
２０２０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（日）

場所：万博テニスガーデン

男子ダブルスＱＦ

三上・鈴木× ２ー６、４ー６ ◯河野・田口(近大)

岩田・山岸× ３ー６、３ー６ ◯松田・大植(関大)

女子シングルスＱＦ

伊藤(日)× ２ー６、３ー６ ◯中村(関大)

女子ダブルスＱＦ

伊藤(日)・高嶋× ５ー７、３ー６ ◯田中・西本(姫大)

男子ダブルス三上・鈴木組、岩田・山岸組がベスト８

女子ダブルス伊藤(日)・高嶋組がベスト８

女子シングルス伊藤日和がベスト８

２０２０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（土）

場所：万博テニスガーデン

男子シングルス４Ｒ

鈴木× ３ー６、１ー６ ◯河野(近大)

山岸× ２ー６、６ー３、０ー６ ◯松田(関大)

男子ダブルス３Ｒ

三上・鈴木◯ ６ー３、７ー５ ×奥平・藤本(甲南大)

木本・毛利× ２ー６、４ー６ ◯大植・松田(関大)

岩田・山岸◯ ６ー３、６ー３ ×金成・仲里(近大)

女子シングルス３Ｒ

伊藤(日)◯ ７ー６(３)、６ー１ ×清水(大教大)

女子ダブルス２Ｒ

伊藤(日)・高嶋◯ ６ー１、６ー１ ×廣川・福居(関学大)

小池・渡辺× ０ー６、４ー６ ◯鈴木・坂本(関大)

２０２０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（木）

場所：万博テニスガーデン

男子シングルス３Ｒ

三上× ０ー６、２ー６ ◯田口(近大)

岩田× ４ー６、２ー６ ◯鈴木

山岸◯ ６ー７(３)、７ー６(８)、７ー５ ×山中(関大)

男子ダブルス２Ｒ

三上・鈴木◯ ６ー４、６ー１ ×利光・末吉(関学大)

木本・毛利◯ ６ー１、１ー６、１０ー６ ×安藤・池畠(大体大)

岩田・山岸◯ ７ー５、５ー７、１０ー６ ×須田・清原(関大)



女子ダブルス１Ｒ

小池・渡辺◯ ６ー２、６ー３ ×久田・松山

２０２０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（水）

場所：万博テニスガーデン

男子シングルス２Ｒ

笹渕× １ー６、０ー６ ◯岩田

三上◯ ６ー４、６ー１ ×椎名(近大)

鈴木◯ ６ー４、６ー３ ×田中(近大)

山岸◯ ６ー１、６ー３ ×開(大体大)

毛利× ３ー６、６ー１、２ー６ ◯薮田(近大)

女子シングルス２Ｒ

伊藤(日)◯ ６ー１、６ー０ ×辰田(関外大)

女子ダブルス１Ｒ

伊藤(日)・高嶋◯ ６ー１、６ー４ ×藤田・森川(関学大)

２０２０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（月）

場所：万博テニスガーデン

男子シングルス１Ｒ

木本× ５ー７、５ー７ ◯毛利

小原× １ー６、６－４、３ー６ ◯山崎(兵大)

永谷× ３－６、５ー７ ◯樋口(近大)

女子シングルス１Ｒ

伊藤(日)◯ ２ー６、６ー１、６ー１ ×横井(立命大)

高嶋× ４ー６、３ー６ ◯松下(姫大)

久田× ４ー６、３ー６ ◯松田(姫大)

松山× ０ー６、３ー６ ◯清水(大教大)

渡辺× ４ー６、３ー６ ◯坂本(関大)

２０２０年度全日本学生室内テニス選手権大会＜本戦＞

日時：２月２１日（日）

場所：江坂テニスセンター

女子ダブルス１Ｒ

伊藤(日)・久田× ３ー６、２ー６ ◯中塚・中村(関大)

２０２０年度関西学生新進テニストーナメント＜予選＞

日時：２月２１日（日）

場所：万博テニスガーデン、各大学テニスコート

男子シングルス４Ｒ

木本◯ ４ー１、４ー１ ×定政(大体大)

笹渕◯ １ー４、５ー４(５)、１０ー８ ×棚橋(甲南大)



小原◯ ４ー０、５ー３ ×岡田(大体大)

影山× １ー４、２ー４ ◯奥本(大市大)

佐々木× ４ー０、１ー４、６ー１０ ◯西原(甲南大)

永谷◯ ５ー３、４ー２ ×松田(英)(近大)

毛利◯ ４ー０、５ー３ ×利光(関学大)

女子シングルス３Ｒ

小池× １ー４、４ー０、９ー１１ ◯安本(甲南大)

西川× ２ー４、４ー２、１ー１０ ◯新谷(武庫川)

若林× ０ー４、４ー２、６ー１０ ◯伊藤(園田女大)

伊藤(詩)× １ー４、１ー４ ◯佐口(びわこ大)

牧× ４ー２、４ー５(６)、６ー１０ ◯辰田(関外大)

渡辺◯ ４ー０、４ー１ ×柾木(親和女大)

２０２０年度全日本学生室内テニス選手権大会＜本戦＞

日時：２月２０日（土）

場所：江坂テニスセンター

女子シングルス１Ｒ

伊藤(日)× ６ー７(６)、６ー７(２) ◯今田(慶大)

―――――――――――――――――――――――――――

２０２０年度関西学生新進テニストーナメント＜予選＞

日時：２月２０日（土）

場所：蜻蛉池公園テニスコート、マリンテニスパーク北村、各大学テニスコート

男子シングルス１Ｒ

佐々木◯ ４ー０、５ー４(４) ×田村(大体大)

男子シングルス２Ｒ

鶴久× ３ー５、１ー４ ◯稲田(関国大)

松本× １ー４、３ー５ ◯今井(京産大)

佐々木◯ ＤＥＦ ×中西(大翔)(大教大)

男子シングルス３Ｒ

木本◯ ４ー０、４ー１ ×小阪(大産大)

笹渕◯ ＤＥＦ ×安部(大教大)

大森× ０ー４、１ー４ ◯河野(近大)

小原◯ ４ー０、４ー０ ×本田(関学大)

影山◯ ０ー４、５ー４(４)、１０ー７ ×秋田(関学大)

佐々木◯ ５ー４(１０)、４ー２ ×向井(関大)

澤井× ０ー４、０ー４ ◯瀬野(大市大)

杉田× ０ー４、４ー５(１) ◯小夏(関学大)

永谷◯ ４ー２、４ー１ ×岡崎(関学大)

長谷川× １ー４、２ー４ ◯村木(立命大)

毛利◯ ４ー０、４ー０ ×坂本(大体大)

女子シングルス１Ｒ

森本◯ ４ー０、４ー０ ×小西(大体大)



伊藤(詩)◯ ４ー０、４ー０ ×西川(大府大)

女子シングルス２Ｒ

森本× １ー４、０ー４ ◯福居(関学大)

梶原× ０ー４、２ー４ ◯長内(武庫川)

小池◯ ４ー０、４ー０ ×紙谷(立命大)

西川◯ ４ー０、４ー０ ×池田(阪大)

若林◯ ４ー２、４ー０ ×吉弘(親和女大)

伊藤(詩)◯ ４ー１、５ー４(３) ×秋(松蔭女大)

牧◯ １ー４、４ー０、１０ー５ ×比嘉(京産大)

渡辺◯ ４ー０、４ー０ ×中島(関外大)

２０２０年度関西学生新進テニストーナメント＜予選＞

日時：２月１９日（金）

場所：蜻蛉池公園テニスコート、マリンテニスパーク北村、各大学テニスコート

男子シングルス１Ｒ

坂本× ２ー４、０ー４ ◯米田(大体大)

男子シングルス２Ｒ

木本◯ ４ー１、４ー１ ×古谷(立命大)

笹渕◯ ４ー０、４ー２ ×松田(大市大)

大森◯ ４ー０、４ー０ ×左近(大院大)

小原◯ ４ー０、４ー０ ×米田(関大)

影山◯ ４ー０、４ー２ ×保村(大産大)

齋藤× １ー４、１ー４ ◯池畠(大体大)

澤井◯ ＤＥＦ ×祝井(京大)

杉田◯ ４ー０、４ー１ ×坂下(びわこ大)

田中× ４ー１、２ー４、８ー１０ ◯山田(京産大)

永谷◯ ＤＥＦ ×濱田(京大)

長谷川◯ ４ー０、４ー１ ×三河(大院大)

松林× ４ー５(５)、０ー４ ◯桑原(甲南大)

毛利◯ ＤＥＦ ×山田(京大)

２０２０年度関西学生新進テニストーナメント＜予選＞

日時：２月１６日（火）

場所：蜻蛉池公園テニスコート、各大学テニスコート

男子ダブルス２Ｒ

大森・小原◯ １ー４、５ー４(１)、１０ー５ ×小野・村木(立命大)

男子ダブルス３Ｒ

大森・小原◯ ４ー０、５ー３ ×田仲・宮崎(桃大)

佐々木・田中× １ー４、２ー４ ◯佐々木・日野(関国大)

齋藤・澤井× ０ー４、２ー４ ◯宮口・渡辺(大体大)

杉田・松林× ２ー４、３ー５ ◯松田・大塚(近大)

女子ダブルス１Ｒ



森本・伊藤(詩)◯ ４ー０、４ー０ ×浅田・片山(関外大)

若林・牧× １ー４、０ー４ ◯松葉・福本(大体大)

女子ダブルス２Ｒ

森本・伊藤(詩)◯ ４ー１、４ー２ ×宮田・大土井(武庫川)

梶原・西川× １ー４、２ー４ ◯北垣内・岩岡(園田女大)

小池・渡辺◯ ４ー０、４ー０ ×石川・森(大府大)

２０２０年度関西学生新進テニストーナメント〈予選〉

日時：２月１５日（月）

場所：蜻蛉池公園テニスコート、各大学テニスコート

男子ダブルス１Ｒ

大森・小原◯ ４ー０、４ー０ ×岩本・竹内(大工大)

長谷川・瀬川(大教大)× ＤＥＦ ◯狗巻・須田(大商大)

男子ダブルス２Ｒ

笹渕・影山× ２ー４、２ー４ ◯足谷・原(成蹊大)

佐々木・田中◯ ４ー５(５)、４ー２、１１ー９ ×西本・松浦(甲南大)

齋藤・澤井◯ ＤＥＦ ×岩田・齋藤(関大)

杉田・松林◯ ４ー１、４ー１ ×日高・小嶋(阪大)

キープスマイリングツアー

日時：２月６日（土）

場所：マリンテニスパーク北村

女子シングルスＦ

伊藤(日)◯ ７ー６(３)、５ー７、６ー３ ×中塚(関西大学)

キープスマイリングツアー

日時：２月５日（金）

場所：マリンテニスパーク北村

女子シングルスＳＦ

伊藤(日)◯ ７ー５、６ー３ ×高木(テニスガーデン高槻)

ープスマイリングツアー

日時：２月４日（木）

場所：マリンテニスパーク北村

女子シングルスＱＦ

伊藤(日)◯ ６ー４、６ー１ ×井上(INOUE テニスアカデミー)

キープスマイリングツアー

日時：２月３日（水）

場所：マリンテニスパーク北村

女子シングルス２Ｒ

伊藤(日)◯ ６ー２、７ー５ ×石川(トップラン AIOI)



女子ダブルス１Ｒ

伊藤(日)・西尾(京都外大西高)× ４ー６、２ー６ ◯坂本・鈴木(関西大学)

渡辺・駒田(名東高校)× ０ー６、４ー６ ◯中塚・中村(関西大学)

キープスマイリングツアー

日時：２月２日（火）

場所：マリンテニスパーク北村

女子シングルス１Ｒ

伊藤(日)◯ ６ー４、６ー１ ×渡辺

２０２０年全日本学生テニス選手権大会

場所：四日市テニスセンター

日時：１１月２４日（火）

女子シングルスＦ

伊藤(日)× ０ー６、０ー６ ◯阿部(筑波大)

女子ダブルス、伊藤(日)・久田組がベスト

女子シングルス伊藤日和が準優勝

２０２０年全日本学生テニス選手権大会

日時：１１月２３日（月）

場所：四日市テニスセンター

女子シングルスＳＦ

伊藤(日)◯ ６ー２、６ー１ ×平田(慶大)

２０２０年全日本学生テニス選手権大会

日時：１１月２２日（日）

場所：四日市テニスセンター

女子シングルスＱＦ

伊藤(日)◯ ６ー４、４ー６、６ー０ ×松田(亜大)

女子ダブルスＱＦ

伊藤(日)・久田× ６ー７(４)、６ー７(５) ◯阿部・川出(筑波大)

２０２０年全日本学生テニス選手権大会

日時：１１月２１日（土）

場所：四日市テニスセンター

男子ダブルス２Ｒ

大窪・福永× ３ー６、２ー６ ◯熊坂・堀内(亜大)

女子シングルス４Ｒ

伊藤(日)◯ ７ー５、６ー３ ×倉持(早大)

女子ダブルス２Ｒ

伊藤(日)・久田◯ ７ー５、６ー３ ×末吉・ 人見(松蔭女大)

女子ダブルス３Ｒ



伊藤(日)・久田◯ ４ー６、６ー１、１０ー８ ×平田・永田(慶大)

２０２０年全日本学生テニス選手権大会

日時：１１月２０日（金）

場所：四日市テニスセンター

男子シングルス３Ｒ

大窪× ７ー５、６ー７(６)、７ー１０ ○白藤(慶大)

女子シングルス３Ｒ

伊藤(日)◯ ６ー３、７ー６(４) ×伊藤(亜大)

高嶋× ４ー６、１ー６ ○板谷(日大)

２０２０年全日本学生テニス選手権大会

日時：１１月１９日（木）

場所：四日市テニスセンター

男子ダブルス１Ｒ

大窪・福永○ ６ー２、７ー５ ×馬崎・佐々木(日大工学部・福島大)

女子シングルス２Ｒ

伊藤○ ６ー０、６ー０ ×中舘(東国大)

高嶋○ ６ー７(３)、６ー１、１０ー４ ×吉岡(早大)

２０２０年全日本学生テニス選手権大会

日時：１１月１８日（水）

場所：四日市テニスセンター

男子シングルス２Ｒ

大窪○ ６ー４、１ー６、１０ー８ ×山口(中京大)

２０２０年全日本学生テニス選手権大会

日時：１１月１７日（火）

場所：四日市テニスセンター

男子シングルス１Ｒ

大窪○ ６ー１、２ー６、１３ー１１ ×鈴木(福岡大)

女子シングルス１Ｒ

高嶋○ ６ー１、６ー０ ×三浦(北星学園大)

２０２０年度関西学生テニス選手権大会＜本戦＞

日時：１１月４日（水）

場所：ＩＴＣ靱テニスセンター

女子シングルスＦ

伊藤(日)× ４ー６、３ー６ ◯伊藤(立命大)

女子ダブルスＳＦ

伊藤(日)・久田× ６ー４、４ー６、１１ー１３ ◯堺・田中(姫大)



２０２０年度関西学生テニス選手権大会＜本戦＞

日時：１０月３１日（土）

場所：ＩＴＣ靱テニスセンター

男子ダブルスＳＦ

大窪・福永× ６ー３、４ー６、７ー１０ ◯松田・仲里(近大)

女子シングルスＳＦ

伊藤(日) ◯ ７ー６(２)、６ー３ ×吉田(関学大)

女子ダブルスＱＦ

伊藤(日)・久田◯ ３ー６、６ー０、１０ー６ ×中塚・中村(関大)

２０２０年度関西学生テニス選手権大会＜本戦＞

日時：１０月２９日（木）

場所：ＩＴＣ靱テニスセンター

男子ダブルス３Ｒ

大窪・福永◯ ６ー３、４ー６、１０ー８ ×市川・平石(近大)

木本・毛利× ４ー６、４ー６ ◯松田・大植(関大)

岩田・山岸× ２ー６、１ー６ ◯田口・籔田(近大)

女子シングルス３Ｒ

伊藤(日)◯ ３ー６、７ー５、６ー０ ×明河(関学大)

女子シングルスインカレ本戦選考２Ｒ

高嶋◯ ６ー３、６ー３ ×北村(大教大)

女子ダブルス１Ｒ

池内・大塚× ６ー３、４ー６、８ー１０ ◯宮田・西本(姫大)

中谷・山内× ３ー６、３ー６ ◯末吉・人見(松蔭女大)

高嶋・小池× ４ー６、４ー６ ◯濱・小嶋(甲南大)

女子ダブルス２Ｒ

伊藤(日)・久田◯ ６ー２、７ー５ ×坂本・齋藤(関大)

２０２０年度関西学生テニス選手権大会＜本戦＞

日時：１０月２８日（水）

場所：ＩＴＣ靱テニスセンター

男子シングルス３Ｒ

大窪◯ ６ー７(４)、６ー４、７ー６(４) ×岩田

福永× ４ー６、１ー６ ◯市川(近大)

鈴木× ２ー６、４ー６ ◯岡崎(甲南大)

男子ダブルス２Ｒ

宇田・小泉× ３ー６、３ー６ ◯小川・河内(大教大)

大窪・福永◯ ６ー３、６ー２ ×利光・末吉(関学大)

三上・鈴木× ６ー７(３)、１ー６ ◯池田・高尾(甲南大)

木本・毛利◯ ４ー６、６ー２、１０ー８ ×田中・合田(兵大)

岩田・山岸◯ ６ー１、６ー４ ×椎名・木村(近大)

女子ダブルス１Ｒ



伊藤(日)・久田◯ ６ー３、７ー６(７) ×佐藤・木嶋(松蔭女大)

女子シングルスインカレ本戦選考１Ｒ

中谷× ６ー４、６ー７(５)、４ー６ ◯上野(大体大)

高嶋◯ ７ー６(４)、４ー６、６ー２ ×宮田(姫大)

小池× ０ー６、１ー６ ◯吉田(関学大)

２０２０年度関西学生テニス選手権大会＜本戦＞

日時：１０月２７日（火）

場所：ＩＴＣ靱テニスセンター

男子シングルス２Ｒ

宇田× ５ー７、６ー４、２ー６ ◯鈴木

大窪◯ ７ー６(５)、６ー４ ×高尾(甲南大)

福永◯ ６ー３、６ー３ ×仲里(近大)

三上× １ー６、６ー７(４) ◯清原(関大)

岩田◯ ６ー３、６ー２ ×金成(近大)

山岸× ２ー６、２ー６ ◯高橋(関大)

女子シングルス２Ｒ

中谷× ２ー６、６ー２、０ー６ ◯小嶋(甲南大)

伊藤(日)◯ ７ー５、６ー２ ×西田(大教大)

高嶋× １ー６、１ー６ ◯東谷(園田女大)

小池× ３ー６、０ー６ ◯明河(関学大)

２０２０年度関西学生テニス選手権大会＜本戦＞

日時：１０月２６日（月）

場所：ＩＴＣ靱テニスセンター

男子シングルス１Ｒ

小泉× ７ー６(６)、６ー７(７)、４ー６ ◯佐々木(甲南大)

松田× ４ー６、４ー６ ◯神谷(近大)

木本× ６ー７(５)、１ー６ ◯山岸

三上◯ ７ー５、６ー４ ×島袋(関学大)

女子シングルス１Ｒ

池内× ３ー６、１ー６ ◯人見(松蔭女大)

中谷◯ ７ー６(６)、６ー３ ×藤田(関学大)

山内× ２ー６、１ー６ ◯北村(大教大)

伊藤(日)◯ ６ー１、６ー２ ×濱(甲南大)

高嶋◯ ６ー０、６ー１ ×鈴木(関大)

小池◯ ６ー２、６ー２ ×岡山(立命大)

久田× １ー６、０ー６ ◯中塚(関大)

松山× ２ー６、４ー６ ◯古賀(立命大)

渡辺× ３ー６、４ー６ ◯中村(関大)

２０２０年度関西学生テニス選手権大会＜予選＞



日時：１０月１８日（日）

場所：各大学テニスコート

男子シングルス４Ｒ

宇田◯ ６ー１、４ー６、６ー４ ×此谷(大産大)

木本◯ ６ー２、６ー３ ×田中(兵大)

笹渕× ０ー６、３ー６ ◯久保田(立命大)

三上◯ ６ー１、６ー２ ×國政(龍大)

岩田◯ ６ー２、６ー０ ×板敷(関学大)

山岸◯ ６ー２、６ー１ ×奥本(大市大)

永谷× ２ー６、１ー６ ◯溝渕(立命大)

毛利× ３ー６、４ー６ ◯羽山(立命大)

女子シングルス３Ｒ

梶原× ６ー４、３ー６、６ー７(８) ◯松井(姫大)

小池◯ ７ー６(５)、６ー２ ×安本(甲南大)

牧× ４ー６、３ー６ ◯鈴木(関大)

渡辺◯ ６ー２、６ー２ ×清水(びわこ大)

２０２０年度関西学生テニス選手権大会＜予選＞

日時：１０月１１日（日）

場所：各大学テニスコート、蜻蛉池公園テニスコート、万博テニスガーデン

男子シングルス１Ｒ

佐々木◯ ４ー０、４ー０ ×奥谷(電通大)

男子シングルス２Ｒ

宇田◯ ４ー１、４ー１ ×康乘(京産大)

内田◯ ５ー４(３) 、５ー４(３) ×大田(龍大)

木本◯ ５ー３、４ー１ ×豊田(大府大)

笹渕◯ ４ー０、４ー１ ×新納(電通大)

鶴久× １ー４、１ー４ ◯筒井(近大)

松本× ２ー４、１ー４ ◯宮本(関学大)

三上◯ ４ー０、４ー１ ×今井(京産大)

岩田◯ ４ー１、４ー１ ×笹島(京産大)

大森◯ ２ー４、４ー２、１０ー７ ×千葉(関学大)

小原◯ ＤＥＦ ×宮崎(桃大)

影山◯ ４ー０、４ー１ ×鈴木(滋大)

佐々木× ０ー４、２ー４ ◯棚橋(甲南大)

山岸◯ ４ー０、４ー０ ×津田(神大)

澤井× ３ー５、０ー４ ◯保村(大産大)

杉田◯ ４ー１、５ー３ ×乾(成蹊大)

田中◯ ４ー１、４ー１ ×笠川(仏大)

永谷◯ ４ー１、４ー１ ×中西(大教大)

松林× ０ー４、１ー４ ◯藤林(近大)

毛利◯ ＤＥＦ ×利光(関学大)

男子シングルス３Ｒ



宇田◯ ４ー１、４ー１ ×安斎(大体大)

内田× １ー４、０ー４ ◯車田(関学大)

木本◯ ４ー１、４ー０ ×定政(大体大)

笹渕◯ ４ー２、４ー０ ×福田(阪大)

三上◯ ４ー０、４ー０ ×渡辺(成蹊大)

岩田◯ ４ー０、４ー０ ×久田(大体大)

大森× ０ー４、１ー４ ◯奥平(甲南大)

小原× ３ー５、１ー４ ◯村口(大体大)

影山× ０ー４、１ー４ ◯小村(近大)

山岸◯ ４ー０、４ー０ ×高村(龍大)

杉田× １ー４、０ー４ ◯本田(立命大)

田中× ４ー５(６)、２ー４ ◯林田(関学大)

永谷◯ ４ー１、０ー４、１０ー７ ×西田(龍大)

毛利◯ ４ー２、５ー３ ×小畑(大体大)

女子シングルス２Ｒ

梶原◯ ４ー２、５ー３ ×相本(園田女大)

小池◯ ４ー０、５ー３ ×中尾(武庫川)

若林× ４ー２、０ー４、１ー１０ ◯福嶋(関大)

伊藤(詩)× ２ー４、２ー４ ◯松田(姫大)

牧◯ ４ー１、４ー０ ×長内(武庫川)

渡辺◯ ４ー０、４ー０ ×上田(大教大)

２０２０年度関西学生テニス選手権大会＜予選＞

日時：１０月１０日（土）

場所：各大学テニスコート、蜻蛉池公園、万博テニスガーデン

男子シングルス１Ｒ

荒井× ２ー４、１ー４ ◯甲斐(兵大)

内田◯ ４ー２、４ー０ ×清田(神外大)

杉原× ０ー４、０ー４ ◯安藤(大体大)

鶴久◯ ４ー２、５ー３ ×田淵(滋大)

松本◯ ４ー５(１)、５ー４(７)、１０ー８ ×奥村(大体大)

小原◯ ４ー１、４ー０ ×西尾(滋大)

影山◯ ４ー１、４ー０ ×松井(桃大)

齋藤× １ー４、３ー５ ◯佐々木(龍大)

坂本× ０ー４、２ー４ ◯中井(大体大)

澤井◯ ４ー２、４ー２ ×末松(兵県大)

杉田◯ ４ー０、４ー１ ×神田(大市大)

田中◯ ５ー３、４ー０ ×三木(大体大)

永谷◯ ４ー０、４ー０ ×鈴木(天理大)

松林◯ ４ー１、４ー０ ×三上(滋大)

毛利◯ ４ー０、４ー０ ×北村(大府大)

女子シングルス１Ｒ



森本× ２ー４、４ー１、４ー１０ ◯渡邊(関学大)

西川× ４ー５(５)、３ー５ ◯伊藤(園田女大)

若林◯ ４ー１、４ー０ ×鈴木(園田女大)

伊藤(詩)◯ ４ー０、５ー３ ×岩田(和大)

牧◯ ４ー０、４ー１ ×斎藤(天理大)

２０２０東海愛知オープン１０月

日時：１０月９日（金）

場所：名古屋市東山テニスセンター

女子シングルスＦ

伊藤◯ ６ー３、６ー２ ×西尾(京都外大西高)

２０２０東海愛知オープン１０月

日時：１０月７日（水）

場所：名古屋市東山テニスセンター

女子シングルスＳＦ

伊藤◯ ６ー３、６ー２ ×中舘(東京国際大学)

２０２０東海愛知オープン１０月

日時：１０月６日（火）

場所：名古屋市東山テニスセンター

女子シングルス２Ｒ

伊藤◯ ６ー０、６ー１ ×小池(D-tennis)

女子シングルスＱＦ

伊藤◯ ６ー１、６ー２ ×押野(島津製作所)

２０２０年度関西学生テニス選手権大会＜予選＞

日時：１０月４日（日）

場所：各大学テニスコート

男子ダブルス２Ｒ

笹渕・影山◯ ５ー３、４ー５(５)、１２ー１０ ×加藤・田仲(桃大)

男子ダブルス３Ｒ

笹渕・影山◯ ４ー１、４ー２ ×山中・畑野(神大)

木本・毛利◯ ４ー０、４ー０ ×弓場上・川嵜(大産大)

男子ダブルス４Ｒ

笹渕・影山× １ー６、２ー６ ◯利光・末吉(関学大)

木本・毛利× ４ー６、６ー７(２) ◯堺・山崎(兵大)

佐々木・田中× ３ー６、５ー７ ◯田中・河野(近大)

女子ダブルス２Ｒ

後藤・木島× ０ー４、１ー４ ◯北村・笠原(大教大)

梶原・若林× ２ー４、２ー４ ◯末吉・人見(松蔭女大)

伊藤・牧× ０ー４、０ー４ ◯伊藤・古賀(立命大)



松山・渡辺◯ ４ー１、４ー０ ×石井・河内(関国大)

女子ダブルス３Ｒ

松山・渡辺× １ー６、３ー６ ◯宮田・西本(姫大)

２０２０年度関西学生テニス選手権大会＜予選＞

日時：１０月３日（土）

場所：各大学テニスコート、万博テニスガーデン、蜻蛉池公園テニスコート

男子ダブルス１Ｒ

荒井・内田◯ ４ー０、４ー２ ×内山・蘆田(滋賀大)

鶴久・杉田× ３ー５、２ー４ ◯西村・橋本(成蹊大)

大森・松林◯ ＤＥＦ ×水野・扇野(京産大)

齋藤・坂本× １ー４、２ー４ ◯中島・安斎(大体大)

澤井・室本(阪大)× ０ー４、４ー５(１) ◯久田・奥村(大体大)

男子ダブルス２Ｒ

荒井・内田× ４ー５(５)、４ー５(５) ◯中井・中山(大体大)

松本・大谷× ＤＥＦ ◯川野・松山(龍大)

木本・毛利◯ ４ー０、４ー０ ×岩崎・藤田(大府大)

大森・松林◯ ５ー４(３)、５ー３ ×昇・福井(桃大)

小原・永谷◯ ４ー０、４ー０ ×猪瀬・常峰(びわこ大)

佐々木・田中◯ ４ー１、４ー１ ×瀧川・三木(大体大)

男子ダブルス３Ｒ

大森・松林× ３ー５、３ー５ ◯筒井・小村(近大)

小原・永谷× １ー４、１ー４ ◯福井・野島(神院大)

佐々木・田中◯ ４ー１、４ー０ ×新田・濱田(京大)

女子ダブルス１Ｒ

豊田・森× ２ー４、４ー１、３ー１０ ◯今井・佐口(びわこ大)

後藤・木島◯ ４ー２、４ー１ ×亀井・佐々木(京産大)

森本・西川× ３ー５、１ー４ ◯沖元・吉弘(親和女大)

梶原・若林◯ ４ー０、４ー０ ×森本・岩井(京産大)

伊藤・牧◯ ４ー０、４ー０ ×喜多・三岡(関外大)

松山・渡辺◯ ４ー２、４ー０ ×佐々木・岡本(滋大)

２０２０東海愛知オープン

日時：９月２６日（土）

場所：愛知名城庭球場

女子シングルスＦ

伊藤◯ ３ー６、６ー２、６ー２ ×中舘(東京国際大学)

２０２０東海愛知オープン

日時：９月２４日（木）

場所：愛知名城庭球場

女子シングルスＱＦ



伊藤◯ ７ー５、６ー１ ×古屋(プロ・フリー)

女子シングルスＳＦ

伊藤◯ ６ー３、６ー０ ×田邑(城南学園)

２０２０東海愛知オープン

日時：９月２３日（水）

場所：愛知名城庭球場

女子シングルス１Ｒ

渡辺◯ ６ー１、６ー３ ×三浦(ウィング)

女子シングルス２Ｒ

伊藤◯ ６ー１、６ー１ ×渡辺

２０２０年度関西学生春季テニストーナメントの開催が中止

２０１９年度関西学生新進テニストーナメント＜本戦＞中止


