)

豊田× ３ー６、２ー６ ◯永岡(園田女大)

山内◯ ６ー１、６ー１ ×下平(大体大)

伊藤◯ ６ー０、６ー０ ×尾山(関外大)

木島× ６ー２、５ー７、０ー６ ◯佐々木(関外大)

高嶋◯ ６ー２、６ー１ ×岩田(大市大)

森本× １ー６、０ー６ ◯辰田(関外大)

キープスマイリングツアー＜本戦＞

日時：２月９日（土）

場所：マリンテニスパーク北村

男子ダブルスＦ

大窪・福永◯ ４ー６、７ー５、６ー４ ×藤永・岡崎(甲南大学)

２０１８年度関西学生新進テニストーナメント＜予選＞

日時：２月８日（金）

場所：各大学テニスコート

男子シングルス１Ｒ

鶴久× ２ー６、１ー６ ◯井上(神大)

松本× ３ー６、３ー６ ◯向井(関大)

男子シングルス２Ｒ

今井◯ ４ー６、６ー３、６ー２ ×福田(関国大)

折井◯ ６ー０、６ー０ ×黒崎(大府大)

春原◯ ６ー０、１ー０ＲＥＴ ×山本(滋大)

杉原◯ ６ー０、６ー０ ×岩本(桃大)

松田◯ ＤＥＦ ×北林(天理大)

木本◯ ６ー０、６ー０ ×中村(大府大)

笹渕◯ ７ー６(８)、６ー１ ×大川(大産大)

三上◯ ６ー２、７ー５ ×笹島(京産大)

―――――――――――――――――――――――――――

キープスマイリングツアー＜本戦＞

日時：２月８日（金）

場所：マリンテニスパーク北村

男子ダブルスＳＦ

大窪・福永◯ ６ー１、６ー１ ×村田・高橋(清風高校・ＷＡＴＳ)

２０１８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（木）

場所：同志社大学京田辺キャンパステニスコート

男子ダブルス４Ｒ



折井・春原◯ ６ー４、３ー６、１０ー７ ×佐伯・新井(甲南大)

―――――――――――――――――――――――――――

キープスマイリングツアー＜本戦＞

日時：２月７日（木）

場所：マリンテニスパーク北村

男子ダブルスＱＦ

大窪・福永◯ ３ー６、７ー６(４)、６ー０ ×堀川・藤原(東山高校)

２０１８年度関西学生新進テニストーナメント＜予選＞

日時：２月６日（水）

場所：各大学テニスコート

男子ダブルス２Ｒ

折井・春原◯ ６ー０、６ー０ ×寺岡・吉崎(成蹊大)

男子ダブルス３Ｒ

折井・春原◯ ６ー０、６ー０ ×長畑・川田(関外大)

井上・笹渕◯ ６ー２、６ー４ ×日野・篠原(関国大)

男子ダブルス４Ｒ

丸石・小泉× ２ー６、４ー６ ◯安積・市川(凌)(近大)

松田・木本◯ ６ー２、６ー４ ×竹田・吉田(大体大)

女子ダブルスＦ

池内(七)・比嘉◯ ６ー２、６ー０ ×浅田・加村(関外大)

中谷・山内× ４ー６、７ー５、７ー１０ ◯伊井・小林(関学大)

―――――――――――――――――――――――――――

キープスマイリングツアー＜本戦＞

日時：２月６日（水）

場所：マリンテニスパーク北村

男子シングルス２Ｒ

福永× ４ー６、６ー１、３ー６ ◯秋本(ＪＲ北海道)

男子ダブルス２Ｒ

大窪・福永◯ ６ー３、６ー１ ×岸井・村上(ＴＥＡＭ ＳＴＵＦＦ・東山高校)

２０１８度関西学生新進テニストーナメント＜予選＞

日時：２月５日（火）

場所：各大学テニスコート

男子ダブルス２Ｒ

荒井・杉原◯ ４ー６、６ー３、１０ー７ ×樽谷・勝田(立命大)

男子ダブルス３Ｒ

今井・鶴久× ４ー６、１ー６ ◯角谷・佐々木(甲南大)

荒井・杉原× １ー６、１ー６ ◯田渕・遠藤(関国大)

女子ダブルス１Ｒ

豊田・森◯ ６ー０、６ー１ ×村岡・安田(滋大)

後藤・木島× ４ー６、４ー６ ◯上田・東嶋(武庫川)



女子ダブルス２Ｒ

池内(七)・比嘉◯ ６ー１、６ー０ ×鈴木・西原(園田女大)

豊田・森× １ー６、２ー６ ◯山本・板垣(関外大)

中谷・山内◯ ６ー０、６ー１ ×林・佐々木(滋大)

―――――――――――――――――――――――――――

キープスマイリングツアー＜本戦＞

日時：２月５日（火）

場所：マリンテニスパーク北村

男子シングルス１Ｒ

大窪× ０ー６、２ー６ ◯井藤(ライフ・エヌ・ピー)

福永◯ ６ー２、７ー５ ×中村(ＴＡクレセント城陽)

女子シングルス１Ｒ

大塚× ４ー６、５ー７ ◯肥田(山梨学院高等学校)

２０１８年度関西学生新進テニストーナメント＜予選＞

日時：２月４日（月）

場所：各大学テニスコート

男子ダブルス２Ｒ

丸石・小泉◯ ７ー６(２)、６ー１ ×東・佐藤(京産大)

井口・松本× ６ー７(１)、４ー６ ◯天雲・此谷

(大産大)

今井・鶴久◯ ６ー２、６ー３ ×北岸・澤田(京大)

井上・笹渕◯ ６ー３、７ー５ ×加納・日高(阪大)

松田・木本◯ ６ー１、６ー１ ×奥埜・細川(摂大)

男子ダブルス３Ｒ

丸石・小泉◯ ４ー６、７ー５、１０ー７ ×稲田・松林(関国大)

松田・木本◯ ６ー２、６ー４ ×安田・山中(神大)

女子ダブルス１Ｒ

森本・有井(立命大)× ３ー６、６ー３、９ー１１ ◯武内・立石(神大)



男子定期対抗戦  対 立教大学

日時：１２月２２日（土）

場所：立教大学富士見総合グランド

◯Ｄ１ 大窪・福永 ７ー５、６ー４ 金子・坂本

×Ｄ２ 宇田・三上 ６ー７(５)、４ー６ 所司・上野

◯Ｄ３ 折井・春原 ６ー３、６ー２ 田沼・冨川

◯Ｓ１ 大窪 ６ー３、６ー２ 金子

×Ｓ２ 福永 ６ー７(６)、２ー６ 上野

×Ｓ３ 宇田 １ー６、３ー６ 坂本

◯Ｓ４ 小泉 ７ー６(２)、６ー４ 所司

◯Ｓ５ 松田 ７ー６(５)、６ー４ 冨川

◯Ｓ６ 木本 ６ー１、６ー３ 田沼

Ｄ：２ー１ Ｓ：４ー２

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２２日（土）

場所：立教大学富士見総合グランド

◯Ｄ１ 大塚・伊藤 ７ー６(３)、７ー５ 村橋・相川

×Ｄ２ 池内(鈴)・高嶋 ７ー５、２ー６、４ー１０ 木村・小林

×Ｓ１ 大塚 ４ー６、４ー６ 村橋

×Ｓ２ 池内(七) ４ー６、２ー６ 佐藤

×Ｓ３ 中谷 ４ー６、２ー６ 小林

◯Ｓ４ 池内(鈴) ５ー７、６ー３、６ー４ 木村

◯Ｓ５ 伊藤 ６ー３、６ー３ 川口

Ｄ：１ー１ Ｓ：２ー３

同志社大学 ３ー４ 立教大学

２０１８年度全日本学生室内テニス選手権大会＜予選＞

日時：１１月２６日（月）

場所：江坂テニスセンター

男子ダブルス１Ｒ

中山・大窪× ５ー７、２ー６ ◯加藤・田形(筑波大)

女子シングルス１Ｒ

大塚× ５ー７、３ー６ ◯前田(関学大)

２０１８年度全日本学生室内テニス選手権大会＜予選＞

日時：１１月２５日（日）

場所：江坂テニスセンター

女子ダブルス１Ｒ

大塚・伊藤× ０ー６、５ー７ ◯松本・西里(山学大)



２０１８年度関西学生地域テニストーナメント

日時：１１月１８日（日）

場所：同志社大学京田辺校地テニスコート

男子シングルスＦ

福永◯ ６ー４、６ー１ ×榊原(立命大)

女子シングルスＦ

池内(鈴)× ２ー６、４ー６ ◯伊藤

２０１８年度関西学生地域テニストーナメント

日時：１１月１７日（土）

場所：各大学テニスコート

男子シングルスＱＦ

春原◯ ６ー２、６ー３ ×漁(立命大)

福永◯ ６ー１、６ー１ ×片山(立命大)

松田◯ ７ー６(２)、６ー２ ×久保田(立命大)

木本× ６ー７(５)、２ー６ ◯榊原(立命大)

男子シングルスＳＦ

春原× ３ー６、２ー６ ◯福永

松田× ３ー６、５ー７ ◯榊原(立命大)

女子シングルスＱＦ

池内(鈴)◯ ６ー３、６ー０ ×山中(びわこ大)

山内◯ ７ー６(３)、６ー０ ×山本(びわこ大)

伊藤◯ ６ー３、６ー３ ×高嶋

女子シングルスＳＦ

池内(鈴)◯ ６ー２、６ー２ ×山内

伊藤◯ ６ー２、６ー０ ×永嶋(立命大)

２０１８年度関西学生地域テニストーナメント

日時：１１月１１日（日）

場所：各大学テニスコート

男子シングルス２Ｒ

丸石◯ ８ー１ ×中路(仏大)

男子シングルス３Ｒ

折井◯ ８ー２ ×吉田(立命大)

丸石× ６ー８ ◯東(京産大)

荒井× ７ー９ ◯川野(龍大)

宇田× ３ー８ ◯漁(立命大)

福永◯ ８ー２ ×大西(京大)

松田◯ ８ー２ ×堤(びわこ大)

笹渕◯ ８ー１ ×松山(龍大)

鶴久× ０ー８ ◯山本(悠)(龍大)

松本◯ ８ー３ ×井上(仏大)



男子シングルス４Ｒ

折井◯ ８ー０ ×守時(立命大)

春原◯ ８ー２ ×石本(びわこ大)

井上◯ ８ー４ ×東(京産大)

福永◯ ８ー３ ×塩田(びわこ大)

松田◯ ８ー１ ×水川(立命大)

木本◯ ８ー３ ×足立(立命大)

笹渕◯ ８ー６ ×安井(立命大)

松本× １ー８ ◯久保田(立命大)

三上◯ ８ー４ ×家邉(立命大)

男子シングルス５Ｒ

折井× ４ー８ ◯木本

春原◯ ８ー４ ×溝渕(立命大)

井上× １ー８ ◯榊原(立命大)

福永◯ ８ー０ ×山本(悠)(龍大)

松田◯ ８ー３ ×笹渕

三上× ４ー８ ◯片山(立命大)

女子シングルス１Ｒ

後藤◯ ８ー０ ×岡本(滋大)

豊田× １ー８ ◯山本(びわこ大)

森◯ ８ー４ ×佐々木(滋大)

木島◯ ８ー０ ×平田(京大)

森本× ２ー８ ◯亀井(京産大)

女子シングルス２Ｒ

比嘉× ＤＥＦ ◯岡(滋大)

池内(鈴)◯ ８ー１ ×荒井(仏大)

後藤◯ ８ー４ ×井上(仏大)

森◯ ８ー４ ×奥内(立命大)

山内◯ ８ー１ ×四方(立命大)

伊藤◯ ８ー２ ×川島(立命大)

木島◯ ８ー３ ×有井(立命大)

高嶋◯ ８ー０ ×原田(滋大)

女子シングルス３Ｒ

池内(鈴)◯ ８ー１ ×木島

後藤× ０ー８ ◯山中(びわこ大)

森× ０ー８ ◯高嶋

山内◯ ８ー０ ×林(滋大)

伊藤◯ ８ー１ ×尾田(龍大)

２０１８年度関西学生地域テニストーナメント

日時：１１月１０日（土）

場所：各大学テニスコート



男子シングルス１Ｒ

荒井◯ ８ー０ ×北村(仏大)

男子シングルス２Ｒ

井口◯ ８ー５ ×森本(京大)

今井◯ ８ー０ ×畑川(滋県大)

折井◯ ８ー０ ×新濱(京大)

春原◯ ８ー０ ×吹田(滋大)

荒井◯ ８ー２ ×岩崎(京大)

井上◯ ８ー０ ×田中(京工大)

宇田◯ ８ー０ ×若杉(滋大)

内田× ＤＥＦ ◯三反崎(京大)

小泉◯ ８ー２ ×宮川(仏大)

杉原◯ ８ー２ ×熊谷(京大)

福永◯ ８ー０ ×北村(仏大)

松田◯ ８ー０ ×宮崎(滋大)

木本◯ ８ー０ ×山谷(京工大)

笹渕◯ ８ー０ ×佐藤(立命大)

鶴久◯ ８ー５ ×勝田(立命大)

松本◯ ８ー６ ×西井(びわこ大)

三上◯ ８ー１ ×長崎(京産大)

男子シングルス３Ｒ

井口× １ー８ ◯榊原(立命大)

今井× ３ー８ ◯片山(立命大)

春原◯ ８ー２ ×樽谷(立命大)

荒井 ７ー７ 川野(龍大)…時間のため中止

井上◯ ８ー４ ×北畑(立命大)

小泉× ７ー９ ◯松江(京産大)

杉原× ０ー８ ◯家邉(立命大)

木本◯ ８ー１ ×坂下(びわこ大)

三上◯ ８ー１ ×坂本(滋大)

２０１８年度関西学生地域テニストーナメント

日時：１１月４日（日）

場所：同志社大学京田辺校地テニスコート

女子ダブルスＦ

池内(七)・比嘉× ６ー４、０ー６、７ー１０ ◯池内(鈴)・高嶋

２０１８年度関西学生地域テニストーナメント

日時：１１月３日（土）

場所：立命館大学テニスコート

男子ダブルス５Ｒ

丸石・小泉× ２ー６、６ー７(８) ◯足立・家邊(立命大)



女子ダブルスＳＦ

池内(七)・比嘉◯ ６ー７(４)、６ー３、１０ー４ ×中谷・山内

池内(鈴)・高嶋◯ ６ー１、４ー６、１０ー３ ×永嶋・伊藤(立命大)

２０１８年度関西学生地域テニストーナメント

日時：１０月２８日（日）

場所：各大学テニスコート

男子ダブルス２Ｒ

丸石・小泉◯ ８ー３ ×孫橋・坪井(京産大)

松田・木本◯ ８ー１ ×吉田・久保田(京産大)

男子ダブルス３Ｒ

丸石・小泉◯ ８ー１ ×大西・白濱(京大)

荒井・鶴久× ０ー８ ◯足立・家邊(立命大）

松田・木本◯ ８ー１ ×片岡・中島(龍大)

男子ダブルス４Ｒ

折井・春原◯ ８ー３ ×石本・安田(びわこ大)

丸石・小泉◯ ８ー４ ×漁・守時(立命大)

宇田・三上◯ ８ー５ ×北畑・小野(立命大)

松田・木本× ６ー８ ◯久保田・溝渕(立命大)

男子ダブルス５Ｒ

折井・春原× ６ー３、５ー７、４ー１０ ◯榊原・安井(立命大)

宇田・三上× ４ー６、６ー２、９ー１１ ◯藤本・片山(立命大)

女子ダブルスＱＦ

池内(七)・比嘉◯ ６ー２、６ー４ ×中島・井上(仏大)

中谷・山内◯ ６ー０、６ー１ ×後藤・木島

池内(鈴)・高嶋◯ ６ー２、６ー０ ×森・今井(びわこ大)

２０１８年度関西学生地域テニストーナメント

日時：１０月２７日（土）

場所：各大学テニスコート

男子ダブルス２Ｒ

折井・春原◯ ８ー２ ×川尻・矢野(仏大)

井口・杉原◯ ８ー１ ×中山・安田(滋県大)

今井・内田× ＤＥＦ ◯綾井・岡野(京工大)

井上・福永× ７ー９ ◯二瓶・宮川(仏大)

荒井・鶴久◯ ８ー２ ×小林・増田(仏大)

宇田・三上◯ ８ー１ ×渡辺・澤田(仏大)

松本・笹渕◯ ８ー２ ×奥崎・谷口(京大)

男子ダブルス３Ｒ

折井・春原◯ ８ー１ ×岩崎・尾崎(京大)

井口・杉原× ６ー８ ◯北岸・河野(京大)

宇田・三上◯ ８ー４ ×吉岡・西田(龍大)



松本・笹渕× ３ー８ ◯藤本・片山(立命大)

女子ダブルス１Ｒ

豊田・森本◯ ９ー７ ×野村・森本(京産大)

女子ダブルス２Ｒ

池内(七)・比嘉◯ ８ー２ ×亀井・佐々木(京産大)

中谷・山内◯ ８ー０ ×野原・荒木(滋大)

池内(鈴)・高嶋◯ ８ー０ ×林・佐々木(滋大)

後藤・木島◯ ８ー１ ×石丸・松永(京産大)

森・今井(びわこ大)◯ ８ー１ ×増田(仏大)・前田(龍大)

豊田・森本× ０ー８ ◯永嶋・伊藤(立命大)

＜男子＞２０１８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（日）  対 大阪体育大学

同志社大学 ５ー３ 大阪体育大学

Ｄ ２ー１

Ｓ ３ー２

◯Ｄ１ 中山・大窪 ６ー２、６ー２ 安藤・松岡

×Ｄ２ 石島・岩田 ６ー７(２)、６ー７(２) 徳光・中井

◯Ｄ３ 伊達・福永 ６ー０、６ー３ 山崎・小林

×Ｓ１ 中山 ４ー６、６ー４、０ー６ 安藤

Ｓ２ 大窪 ６ー３、３ー２打ち切り 徳光

◯Ｓ３ 佐伯 ６ー３、２ー６、６ー２ 新出

◯Ｓ４ 岩田 ６ー２、６ー３ 渡辺

◯Ｓ５ 福永 ６ー３、６ー７(６)、６ー４ 前田

×Ｓ６ 折井 ２ー６、７ー５、６ー７(６) 小林

＜男子＞２０１８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１１日（火）  対 神戸学院大学

同志社大学 ８ー１ 神戸学院大学

Ｄ ３ー０

Ｓ ５ー１

◯Ｄ１ 中山・大窪 ６ー３、６ー２ 大塚・辻

◯Ｄ２ 石島・岩田 ６ー３、６ー４ 石川・佐藤

◯Ｄ３ 伊達・福永 ６ー４、６ー４ 水田・福井

◯Ｓ１ 大窪 ７ー６(３)、７ー６(４) 大塚

×Ｓ２ 中山 ３ー６、５ー７ 石川

◯Ｓ３ 佐伯 ６ー２、７ー５ 有本

◯Ｓ４ 岩田 ６ー１、６ー１ 水田

◯Ｓ５ 福永 ６ー１、６ー０ 辻

◯Ｓ６ 折井 ６ー３、６ー２ 福井



＜女子＞２０１８年度関西大学対抗テニスリーグ戦（４戦目）

場所：神戸松蔭女子学院大学テニスコート

日時：９月１１（火）  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 大塚・伊藤 ３ー６、６ー３、４ー６  

×Ｄ２ 池内(鈴)・高嶋 ５ー７、６ー４、４ー６

×Ｓ１ 大塚 ７ー５、５ー７、０ー６

◯Ｓ２ 高嶋 ２ー６、６ー１、６ー２

◯Ｓ３ 伊藤 ６ー３、６ー３

＜女子＞２０１８年度関西大学対抗テニスリーグ戦（５戦目）

場所：同志社大学京田辺キャンパステニスコート

日時：９月１２日（水）  対 神戸親和女子大学

同志社大学 ４ー１ 神戸親和女子大学

Ｄ １ー１

Ｓ ３ー０

×Ｄ１ 大塚・伊藤 ６ー１、５ー７、４ー６ 下寳・石山

◯Ｄ２ 池内(鈴)・高嶋 ６ー０、６ー２ 山崎・柾木

◯Ｓ１ 大塚 ７ー５、６ー３ 下寳

◯Ｓ２ 高嶋 ６ー３、７ー５ 石山

◯Ｓ３ 伊藤 ６ー１、６ー０ 山崎

＜男子＞２０１８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１０日（月）  対 関西大学

同志社大学 ０ー９ 関西大学

Ｄ ０ー３

Ｓ ０ー６

×Ｄ１ 岩田・福永 ０ー６、３ー６ 柴野・島田

×Ｄ２ 伊達・三上 ３ー６、５ー７ 山中・平川

×Ｄ３ 中山・山岸 ０ー６、２ー６ 林・高村

×Ｓ１ 岩田 ４ー６、１ー６ 林

×Ｓ２ 佐伯 １ー６、１ー６ 山尾

×Ｓ３ 福永 ５ー７、４ー６ 高村

×Ｓ４ 宇田 １ー６、１ー６ 大野

×Ｓ５ 小泉 １ー６、６ー３、４ー６ 塩井

×Ｓ６ 山岸 ４ー６、２ー６ 柴野

＜女子＞２０１８年度関西大学対抗テニスリーグ戦（３戦目）



場所：同志社大学京田辺校地テニスコート

日時：９月８日（土）  対 びわこ成蹊スポーツ大学

同志社大学 ５ー０ びわこ成蹊スポーツ大学

Ｄ ２ー０

Ｓ ３ー０

◯Ｄ１ 大塚・伊藤 ６ー１、６ー２ 山中・今井

◯Ｄ２ 池内(鈴)・高嶋 ＤＥＦ

◯Ｓ１ 高嶋 ７ー５、６ー４ 山中

◯Ｓ２ 池内(鈴) ６ー４、６ー１ 今井

◯Ｓ３ 伊藤 ＤＥＦ 山本

＜男子＞２０１８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（木）  対 近畿大学

同志社大学 １ー８ 近畿大学

Ｄ ０ー３

Ｓ １ー５

×Ｄ１ 中山・大窪 ２ー６、３ー６ 高木・恒松

×Ｄ２ 石島・岩田 １ー６、１ー６ 小野・西岡

×Ｄ３ 伊達・福永 ２ー６、１ー６ 松本・松田(龍)

×Ｓ１ 大窪 ２ー１ＲＥＴ 松田(龍)

×Ｓ２ 中山 １ー６、４ー６ 松本

×Ｓ３ 岩田 ２ー６、２ー６ 高木

×Ｓ４ 佐伯 ６ー４、３ー６、２ー６ 合田

◯Ｓ５ 福永 ３ー６、６ー２、６ー３ 西岡

×Ｓ６ 折井 ５ー７、６ー４、３ー６ 市川

＜女子＞２０１８年度関西大学対抗テニスリーグ戦（２戦目）

場所：同志社大学京田辺校地テニスコート

日時：９月６日（木）  対 立命館大学

同志社大学 ２ー３ 立命館大学

Ｄ １ー１

Ｓ １ー２

◯Ｄ１ 大塚・伊藤 ６ー１、４ー６、７ー５

×Ｄ２ 池内(鈴)・高嶋 ２ー６、２ー６

×Ｓ１ 大塚 ４ー６、６ー４、０ー６

×Ｓ２ 池内(七) ６ー４、３ー６、４ー６

◯Ｓ３ 伊藤 ６ー２、６ー２

＜男子＞２０１８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３日（月）  対 関西学院大学



同志社大学 ４ー５ 関西学院大学

Ｄ １ー２

Ｓ ３ー３

×Ｄ１ 中山・大窪 １ー６、５ー７ 田中(伸)・本間

×Ｄ２ 石島・岩田 １ー６、１ー６ 吉田・栗山

◯Ｄ３ 伊達・福永 １ー６、６ー１、６ー３ 山口・山本

×Ｓ１ 大窪 ２ー６、６ー７(２) 本間

×Ｓ２ 中山 ２ー６、３ー６ 吉田

◯Ｓ３ 岩田 ６ー３、６ー４ 神谷

◯Ｓ４ 福永 ７ー６(４)、６ー３ 高田

×Ｓ５ 伊達 ２ー６、５ー７ 田中(洋)

◯Ｓ６ 折井 ５ー７、６ー０、６ー３ 中澤

＜男子＞２０１８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

日時：９月２日（日）  対 甲南大学

同志社大学 ２ー７ 甲南大学

Ｄ ０ー３

Ｓ ２ー４  

×Ｄ１ 中山・大窪 ５ー７、４ー６ 吉田・福嶋

×Ｄ２ 石島・岩田 ６ー７(５)、４ー６ 藤永・岡崎

×Ｄ３ 伊達・福永 ３ー６、５ー７ 岩村・東川

×Ｓ１ 大窪 ４ー６、６ー４、６ー７(３) 岡崎

×Ｓ２ 中山 ２ー６、３ー６ 吉田

◯Ｓ３ 岩田 ６ー１、６ー４ 東川

×Ｓ４ 佐伯 １ー６、２ー６ 藤永

◯Ｓ５ 福永 ５ー７、６ー３、６ー１ 西本

×Ｓ６ 折井 ３ー６、６ー４、１ー６ 有泉

＜女子＞２０１８年度関西大学対抗テニスリーグ戦（１戦目）

場所：同志社大学京田辺校地テニスコート

日時：９月２日（日）  対 関西外国語大学

同志社大学 ４ー１ 関西外国語大学

Ｄ １ー１

Ｓ ３ー０  

◯Ｄ１ 大塚・伊藤 ６ー２、７ー５ 萩尾・板垣

×Ｄ２ 池内(鈴)・高嶋 ６ー３、６ー７(４)、４ー６ 山本・辰田

◯Ｓ１ 大塚 ６ー１、６ー０ 熊原

◯Ｓ２ 伊藤 ６ー０、６ー０ 柳

◯Ｓ３ 池内(鈴) ６ー１、６ー４ 間宮

２０１８年度関西学生テニス選手権大会＜本戦＞



日時：８月２８日（火）

場所：ＩＴＣ靱テニスセンター

女子ダブルスＳＦ

大塚・伊藤× ３ー６、０ー6 ◯前田・栗本(関学大)

２０１８年度関西学生テニス選手権大会＜本戦＞

日時：８月２７日（月）

場所：ＩＴＣ靱テニスセンター

女子ダブルスＱＦ

池内(鈴)・高嶋× １ー６、４ー６ ◯小池・東谷(園田女大)

大塚・伊藤◯ ６ー１、６ー３ ×渡邊・伊藤(園田女大)

２０１８年度関西学生テニス選手権大会＜本戦＞

日時：８月２６日（日）

場所：ＩＴＣ靱テニスセンター

男子ダブルス３Ｒ

中山・大窪× １ー６、４ー６ ◯栗山・吉田(関学大)

女子シングルス３Ｒ

大塚× ２ー６、１ー６ ◯大野(関大)

女子ダブルス２Ｒ

池内(鈴)・高嶋◯ ４ー６、６ー３、１０ー６ ×藤原・明河(関学大)

大塚・伊藤◯ ３ー６、６ー２、１０ー７ ×石井・西野(園田女大)

２０１８年度関西学生テニス選手権大会＜本戦＞

日時：８月２５日（土）

場所：ＩＴＣ靱テニスセンター

男子シングルス３Ｒ

石島× ２ー６、２ー６ ◯柴野(関大)

中山× １ー６、３ー６ ◯藤永(甲南大)

大窪× ２ー６、１ー６ ◯曽川(近大)

男子ダブルス２Ｒ

石島・宇田× ０ー６、１ー６ ◯本間・田中(関学大)

岩田・福永× ６ー７(５)、６ー７(２) ◯吉田・福嶋(甲南大)

中山・大窪◯ ６ー１、７ー５ ×瀧本・家邉(立命大)

伊達・三上× ６ー７(１)、２ー６ ◯山尾・大野(関大)

女子ダブルス１Ｒ

釜江・川合× ０ー６、０ー６ ◯岩井・吉田(関学大)

比嘉・山内× ７ー５、３ー６、３ー１０ ◯小池・東谷(園田女大)

池内(鈴)・高嶋◯ ６ー４、７ー６(８) ×古賀・川島(立命大)

大塚・伊藤◯ ６ー２、６ー２ ×岡田・末吉(松蔭女大) 

２０１８年度関西学生テニス選手権大会＜本戦＞



日時：８月２４日（金）

場所：ＩＴＣ靱テニスセンター

男子シングルス２Ｒ

佐伯× ２ー６、６ー７(３) ◯藤永(甲南大)

中山◯ ６ー３、２ー６、７ー５ ×石川(神院大)

福永× ４ー６、６ー４、４ー６ ◯島田(関大)

女子シングルス２Ｒ

川合× ０ー６、３ー６ ◯中塚(関大)

大塚◯ ６ー１、４ー６、６ー２ ×古賀(立命大)

２０１８年度関西学生テニス選手権大会＜本戦＞

日時：８月２２日（水）

場所：ＩＴＣ靱テニスセンター

男子シングルス１Ｒ

伊達◯ ６ー０、６ー３ ×有本(神院大)

中山◯ ６ー２、６ー４ ×角野(甲南大)

山岸× ４ー６、１ー６ ◯高田(関学大)

宇田◯ ６ー４、６ー４ ×木村(近大)

男子ダブルス１Ｒ

山岸・折井× １ー６、７ー５、８ー１０ ○工藤・本田(関大)

岩田・福永◯ ６ー４、６ー３ ×石川・福井(神院大)

伊達・三上○ ６ー１、６ー２ ×柿本・中井(大体大)

女子シングルス１Ｒ

池内(七)× ６ー１、０ー６、１ー４ＲＥＴ ◯田崎(甲南大)

池内(鈴)× ２ー６、２ー６ ◯古賀(立命大)

大塚◯ ６ー３、６ー０ ×高嶋

伊藤× ４ー５ＲＥＴ ◯吉田(関学大)

川合 １ー６、６ー２、５ー３ 中谷…時間のため中止

２０１８年度全日本学生テニス選手権大会＜本戦＞

日時：８月１７日（金）

場所：岐阜メモリアルセンター

男子ダブルス２Ｒ

石島・岩田× ３ー６、６ー７(３) ◯小野・西岡(近大)

中山・大窪× ２ー６、４ー６ ◯柴野・島田(関大)

２０１８年度全日本学生テニス選手権大会＜本戦＞

日時：８月１６日（木）

場所：岐阜メモリアルセンター

男子ダブルス２Ｒ

石島・岩田 ２ー４ 小野・西岡(近大)…雨天のため中止

中山・大窪 ２ー３ 柴野・島田(関大)…雨天のため中止



尚、明日に変更となりました。

女子シングルス２Ｒ

大塚× ６ー４、１ー６、０ー６ ◯竹本(明大)

２０１８年度関西学生チャレンジテニストーナメント

日時：８月１３日（月）

場所：神戸大学

女子シングルスＦ

高嶋◯ ６ー１、６ー１ ×竹原(武庫川)

２０１８年度関西学生チャレンジテニストーナメント

日時：８月１２日（日）

場所：各大学テニスコート

男子シングルスＳＦ

木本× １ー６、４ー６ ◯中村(近大)

女子シングルスＳＦ

高嶋◯ ６ー３、６ー３ ×永嶋(立命大)

２０１８年度全日本学生テニス選手権大会＜予選＞

日時：８月１１日（土）

場所：岐阜メモリアルセンター

男子シングルスインカレ予選２Ｒ

大窪× １ー６、２ー６ ◯羽澤(慶大)

男子ダブルスインカレ予選２Ｒ

石島・岩田◯ ６ー１、７ー５ ×風早・掛林(広島大)

中山・大窪◯ ６ー２、６ー１ ×土屋・金子(信州大)

２０１８年度関西学生チャレンジテニストーナメント

日時：８月１１日（土）

場所：各大学テニスコート

男子シングルス７Ｒ

木本◯ ８ー２ ×板倉(関学大)

男子シングルスＱＦ

木本◯ ４ー６、６ー０、６ー２ ×川野(龍大)

女子シングルスＱＦ

比嘉× ２ー６、６ー２、３ー６ ◯高嶋

山内× １ー６、１ー６ ◯永嶋(立命大)

平成３０年度全日本学生テニス選手権大会＜予選＞

日時：８月１０日（金）

場所：岐阜メモリアルセンター

男子ダブルス１Ｒ

石島・岩田◯ ７ー５、７ー６(２) ×竹内・中村(日大)



中山・大窪◯ ６ー１、６ー２ ×大西・今田(北大)

女子シングルス１Ｒ

池内(七)× ６ー２、１ー２ＲＥＴ ◯西村(山学大)

中谷× ３ー６、６ー３、２ー６ ◯福田(日大)

２０１８年度関西学生チャレンジテニストーナメント

日時：８月１０日（金）

場所：各大学テニスコート

男子シングルス５Ｒ

今井◯ ８ー３ ×佐藤(大体大)

木本◯ ８ー６ ×川田(大体大)

三上× ４ー８ ◯川野(龍大)

男子シングルス６Ｒ

今井× ５ー８ ◯中村(近大)

木本◯ ８ー３ ×安井(立命大)

女子シングルス５Ｒ

釜江× ５ー８ ◯竹原(武庫川)

比嘉◯ ８ー２ ×桐山(関大)

山内◯ ８ー４ ×岡田(龍大)

高嶋◯ ８ー２ ×板垣(関外大)

２０１８年度全日本学生テニス選手権大会＜予選＞

日時：８月９日（木）

場所：岐阜メモリアルセンター

男子シングルス１Ｒ

中山× ４ー６、３ー６ ◯山崎(慶大)

大窪◯ ７ー６(５)、６ー４ ×神房(日大)

平２０１８年度関西学生チャレンジテニストーナメント

日時：８月９日（木）

場所：各大学テニスコート

男子シングルス２Ｒ

鶴久◯ ８ー３ ×市川(京大)

男子シングルス３Ｒ

北村× １ー８ ◯山内(関国大)

福井◯ ８ー１ ×桐田(大院大)

井口◯ ８ー５ ×山村(大体大)

今井◯ ８ー３ ×漁(立命大)

丸石◯ ８ー１ ×新濱(京大)

井上× ３ー８ ◯太田(近大)

内田× ６ー８ ◯星原(関学大)

杉原◯ ８ー５ ×伊藤(関大)



小田◯ ８ー１ ×中村(阪大)

木本◯ ８ー０ ×中嶋(大院大)

笹渕× ７ー９ ◯鈴木(近大)

鶴久× ２ー８ ◯岡本(大市大)

松本× ２ー８ ◯長尾(関学大)

三上◯ ８ー１ ×小川(関国大)

男子シングルス４Ｒ

福井× ６ー８ ◯板垣(関大)

井口× １ー８ ◯尾崎(京大)

今井◯ ８ー２ ×四宮(甲南大)

丸石× ３ー８ ◯椎名(近大)

杉原× １ー８ ◯神谷(近大)

小田× ３ー８ ◯宇田(立命大)

木本◯ ８ー１ ×中澤(近大)

三上◯ ８ー４ ×原(成蹊大)

女子シングルス３Ｒ

釜江◯ ８ー２ ×脇坂(武庫川)

比嘉◯ ８ー１ ×東嶋(武庫川)

後藤× ５ー８ ◯佐々木(関外大)

森◯ ８ー１ ×三橋(大院大)

山内◯ ８ー４ ×山本(関外大)

木島◯ ８ー５ ×山崎(甲南大)

高嶋◯ ８ー０ ×廣川(関学大)

女子シングルス４Ｒ

釜江◯ ８ー１ ×中島(仏大)

比嘉◯ ８ー１ ×鳥取(甲南女大)

森× １ー８ ◯北浦(武庫川)

山内◯ ８ー２ ×永岡(園田女大)

木島× ４ー８ ◯喜多(関大)

高嶋◯ ８ー０ ×上原(関外大)

２０１８年度関西学生チャレンジテニストーナメント

日時：８月８日（水）

場所：各大学テニスコート

男子シングルス２Ｒ

北村◯ ８ー１ ×下平(京大)

福井◯ ８ー２ ×森本(京大)

井口◯ ８ー４ ×小山(京産大)

今井◯ ＤＥＦ ×中村(京大)

丸石◯ ８ー４ ×二瓶(仏大)

荒井× ２ー８ ◯衣笠(大産大)

井上◯ ８ー２ ×小泉(神大)



内田◯ ８ー０ ×河本(大経大)

杉原◯ ８ー０ ×増田(仏大)

小田◯ ８ー６ ×駿河(関国大)

木本◯ ８ー２ ×河林(大経大)

笹渕◯ ８ー２ ×西村(成蹊大)

松本◯ ８ー２ ×大羽(滋県大)

三上◯ ８ー０ ×日下部(花園大)

女子シングルス２Ｒ

釜江◯ ８ー３ ×中島(大手前大)

比嘉◯ ８ー０ ×前田(阪大)

後藤◯ ８ー２ ×山本(成蹊大)

森◯ ８ー０ ×伊波(国際大)

山内◯ ８ー０ ×栗木(大府大)

木島◯ ８ー０ ×前田(龍大)

高嶋◯ ８ー０ ×伊藤(奈良女大)

森本× ７ー９ ◯和田(武庫川)

平成３０年度関西学生チャレンジテニストーナメント

日時：８月７日（火）

場所：大阪体育大学テニスコート

男子ダブルスＳＦ

佐伯・福永× ４ー６、６ー１、１１ー１３ ◯柿本・中井(大体大)

２０１８年度関西学生チャレンジテニストーナメント

日時：８月６日（月）

場所：各大学テニスコート

男子ダブルス５Ｒ

山岸・小泉◯ ８ー５ ×藤森・守岡(大市大)

男子ダブルス６Ｒ

佐伯・福永◯ ８ー５ ×寺尾・櫻井(関国大)

山岸・小泉◯ ９ー７ ×木元・下田代(甲南大)

折井・宇田× ７ー９ ◯有本・比嘉(神院大)

丸石・松田◯ ８ー３ ×吉岡・清水(びわこ大)

男子ダブルスＱＦ

佐伯・福永◯ ７ー５、６ー１ ×太田・安積(近大)

山岸・小泉× ６ー４、３ー６、５ー１０ ◯柿本・中井(大体大)

丸石・松田× ６ー７(１)、２ー６ ◯家邊・片山(立命大)

２０１８年度関西学生チャレンジテニストーナメント

日時：８月５日（日）

場所：各大学テニスコート

男子ダブルス３Ｒ



今井・井上◯ ８ー５ ×古川・小城(大院大)

男子シングルス４Ｒ

佐伯・福永◯ ８ー１ ×徳野・光田(仏大)

山岸・小泉◯ ８ー３ ×竹田・吉田(大体大)

井口・荒井◯ ８ー４ ×奥田・大西(京大)

今井・井上× ３ー８ ◯新井・佐伯(甲南大)

折井・宇田◯ ８ー３ ×西浦・脇田(大教大)

丸石・松田◯ ８ー５ ×加藤・松井(桃大)

内田・杉原× ５ー８ ◯福田・黒木(桃大)

小田・木本× ４ー８ ◯柿本・中井(大体大)

男子シングルス５Ｒ

佐伯・福永◯ ８ー４ ×前田・中園(大体大)

井口・荒井× ２ー８ ◯有本・比嘉(神院大)

折井・宇田◯ ８ー３ ×池上・千葉(関学大)

丸石・松田◯ ８ー３ ×鶴田・野島(神院大)

尚、本日行われる予定でした山岸・小泉組の試合は相手の都合のため中止となり、明日の１０時からに変更と

なりました。

女子ダブルス３Ｒ

豊田・森本× ２ー８ ◯柳・間宮(関外大)

女子ダブルス４Ｒ

後藤・木島× ８ー９(８) ◯熊原・上田(関外大)

２０１８年度関西学生チャレンジテニストーナメント

日時：８月４日（土）

場所：各大学テニスコート

男子ダブルス２Ｒ

北村・福井◯ ８ー５ ×井伊・新濱(京大)

佐伯・福永◯ ８ー４ ×谷口・小田(追大)

山岸・小泉◯ ８ー３ ×笹島・島井(京産大) 

井口・荒井◯ ＤＥＦ ×川田・安達(関外大)

今井・井上◯ ８ー１ ×中島・生井(神大)

折井・宇田◯ ８ー２ ×吉田・久保田(京産大)

丸石・松田◯ ８ー１ ×野田・福井(仏大)

春原・笹渕× ７ー９ ◯上山・中嶋(大院大)

内田・杉原◯ ＤＥＦ ×日下・千代(京外大)

小田・木本◯ ８ー５ ×谷井・林(大産大)

鶴久・松本× ３ー８ ◯前川・二瓶(仏大)

男子ダブルス３Ｒ

北村・福井× ５ー８ ◯森・田村(大体大)

佐伯・福永◯ ８ー０ ×井上・北村(仏大)

山岸・小泉◯ ８ー４ ×井上・八代(神大)

井口・荒井◯ ８ー６ ×守田・安田(びわこ大)



折井・宇田◯ ８ー３ ×北岸・河野(京大)

丸石・松田◯ ８ー２ ×和崎・清(京外大)

内田・杉原◯ ９ー７ ×中家・西垣(立命大)

小田・木本◯ ８ー２ ×川野・西田(龍大)

女子ダブルス２Ｒ

後藤・木島◯ ８ー２ ×鳥取・下引地(甲南女大)

豊田・森本◯ ８ー６ ×青木・谷井(国際大)

森・今井(びわこ大)× ３ー８ ◯上原・久保(関外大)

女子ダブルス３Ｒ

後藤・木島◯ ８ー４ ×中塚・原(神大)

第９３回全日本テニス選手権西日本大会熊本県予選大会

日時：７月２８日（土）

場所：熊本県総合運動公園ＡＢコート

男子シングルス２Ｒ

佐伯◯ ８ー４ ×下田(Ｒｅ：ｓｔａｒｔ)

鶴久× １ー８ ◯前川(熊本工業高校)

男子シングルス３Ｒ

佐伯◯ ８ー６ ×甲斐(熊本学園大学)

男子シングルスＱＦ

佐伯◯ ８ー６ ×杉谷(九州共立大学)

―――――――――――――――――――――――――――

２０１８年度国民体育大会四国ブロック大会

日時：７月２８日（土）

場所：高知県立春野総合運動公園テニスコート

成年女子

高嶋× ２ー６ ◯波形(愛媛県)

高嶋・高本(香川県)× １ー６ ◯波形・長谷川(愛媛県)

香川県× ０ー３ ◯愛媛県

高嶋◯ ６ー２ ×沈(高知県)

高嶋・高本(香川県)◯ ７ー５ ×沈・西内(高知県)

香川県◯ ３ー０ ×高知県

高嶋◯ ６ー１ ×北本(徳島県)

高嶋・高本(香川県)× １ー６ ◯岩井・北本(徳島県)

香川県◯ ２ー１ ×徳島県

２０１８年度関西学生テニス選手権大会＜予選＞

日時：７月２２日（日）

場所：各大学テニスコート

男子シングルス５Ｒ

折井× ６ー１、１ー６、４ー６ ◯上曽山(関大)



松田× ０ー６、２ー６ ◯小山(近大)

木本× ６ー７(１)、３ー６ ◯須田(関大)

三上× ４ー６、３ー６ ◯福嶋(甲南大)

平成３０年度関西学生テニス選手権大会＜予選＞

日時：７月１６日（月）

場所：各大学テニスコート

男子シングルス３Ｒ

今井◯ ６ー２、６ー２ ×保村(大産大)

男子シングルス４Ｒ

石島◯ ６ー３、６ー２ ×松田(近大)

中山◯ ６ー０、６ー１ ×竹邊(成蹊大)

春原◯ ７ー５、６ー４ ×市川(近大)

井上× ２ー６、２ー６ ◯神谷(近大)

内田× ３ー６、０ー６ ◯久保田(立命大)

小泉◯ ６ー３、６ー０ ×松本(桃大)

杉原× １ー６、０ー６ ◯中村(近大)

福永◯ ６ー１、６ー０ ×清水(びわこ大)

松田◯ ６ー３、７ー５ ×角谷(甲南大)

女子シングルス３Ｒ

比嘉◯ ６ー０、６ー１ ×宮田(武庫川)

池内(鈴)◯ ７ー５、６ー１ ×船江(大体大)

中谷◯ ６ー０、６ー０ ×辻井(関外大)

森× １ー６、３ー６ ◯田野(大体大)

伊藤◯ ６ー１、６ー２ ×上原(関外大)

木島× ４ー６、２ー６ ◯西川(大教大)

２０１８年度関西学生テニス選手権大会＜予選＞

日時：７月１５日（日）

場所：各大学テニスコート

男子シングルス２Ｒ

井口× ４ー６、４ー６ ◯此谷(大産大)

今井◯ ６ー０、６ー０ ×酒向(滋県大)

小田× ５ー７、１ー６ ◯野島(神院大)

男子シングルス３Ｒ

石島◯ ６ー０、６ー０ ×三上(滋大)

武久× ２ー６、２ー６ ◯田渕(関国大)

中山◯ ６ー０、６ー１ ×和田(和大)

折井◯ ６ー２、６ー２ ×水川(立命大)

春原◯ ６ー１、６ー２ ×西(京産大)

丸石◯ ６ー２、６ー０ ×武内(関外大)

荒井× ３ー６、５ー７ ◯河西(立命大)



井上◯ ６ー３、６ー４ ×松山(龍大)

宇田◯ ４ー６、６ー３、６ー３ ×藤本(立命大)

内田◯ ６ー４、６ー４ ×山口(大市大)

小泉◯ ６ー１、６ー１ ×小室(大経大)

杉原◯ ６ー２、６ー４ ×藤森(大市大)

福永◯ ６ー０、６ー１ ×和仁(滋大)

松田◯ ６ー１、６ー２ ×安樂(阪大)

木本◯ ７ー５、６ー１ ×竹田(大体大)

笹渕× ３ー６、２ー６ ◯山崎(大体大)

三上◯ ６ー２、６ー２ ×片岡(龍大)

男子シングルス４Ｒ

宇田◯ ６ー０、６ー０ ×池上(関学大)

女子シングルス２Ｒ

釜江◯ ＤＥＦ ×福島(和大)

比嘉◯ ６ー０、６ー１ ×亀井(京産大)

池内(鈴)◯ ６ー０、６ー０ ×間瀬(京大)

後藤◯ ６ー３、６ー１ ×西原(園田女大)

豊田× ３ー６、４ー６ ◯秋(松蔭女大)

中谷◯ ６ー０、６ー０ ×増田(大体大)

森◯ ６ー２、６ー１ ×増田(仏大)

山内◯ ６ー０、６ー０ ×高橋(滋大)

伊藤◯ ６ー０、６ー０ ×原田(滋大)

木島◯ ６ー０、６ー０ ×大治(大体大)

高嶋◯ ＤＥＦ ×近藤(同女大)

森本× ４ー６、１ー６ ◯中小路(大産大)

女子シングルス３Ｒ

山内◯ ６ー１、６ー１ ×小久保(園田女大)

２０１８年度関西学生テニス選手権大会＜予選＞

日時：７月１４日（土）

場所：各大学テニスコート

男子シングルス２Ｒ

石島◯ ６ー０、６ー０ ×前田(大手前大)

北村× ４ー６、０ー６ ◯シャジャリ・ルーイン(成蹊大)

武久◯ ６ー２、６ー０ ×松本(成蹊大)

中山◯ ６ー０、６ー１ ×嘉屋(奈教大)

福井× ６ー３、３ー６、１ー６ ◯寺尾(関国大)

折井◯ ６ー０、６ー４ ×山木(阪大)

春原◯ ６ー０、６ー０ ×大島(仏大)

丸石◯ ６ー０、６ー０ ×?纐ｼ(大工大)

荒井◯ ７ー６(０)、６ー１ ×伊藤(京産大)



井上◯ ＤＥＦ ×宮崎(大工大)

宇田◯ ６ー０、６ー０ ×宮岡(京工大)

内田◯ ６ー０、６ー０ ×二田(京工大)

小泉◯ ６ー０、６ー０ ×薦田(摂大)

杉原◯ ６ー０、６ー４ ×増田(立命大)

福永◯ ６ー２、６ー０ ×野中(神外大)

松田◯ ６ー０、６ー１ ×稗島(和大)

木本◯ ６ー０、６ー０ ×北村(仏大)

笹渕◯ ６ー４、６ー１ ×千葉(関学大)

鶴久× ０ー６、２ー６ ◯島井(京産大)

松本× ７ー５、０ー６、１ー６ ◯桐田(大院大)

三上◯ ６ー０、６ー０ ×亀田(国際大)

第８７回東海中日テニス選手権大会＜予選＞

日時：７月４日（水）

場所：東山テニスセンター

男子ダブルス３Ｒ

大窪・中村(日本大学)× １ー８ ◯前崎・柚木(法政大学)

第８７回東海中日テニス選手権大会＜本戦＞

日時：７月５日（木）

場所：東山公園テニスセンター

女子シングルス１Ｒ

伊藤◯ ６ー２、６ー３ ×長船(テニスユニバース)

―――――――――――――――――――――――――――

第８７回東海中日テニス選手権大会＜本戦＞

日時：７月６日（金）

場所：東山公園テニスセンター

女子シングルス２Ｒ

伊藤× １ー６、２ー６ ◯森崎(筑波大学)

第３９回国体テニス競技ブロック大会

日時：７月７月（土）

場所：岐阜メモリアルセンター

成年女子１～２位決定戦

伊藤× ０ー８ ◯井上(三重県)

伊藤・宮田(愛知県)× ６ー８ ◯井上・吉田(三重県)

愛知県× １ー２ ◯三重県

成年女子３位決定戦

伊藤◯ ８ー４ ×鵜飼(岐阜県)

愛知県◯ ２ー０ ×岐阜県



第８７回東海中日テニス選手権大会＜予選＞

日時：７月３日（火）

場所：東山テニスセンター

男子ダブルス１Ｒ

伊達・酒井(ＴＥＡＭ ＫＯＭＡＤＡ)× ３ー８ ◯松尾・萬福(法政大学)

大窪・中村(日本大学)◯ ８ー４ ×土屋・梶藤(中京大学)

男子ダブルス２Ｒ

大窪・中村(日本大学)◯ ８ー４ ×中島(京都外国語大学)・寺尾(Ｔｅｎｎｉｓ Ｂｕｌｌｅｔ)

第８７回東海中日テニス選手権大会＜予選＞

日時：７月２日（月）

場所：東山テニスセンター

男子シングルス１Ｒ

大窪× ２ー８ ◯岡垣(法政大学)

２０１８年度関西学生テニス選手権大会＜予選＞

日時：６月３０日（土）

場所：同志社大学京田辺校地テニスコート

男子ダブルス５Ｒ

岩田・福永◯ ７ー５、６ー０ ×安積・太田(近大)

女子ダブルス４Ｒ

釜江・川合◯ ６ー２、６ー１ ×石山・沖元(親和女大)

２０１８年度関西学生テニス選手権大会＜予選＞

日時：６月２４日（日）

場所：各大学テニスコート

男子ダブルス３Ｒ

岩田・福永◯ ６ー０、６ー１ ×和仁・吹田(滋大)

男子ダブルス４Ｒ

山岸・折井◯ ６ー２、６ー２ ×佐伯・池田(甲南大)

石島・宇田◯ ６ー３、７ー５ ×鈴木・才門(甲南大)

岩田・福永◯ ６ー１、６ー０ ×射場・井上(関外大)

佐伯・小泉× ３ー６、６ー１、１０ー１２ ◯遠藤・石原(関国大)

伊達・三上◯ ４ー６、６ー３、１０ー４ ×藤森・奥本(大市大)

春原・丸石◯ ７ー５、６ー０ ×尾上・松山(龍大)

男子ダブルス５Ｒ

山岸・折井◯ ６ー２、６ー１ ×山崎・國政(龍大)

石島・宇田◯ ６ー４、７ー６(４) ×鶴田・竹浪(神院大)

武久・松田× ４ー６、２ー６ ◯松田(龍)・籔田(近大)

伊達・三上◯ ６ー３、７ー５ ×福永・安田(神大)

春原・丸石× ５ー７、４ー６ ◯安藤・松岡(大体大)

女子ダブルス２Ｒ



釜江・川合◯ ６ー０、６ー２ ×水元・上田(大教大)

池内(鈴)・高嶋◯ ６ー０、６ー０ ×亀井・新子(京産大)

女子ダブルス３Ｒ

釜江・川合◯ ６ー１、６ー２ ×佐岡・幾野(関外大)

池内(七)・中谷× ２ー６、３ー６ ◯間宮・辰田(関外大)

比嘉・山内◯ ６ー１、６ー０ ×四方・奥内(立命大)

池内(鈴)・高嶋◯ ６ー１、６ー０ ×林坂・森田(大産大)

森・今井(びわこ大)× ６ー４、０ー６、２ー１０ ◯田中・濱(甲南大)

女子ダブルス４Ｒ

比嘉・山内◯ ６ー２、６ー１ ×山本・阪本(大体大)

池内(鈴)・高嶋◯ ６ー１、６ー０ ×平田・柾木(親和女大)

２０１８年度関西学生テニス選手権大会＜予選＞

日時：６月１７日（日）

場所：各大学テニスコート

男子ダブルス２Ｒ

井口・杉原× ６ー１、３ー６、７ー１０ ◯中野・吉田(大体大)

荒井・小田◯ ６ー０、６ー２ ×太田・清水(和大)

男子ダブルス３Ｒ

山岸・折井◯ ６ー１、６ー０ ×井伊・山下(京大)

石島・宇田◯ ６ー０、６ー０ ×中所・野坂(大産大)

佐伯・小泉◯ ６ー０、６ー２ ×中川・小川(関大)

武久・松田◯ ６ー２、６ー４ ×笹島・島井(京産大)

伊達・三上◯ ６ー０、６ー１ ×外山・羽鳥(阪大)

福井・木本× ６ー３、３ー６、６ー１０ ◯阪口・岡田(神院大)

春原・丸石◯ ６ー３、６ー３ ×天雲・此谷(大産大)

今井・内田× ３ー６、５ー７ ◯鈴木・市川(近大)

荒井・小田× ３ー６、１ー６ ◯宇田・片山(立命大)

井上・笹渕× ５ー７、２ー６ ◯吉岡・清水(びわこ大)

鶴久・松本× ０ー６、２ー６ ◯前田・中園(大体大)

女子ダブルス２Ｒ

池内(七)・中谷◯ ６ー０、６ー１ ×荒藤・橋爪(和大)

後藤・豊田× ３ー６、６ー３、５ー１０ ◯中村・伊井(関学大)

森・今井(びわこ大)◯ ６ー１、６ー１ ×浦川・竹本(神大)

木島・森本× ６ー４、３ー６、１ー１０ ◯馬場・内田(親和女大・甲南女大)

第７３回国民体育大会香川県予選＜最終予選＞

日時：６月１７日（日）

場所：香川県総合運動公園テニスコート

女子シングルス

高嶋◯ ８ー３ ×高本(関西学院大学)

高嶋× ４ー８ ◯竹本(明治大学)



高嶋◯ ８ー２ ×長野(フォーレスト)

２０１８年度関西学生テニス選手権大会＜予選＞

日時：６月１６日（土）

場所：各大学テニスコート

男子ダブルス２Ｒ

石桁・北村× １ー６、０ー６ ◯田村・延澤(京大)

山岸・折井◯ ６ー２、６ー１ ×伊永・小林(和大)

石島・宇田◯ ６ー０、６ー１ ×塚本・山本(大府大)

岩田・福永◯ ６ー０、６ー０ ×湯川・山上(四天大)

佐伯・小泉◯ ６ー０、６ー０ ×渡辺・高鷲(大手前大)

武久・松田◯ ６ー４、６ー３ ×加藤・和田(和大)

伊達・三上◯ ６ー２、６ー０ ×矢野・村上(摂大)

福井・木本◯ ６ー４、６ー４ ×黒崎・伏見(大府大)

春原・丸石◯ ６ー０、６ー０ ×樋口・角田(追大)

今井・内田◯ ６ー０、６ー１ ×井手・小掘(神大)

井上・笹渕◯ ６ー０、６ー０ ×芝山・南(大産大)

鶴久・松本◯ ６ー４、５ー７、１０ー６ ×堤・塩田(びわこ大)

女子ダブルス２Ｒ

比嘉・山内◯ ６ー０、６ー０ ×吉岡・琴谷(四天大)

第７３回国民体育大会香川県予選＜一次予選＞

場所：香川県総合運動公園テニスコート

女子シングルスＳＦ

高嶋◯ ８ー０ ×村井(丸亀テニスクラブ)

女子シングルスＦ

高嶋◯ ８ー１ ×岡﨑(フォーレスト)

２０１８年度関西学生春季テニストーナメント＜本戦＞

日時：５月２６日（土）

場所：ＩＴＣ靱テニスセンター

男子ダブルスインカレ選考(本戦決め)

石島・岩田× ４ー８ ◯吉田・福嶋(甲南大)

中山・大窪× ３ー８ ◯岡崎・藤永(甲南大)

女子ダブルスインカレ選考１Ｒ(本戦決め)

大塚・伊藤× ４ー８ ◯樋口(阪大)・窪之内(大市大)

女子ダブルスインカレ選考２Ｒ(本戦決め、負け残り)

大塚・伊藤◯ ８ー６ ×笠原・浦上(大教大)

２０１８年度関西学生春季テニストーナメント＜本戦＞

日時：５月２５日（金）

場所：ＩＴＣ靱テニスセンター



男子ダブルスＱＦ

石島・岩田× １ー６、５ー７ ◯平川・山中(関大)

中山・大窪× ０ー６、０ー６ ◯山尾・大野(関大)

女子シングルスＱＦ

大塚× ０ー６、０ー６ ◯沈(関大)

女子ダブルスＱＦ

大塚・伊藤× ６ー４、３ー６、４ー１０ ◯越野・大野(関大)

２０１８年度関西学生春季テニストーナメント＜本戦＞

日時：５月２４日（木）

場所：ＩＴＣ靱テニスセンター

男子シングルスインカレ選考１Ｒ(予選決め)

大窪◯ ６ー２、６ー３ ×本田(関大)

中山◯ ６ー１、６ー４ ×楠部(近大)

男子ダブルス３Ｒ

石島・岩田◯ ７ー６(６)、０ー６、１０ー５ ×恒松・高木(近大)

中山・大窪◯ ６ー１、６ー４ ×石川・大塚(神院大)

女子シングルス３Ｒ

大塚◯ ６ー３、６ー１ ×渡邊(園田女大)

女子ダブルス２Ｒ

大塚・伊藤◯ ６ー４、６ー１ ×伊藤・東谷(園田女大)

２０１８年度関西学生春季テニストーナメント＜本戦＞

日時：５月２２日（火）

場所：ＩＴＣ靱テニスセンター

男子シングルス３Ｒ

中山× ３ー６、３ー６ ◯小野(近大)

大窪× ４ー６、６ー７(２) ◯吉田(甲南大)

男子ダブルス２Ｒ

石島・岩田◯ ４ー６、６ー４、１０ー１ ×小山・上森(近大)

中山・大窪◯ ６ー３、６ー３ ×須田・上曽山(関大)

女子ダブルス１Ｒ

釜江・川合× ４ー６、３ー６ ◯室山・岡田(松蔭女大)

池内(七)・中谷× ２ー６、１ー６ ◯鎌田・中塚(関大)

比嘉・山内× ３ー６、４ー６ ◯樋口(阪大)・窪ノ内(大市大)

池内(鈴)・高嶋× ２ー６、６ー７(４) ◯藤原・河野(関学大)

大塚・伊藤◯ ７ー６(４)、６ー４ ×橋本・丸谷(武庫川)

２０１８年度関西学生春季テニストーナメント＜本戦＞

日時：５月２１日（月）

場所：ＩＴＣ靱テニスセンター

男子シングルス１Ｒ



松田× ３ー６、２ー６ ◯矢野(近大)

男子シングルス２Ｒ

岩田× １ー６、４ー６ ◯藤井(近大)

佐伯× ６ー３、１ー６、６ー７(３) ◯平川(関大)

武久× ５ー７、６ー３、１ー６ ◯瀧本(立命大)

伊達× ４ー６、２ー６ ◯島田(関大)

中山◯ ６ー４、６ー３ ×折井

山岸× ４ー６、１ー６ ◯本田(関大)

宇田× １ー６、４ー６ ◯山尾(関大)

大窪◯ ７ー５、６ー４ ×塩井(関大)

小泉× ２ー６、２ー６ ◯工藤(関大)

福永× ４ー６、５ー７ ◯東川(甲南大)

女子シングルス２Ｒ

池内(七)× ２ー６、１ー６ ◯沈(関大)

大塚◯ ６ー７(２)、６ー３、６ー２ ×井手(大教大)

中谷× ４ー６、７ー６(２)、５ー７ ◯渡邊(園田女大)

２０１８年度関西学生春季テニストーナメント＜本戦＞

日時：５月２０日（日）

場所：ＩＴＣ靱テニスセンター

男子シングルス１Ｒ

石島× ４ー６、３ー６ ◯新出(大体大)

春原× ２ー６、１ー６ ◯山本(関学大)

宇田◯ ４ー６、６ー２、６ー２ ×辻(神院大)

福永◯ ６ー２、４ー６、７ー６(１) ×上森(近大)

男子ダブルス１Ｒ

伊達・三上× ２ー６、５ー７ ◯神谷・吉田(関学大)

女子シングルス１Ｒ

川合× ４ー６、３ー６ ◯浦上(大教大)

池内(七)◯ ６ー２、６ー３ ×野田(親和女大)

池内(鈴)× ４ー６、１ー６ ◯越野(関大)

大塚◯ ６ー３、６ー４ ×岩井(関学大)

中谷◯ ６ー３、６ー３ ×辻川(武庫川)

伊藤× ３ー６、０ー６ ◯小池(園田女大)

第９３回毎日オープンテニス選手権大会＜本戦＞

日時：５月１７日（木）

場所：ＩＴＣ靭テニスセンター

女子シングルスＱＦ

伊藤× ２ー６、４ー６ ◯伊藤(相生学院高校)

女子ダブルスＱＦ

伊藤・伊藤(相生学院高校)◯ ６ー３、６ー３ ×松原・藤田



第９３回毎日オープンテニス選手権大会＜本戦＞

日時：５月１６日（水）

場所：ＩＴＣ靭テニスセンター

女子シングルス３Ｒ

伊藤◯ ６ー２、６ー３ ×伊藤(チェリーテニスクラブ)

第９３回毎日オープンテニス選手権大会＜本戦＞

日時：５月１５日（火）

場所：ＩＴＣ靭テニスセンター

女子シングルス２Ｒ

伊藤◯ ６ー１、６ー３ ×田中(浪速中学校)

第９３回毎日オープンテニス選手権大会＜本戦＞

日時：５月１４日（月）

場所：ＩＴＣ靭テニスセンター

女子シングルス１Ｒ

大塚× ４ー６、０ー６ ◯大坪(龍谷中学校)

第９４回関西オープンテニス選手権大会＜本戦＞

日時：５月１２日（土）

場所：靭テニスセンター

女子シングルスＱＦ

伊藤× ２ー８ ◯樋口(大阪大学)

第９４回関西オープンテニス選手権大会＜本戦＞

日時：５月１１日（金）

場所：靱テニスセンター

男子シングルス３Ｒ

大窪× ３ー６、３ー６ ◯竹島(Ｔｅａｍ ＲＥＣ)

女子シングルス３Ｒ

伊藤◯ ８ー４ ×堺(姫路大学)

第９４回関西オープンテニス選手権大会＜予選＞

日時：５月８日（火）

場所：靭テニスセンター

男子ダブルス２Ｒ

折井・福永× ４ー８ ◯吉田・東川(甲南大学)

＜本戦＞

男子シングルス１Ｒ

大窪 ３ー６、６ー４ 瀧本(関西高校)…雨天のため中止

尚、明日に変更となりました。



２０１８年度関西学生春季テニストーナメント＜予選＞

日時：５月６日（日）

場所：各大学テニスコート

男子シングルス５Ｒ

武久◯ ４ー６、６ー３、６ー１ ×太田(近大)

春原◯ ６ー１、２ー６、６ー４ ×松田(近大)

丸石× ３ー６、２ー６ ◯山本(関学大)

宇田◯ ７ー６(６)、６ー１ ×安積(近大)

小泉◯ ６ー７(４)、７ー６(３)、６ー１ ×足立(立命大)

女子シングルス４Ｒ

比嘉× ４ー６、６ー４、２ー６ ◯小柳(関学大)

池内(鈴)◯ ６ー０、６ー０ ×小久保(園田女大)

中谷◯ ６ー２、６ー１ ×川島(松蔭女大)

森× ０ー６、０ー６ ◯大和(関学大)

山内× ２ー６、２ー６ ◯北本(関学大)

高嶋× ６ー７(４)、３ー６ ◯阪本(大体大)

第９４回関西オープンテニス選手権大会＜予選＞

日時：５月６日（日）

場所：靭テニスセンター

男子シングルス１Ｒ

大窪◯ ８ー２ ×梅岡(ノア・インドアステージ)

福永× ０ー８ ◯天崎(北陸高校)

男子シングルス２Ｒ

大窪◯ ８ー１ ×増田(神村学園)

男子ダブルス２Ｒ

折井・福永 ２ー５ 吉田・東川(甲南大学)…雨天のため中止

尚、明日に変更となりました。

女子シングルス１Ｒ

池内(七)◯ ９ー７ ×姫野(相生学院高等学校)

女子シングルス２Ｒ

池内(七)◯ ８ー１ ×穴田(相生学院高等学校)

２０１８年度関西学生春季テニストーナメント＜予選＞

日時：５月５日（土）

場所：各大学テニスコート

男子シングルス４Ｒ

武久◯ ６ー４、６ー２ ×松岡(大体大)

井口× ２ー６、２ー６ ◯吉岡(びわこ大)

今井× ２ー６、５ー７ ◯神谷(近大)

春原◯ ６ー４、７ー５ ×梶山(関大)

丸石◯ ７ー５、６ー３ ×田口(大体大)



井上× ０ー６、１ー６ ◯木村(近大)

宇田◯ ６ー３、６ー２ ×池田(甲南大)

小泉◯ ６ー３、６ー２ ×笹島(京産大)

福永◯ ６ー０、６ー０ ×天崎(龍大)

松田◯ ６ー１、６ー２ ×長尾(関学大)

小田× １ー６、３ー６ ◯山崎(龍大)

笹渕× ４ー６、６ー７(３) ◯神谷(関学大)

三上× １ー６、６ー３、３ー６ ◯田尻(甲南大)

男子シングルス５Ｒ

折井◯ １ー６、７ー６(４)、７ー５ ×安井(立命大)

福永◯ ６ー２、６ー１ ×中村(近大)

松田◯ ６ー１、６ー０ ×中園(大体大)

女子シングルス３Ｒ

釜江◯ ７ー５、６ー３ ×中井(武庫川)

比嘉◯ ６ー１、６ー１ ×中村(立命大)

池内(鈴)◯ ６ー０、６ー０ ×宮田(武庫川)

後藤× ２ー６、６ー７(１) ◯北浦(武庫川)

豊田× １ー６、０ー６ ◯新居(関学大)

中谷◯ ６ー２、６ー３ ×沖元(親和女大)

森◯ ７ー５、６ー２ ×吉井(関外大)

山内◯ ６ー４、６ー０ ×濱(甲南大)

木島× ４ー６、５ー７ ◯吉井(園田女大)

高嶋◯ ６ー１、６ー１ ×中村(関学大)

女子シングルス４Ｒ

釜江× ０ー６、１ー６ ◯近江(関学大)

２０１８年関西学生春季テニストーナメント＜予選＞

日時：５月４日（金）

場所：各大学テニスコート

男子シングルス３Ｒ

武久◯ ３ー６、６ー１、６ー４ ×上山(大院大)

福井× ３ー６、１ー６ ◯寒作(関国大)

井口◯ ６ー３、６ー０ ×藤澤(大産大)

今井◯ ６ー０、６ー１ ×宇津原(甲南大)

春原◯ ６ー０、６ー１ ×石本(びわこ大)

丸石◯ ６ー１、６ー１ ×加藤(和大)

荒井× ４ー６、１ー６ ◯高橋(勇)(関大)

井上◯ ６ー１、６ー０ ×岡田(神院大)

宇田◯ ６ー２、６ー１ ×尾崎(京大)

内田× ４ー６、６ー７(３) ◯清水(びわこ大)

小泉◯ ６ー０、６ー１ ×椎名(近大)

杉原× １ー６、２ー６ ◯渡辺(大体大)



福永◯ ６ー０、６ー１ ×四方(大教大)

松田◯ ６ー２、６ー４ ×林田(兵県大)

小田◯ ６ー１、６ー２ ×森(阪大)

木本◯ ６ー１、６ー０ ×吉田(大体大)

笹渕◯ ６ー０、６ー２ ×山本(神院大)

鶴久× ０ー６、０ー６ ◯岩村(甲南大)

松本× １ー６、２ー６ ◯小川(大教大)

三上◯ ６ー０、６ー１ ×前川(追大)

男子シングルス４Ｒ

折井◯ ６ー３、６ー４ ×松田(近大)

木本× ６ー２、２ー６、３ー６ ◯佐々木(甲南大)

女子シングルス２Ｒ

釜江◯ ７ー５、６ー０ ×高島(関国大)

比嘉◯ ＤＥＦ ×吉村(大商大)

池内(鈴)◯ ６ー０、６ー２ ×宮本(成蹊大)

後藤◯ ６ー２、６ー４ ×辻井(関外大)

豊田◯ ６ー３、６ー１ ×八田(仏大)

中谷◯ ６ー１、６ー０ ×野村(京産大)

森◯ ６ー４、６ー４ ×久保(親和女大)

山内◯ ６ー０、６ー０ ×石橋(大工大)

木島◯ ６ー２、６ー３ ×白戸(京大)

高嶋◯ ６ー０、６ー０ ×荒藤(和大)

森本× ３ー６、２ー６ ◯阪口(神大)

２０１８年関西学生春季テニストーナメント＜予選＞

日時：５月３日（木）

場所：各大学テニスコート

男子シングルス２Ｒ

北村× ２ー６、１ー６ ◯板敷(関学大)

武久◯ ６ー１、６ー０ ×坪井(京産大)

福井◯ ６ー１、６ー０ ×今中(大工大)

井口◯ ６ー４、６ー２ ×山中(神大)

今井◯ ６ー０、６ー２ ×上田(関大)

折井◯ ６ー０、６ー０ ×山谷(京工大)

春原◯ ６ー０、６ー０ ×福重(甲南大)

丸石◯ ６ー０、６ー０ ×中前(森医大)

荒井◯ ６ー０、６ー０ ×北村(仏大)

井上◯ ６ー０、６ー０ ×野末(京大)

宇田◯ ６ー１、６ー３ ×山本(大経大)

内田◯ ６ー３、６ー４ ×橘(神院大)

小泉◯ ６ー０、６ー３ ×秋田(関学大)

杉原◯ ６ー１、６ー１ ×弓場上(大産大)



福永◯ ６ー０、６ー０ ×畑川(滋県大)

松田◯ ６ー０、６ー０ ×三浦(神外大)

小田◯ ６ー１、６ー１ ×森本(京大)

木本◯ ６ー３、６ー１ ×河崎(関大)

笹渕◯ ６ー１、６ー１ ×辻本(大市大)

鶴久◯ ＤＥＦ ×高濱(大経大)

松本◯ ６ー３、６ー３ ×北井(大工大)

三上◯ ＤＥＦ ×寺田(大工大)

男子シングルス３Ｒ

折井◯ ７ー５、６ー３ ×山内(関国大)

２０１８年関西学生春季テニストーナメント＜予選＞

日時：４月３０日（月）

場所：各大学テニスコート

男子ダブルス３Ｒ

佐伯・春原× ６ー７(４)、４ー６ ◯辻・福井(神院大)

男子ダブルス４Ｒ

武久・松田× ４ー６、３ー６ ◯神谷・吉田(関学大)

伊達・三上◯ ７ー６(５)、６ー０ ×中川・佐藤(大体大)

折井・福永× ３ー６、６ー１、６ー１０ ◯安藤・松岡(大体大)

丸石・小泉× ３ー６、５ー７ ◯工藤・高橋(勇)(関大)

女子ダブルス４Ｒ

釜江・川合◯ ７ー５、６ー１ ×山口・水口(奈良女大)

池内(七)・中谷◯ ６ー３、６ー１ ×山口・北垣内(園田女大)

比嘉・山内◯ ５ー７、６ー４、１０ー６ ×石川・小柳(関学大)

池内(鈴)・高嶋◯ ７ー５、６ー４ ×佐藤・木嶋(松蔭女大)

後藤・木島× ３ー６、０ー６ ◯岩井・北本(関学大)

２０１８年度関西学生春季テニストーナメント＜予選＞

日時：４月２９日（日）

場所：各大学テニスコート

男子ダブルス１Ｒ

武久・松田◯ ６ー２、６ー４ ×黒崎・伏見(大府大)

福井・木本◯ ＤＥＦ ×小川・向井(関大)

井口・笹渕◯ ６ー３、６ー４ ×野口・田口(大体大)

荒井・小田× ２ー６、６ー２、９ー１１ ◯高柳・奥田(京大)

男子ダブルス２Ｒ

武久・松田◯ ６ー１、６ー１ ×世良・山中(神大)

福井・木本× ６ー７(９)、６ー２、６ー１０ ◯染谷・辛島(大体大)

井口・笹渕× ６ー２、５ー７、３ー１０ ◯中家・小野(立命大)

男子ダブルス３Ｒ

武久・松田◯ ６ー１、６ー２ ×天雲・此谷(大産大)



山岸・宇田× ６ー７(４)、６ー７(７) ◯木村・有泉(甲南大)

伊達・三上◯ ６ー４、６ー３ ×松本・昇(桃大)

今井・井上× ３ー６、４ー６ ◯遠藤・石原(関国大)

折井・福永◯ ６ー０、６ー２ ×浦嶋・有本(神院大)

丸石・小泉◯ ６ー０、６ー３ ×福田・黒木(桃大)

女子ダブルス３Ｒ

釜江・川合◯ ６ー１、６ー０ ×白戸・高村(京大)

池内(七)・中谷◯ ６ー０、６ー２ ×中村・有井(立命大)

比嘉・山内◯ ６ー３、６ー１ ×小久保・鈴木(園田女大)

池内(鈴)・高嶋◯ ６ー３、６ー０ ×玉井・東田(天理大)

後藤・木島◯ ６ー３、６ー２ ×岡田・尾田(龍大)

２０１８年度関西学生春季テニストーナメント＜予選＞

日時：４月２８日（土）

場所：各大学テニスコート

男子ダブルス１Ｒ

佐伯・春原◯ ６ー０、６ー０ ×阿山・島野(大府大)

北村・松本× １ー６、１ー６ ◯守田・安田(びわこ大)

伊達・三上◯ ６ー０、６ー０ ×今井・小山(京産大)

今井・井上◯ ６ー０、６ー１ ×原田・宇谷(電通大)

折井・福永◯ ＤＥＦ ×福嶋・浦山(神外大)

丸石・小泉◯ ６ー１、６ー２ ×東・孫橋(京産大)

内田・杉原◯ ６ー０、６ー２ ×大倉・福重(龍大・甲南大)

鶴久・北野(立命大)◯ ６ー０、６ー２ ×油上・遠藤(神大)

男子ダブルス２Ｒ

佐伯・春原◯ ６ー０、６ー２ ×宇田・漁(立命大) 

山岸・宇田◯ ６ー１、６ー１ ×橋口・樋口(追大)

伊達・三上◯ ６ー０、６ー０ ×?繻ｴ・柿本(大市大)

今井・井上◯ ６ー２、１ー６、１０ー４ ×鶴田・永野(神院大)

折井・福永◯ ６ー０、６ー１ ×井上・鈴木(関外大)

丸石・小泉◯ ６ー２、６ー３ ×谷口・小田(追大)

内田・杉原× ４ー６、７ー６(３)、６ー１０ ◯川田・渡辺(大体大)

鶴久・北野(立命大)× ２ー６、３ー６ ◯青木・宇津原(甲南大)

女子ダブルス２Ｒ

釜江・川合◯ ６ー１、６ー０ ×小川・秋本(甲南女大)

池内(七)・中谷◯ ６ー０、６ー０ ×前田・宮尾(神外大)

比嘉・山内◯ ６ー１、６ー３ ×石井・尾山(関外大)

池内(鈴)・高嶋◯ ６ー０、６ー２ ×鳥取・内田(甲南女大)

後藤・木島◯ ６ー０、６ー１ ×和田・藤本(武庫川)

豊田・森本× ３ー６、５ー７ ◯舛田・玉川(天理大)

森・今井(びわこ大)× ６ー３、２ー６、１６ー１８ ◯佐岡・幾野(関外大)


