第 1 回アジア学生ソフトテニス選手権大会
日時：９月１日（日)～３日（火）
場所：Colegio San Agustin

＜男子

ダブルス＞

水木・因組
一回戦

山根・岩本組

準優勝

一回戦

④-０Simranjeet Sigh・Dev Maheshkumar Vania 組(IND)

④-２Min Woo Park・Sang Hyuk Lee 組(KORB)

二回戦

二回戦

④-２Jeong Rak Choi・Seong HaMo 組(KORB)

④-２Udai Singh Mann・Manjot Sgh Daffu 組(IND)

三回戦

三回戦

④-１Joseph Arcilla・KevinFrazMamawai 組(PHI) ２-④Yu-Hsun Chen・Tazu-Hung Ou 組(TPE)
準々決勝
④-３Hemat Bhakti Anugerah Muhammad

高倉・齋藤組(早大・明大)

・Mario Harley Alibasa 組(INA)

二回戦

準決勝

３-④Keavirak Yi・Vanny Pel 組(CAM)

⑤-１Yu-Sung Chang・Yu-Hsuan Chang 組(TPE)
決勝
０-⑤Yu-Hsun Chen・Tazu-Hung Ou 組(TPE)
長尾・松本組
一回戦
④-０Mikoff Manduriao・Dheo Talatayod 組(PHI)
二回戦
３-④Yu-Sung Chang・Yu-Hsuan Chang 組(TPE)

＜男子

シングルス＞

水木 瑠選手
予選リーグ

高倉 和毅選手

ベスト８

予選リーグ

③-０Hsuan Chang 選手(TPE)

③-０Youn Jihwan 選手(KORA)

③-１Jang Hyuntae 選手(KORA)

③-ＲMike Bieks 選手(PHIC)

決勝トーナメント

決勝トーナメント

一回戦

二回戦

③-０Choi Jeong Rak 選手(KORB)

１-③Chen Yu Hsun 選手(TPE)

二回戦
③-０Mo Seong Ha 選手(KORB)
準々決勝
２-③Chen Yu Hsun 選手(TPE)
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岩本 修汰選手

長尾 景陽選手

予選リーグ

予選リーグ

③-１Sheg Hung 選手(TPE)

③-１Ragil Wahyudiono 選手(INA)

③-０Erdenebaatar Batbaatar 選手(MGL)

２-③Dong Hyeong Lee 選手(KORB)

決勝トーナメント

松本 倫旺選手

一回戦

予選リーグ

０-③Mo Seong Ha 選手(KORB)

１-③Chae Jonghyeon 選手(KORA)
０-③Chen Yu Hsun 選手(TPE)

因 京将選手
山根 稔平選手

予選リーグ

予選リーグ

０-③Tzu-Hung Ou 選手(TPE)

１-③Min Woo Park 選手(KORB)

２-③Jeong Hwan Gwak 選手(KORA)

③-０Fukue Ji 選手(CHN)

＜男子

国別対抗戦＞

ＪＰＮ Ａ
予選リーグ

準優勝

③-０IND
谷口・増田組④-０Patel Aniket・Mann Udai Singh 組
高倉 和毅選手④-０Simranieet Singh 選手
上岡・福田組④-０Prajapati Uttam Natarbhai・Daffu Manjot Singh 組
②-１CAM
斎藤・増田組３-④Dim Somsombat・Pel Vanny 組
高倉 和毅選手④-１Kann Sophorn 選手
上岡・福田組④-０Orn Sambath・Yi Keavirak 組
③-０PHIE
谷口・斎藤組④-０Philippe Coteron・John Moses Monsod 組
増田 裕太選手④-１Michael Manibo 選手
上岡・福田組④-Ｒ
③-０PHIC
谷口・斎藤組④-０Mark Joseph Luna・Mike Bienes 組
高倉 和毅選手④-１Josh Relatores 選手
上岡・福田組④-Ｒ

2

決勝トーナメント
準決勝
②-１PHIA
上岡・福田組⑤-１Noel Damian・Mark Alcoseba 組
高倉 和毅選手１-④Joseph Arcilla 選手
谷口・増田組⑤-２Mikoff Manduriao・Dheo Talatayod 組
決勝
０-②TPE
上岡・福田組３-２Chang Yu-Sung・Ou Tazu-Hung 組
高倉 和毅選手０-④Chen Yu Hsun 選手
谷口・増田組４-⑤Hung Yu-Sheng・Chang Yu -Hsuan 組
ＪＰＮ Ｂ

第3位

予選リーグ
③-０NEP
長尾・松本組④-０Tamang Ranish・Pandey Brijesh 組
水木 瑠選手④-１Bohora Aashish 選手
山根・因組④-Ｒ
②-１KORA
長尾・松本組④-０Jang Hyuntae・Youn Jihwan 組
水木 瑠選手④-０Gwak Jeonghwan 選手
山根・岩本組３-④Chae Byunghyun・Lee Beomjun 組
③-０PHID
山根・因組④-０Joshua Lagumbay・John Glen Tacorda 組
水木 瑠選手④-０Jahn Narvie Luz 選手
長尾・松本組④-Ｒ
決勝トーナメント
準決勝
０-②TPE
長尾・松本組１-⑤Chang Yu-Sung・Ou Tazu-Hung 組
水木 瑠選手０-④Chen Yu Hsun 選手
山根・因組-Hung Yu-Sheng・Chang Yu-Hsuan 組
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第８４回早関軟式庭球定期戦
日時：９月８日（日）
場所：早稲田大学所沢キャンパステニスコート

＜女子＞

優勝

＜男子＞

優勝

早稲田大学⑥-２関西学院大学

早稲田大学③-０関西学院大学

一次戦

下江・花園組④-１小林・村井組

水木・白井組④-１吉信・中村組

須田・川村組④-１福田・山口組

高倉・田嶋組④-２下原・中谷組

松井・山本組④-２中村・芳地組

因 ・ 岩 本 組④-１廣瀧・二階堂組
内本・奥村組④-２磯貝・内海組
山根・増田組０-④遠藤・古賀組
長尾・松本組④-０鳥居・辻岡組
二次戦
水木・白井組２-④遠藤・古賀組
三次戦
高倉・田嶋組④-３遠藤・古賀組

令和元年度 JOC ジュニアオリンピックカップ
日時：９月２１日(土)、２２日（日）
場所：広島翔洋テニスコート

＜男子

シングルス＞

高倉 和毅選手
二回戦

ベスト８

＜男子

ダブルス＞

高倉・林組(早大・同志社大)

第５位

二回戦

③-２西端隆太選手(高田商業高)

③-０北野・齋藤組(ワタキューセイモア・明治大)

準々決勝

準々決勝

２-③広岡宙選手(NTT 西日本)

２-③山本・池口組(高田商業高)
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第７４回国民体育大会 いきいき茨城ゆめ国体２０１９
日時：９月２９日（日）、３０日（月）
会場：北茨城市磯原地区公園テニスコート

＜成年女子＞
福島県
二回戦
福

島

沖縄県

第４位
県②-１京

一回戦
都

府

沖

縄

県０-③兵

庫

県

小山・大槻組④-３植田・小松崎組

外間・友利組２-④志牟田・泉谷組

濱谷 杏奈選手１-④石井 友梨選手

金城 佳奈選手２-④大村 美喜選手

清水・岡村組④-２七尾・松本組

小牧・高嶺組２-④藤川・津本組

三回戦

愛媛県

福

島

県②-１千

葉

県

一回戦

小山・大槻組④-０井田・黒田組

愛

濱谷 杏奈選手０-④菊地 はづき選手

濱田・渡邊組１-④宮田・渕田組

清水・岡村組④-３大井・松尾組

森 知子選 手３-④生田 花織選手

媛

県０-③北

海

道

井出・石原組３-④竹内・對馬組
準決勝
福

島

県０-②東

京

都

小山・大槻組２-④林田・島津組
濱谷 杏奈選手０-④早川 日向選手
岡村・清水組 - 小林・芝崎組
三位決定戦
福

島

県１-②愛

知

県

小山・大槻組④-０松田・竹田組
濱谷 杏奈選手２-④那須 暁帆選手
清水・岡村組０-④奥嶋・坂本組
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＜成年男子＞
岡山県
二回戦
岡

山

県②-１宮

城

第６位

三重県

第４位

二回戦
県

三

重

県②-１島

根

県

本倉・上松組２-④森田・九島組

芝 井 ・ 西 組２-④大谷・青木組

今田 瑞基選手④-２小出 尚典選手

内田 理久選手④-２真玉 大輔選手

石井・柴田組④-１小田島・工藤組

橋本・遠藤組④-２岡田・吉川組

三回戦

三回戦

岡

山

県②-１新

潟

県

三

重

県②-０沖

縄

県

本倉・上松組２-④國松・伊比組

芝 井 ・ 西 組④-２干川・川平組

今田 瑞基選手④-２星野 雄慈選手

内田 理久選手④-１稲福 蓮音選手

石井・柴田組④-２村田・佐藤組

橋本・遠藤組 - 與那嶺・安谷組

準々決勝

準々決勝

岡

山

県②-１千

葉

県

三

重

県０-②広

島

県

本倉・上松組④-１林田・高月組

橋本・遠藤組１-④丸中・長江

今田 瑞基選手０-④十津川 将義選手

内田 理久選手０-④広岡 宙選手

石井・柴田組④-０溝端・斎藤組

芝 井 ・ 西 組 - 船水・林組

準決勝

順位予備戦

岡

山

県1-②広

島

県

三

重

県②-１千

葉

県

石井・今田組１-④船水・林組

芝 井 ・ 西 組２-④林田・高月組

上松 俊貴選手０-④広岡 宙選手

内田 理久選手④-２十津川 将義選手

石井・柴田組④-０丸中・長江組

橋本・遠藤組④-０溝端・齋藤組

三位決定戦

五位決定戦

岡

三

山

県１-②和 歌 山 県

重

県０-②奈

良

県

本倉・上松組１-④古賀・花田組

橋本・遠藤組３-④谷口・三輪組

今田瑞貴選手０-④増田健人選手

西泰 右選 手０-④阪本 崚選手

石井・柴田組④-０上岡・塩嵜組

芝井・内田組 - 桂・根本組
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東京都

沖縄県

二回戦

一回戦

東

京

都③-０福

井

県

沖

縄

県③-０群

馬

県

藤田・平井組④-０中本・鈴木組

干川・川平組④-３草野・小林組

高倉 和毅選手④-０金巻 翔希選手

稲福 蓮音選手④-３下田 好輝選手

安藤・山口組④-２品川・早川組

與那嶺・安谷組 ④-０長尾・須藤組

三回戦

二回戦

東

京

都０-②奈

良

県

沖

縄

県②-１大

阪

府

藤田・平井組２-④谷口・三輪組

干川・川平組④-３濵田・丸山組

高倉 和毅選手３-④阪本 崚選手

稲福 蓮音選手０-④内本 隆文選手

安藤・山口組 - 桂・根本組

與那嶺・安谷組 ④-３廣瀧・岩本組

青森県

三回戦

一回戦

沖

青

森

県②-１佐

賀

県

縄

県０-②三

重

県

干川・川平組２-④芝井・西組

水木・小田桐組④-１藤家・岩切

稲福 蓮音選手１-④内田 理久選手

宇野 吉正選手④-１小副川 忠希選手

與那嶺・安谷組

- 橋本・遠藤

附田・渡邊組１-④音成・栗山組
大阪府
二回戦
青

森

二回戦
県１-②奈

良

県

大

阪

府１-②沖

縄

県

水木・小田桐組④-３谷口・三輪組

濵田・丸山組３-④干川・川平組

宇野 吉正選手０-④阪本 崚選手

内本 隆文選手④-０稲福 蓮音選手

附田・渡邊組０-④桂・根本組

廣瀧・岩本組３-④與那嶺・安谷組

群馬県

熊本県

一回戦

一回戦

群

馬

県０-③沖

縄

県

熊

本

県１-②宮

城

県

草野・小林組３-④干川・川平組

坪井・松本組２-④森田・九島組

下田 好輝選手３-④稲福 蓮音選手

堀貴 裕選 手２-④小出 尚典選手

長尾・須藤組０-④與那嶺・安谷組

西川・中原組④-０小田島・工藤組
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第７４回皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会
日時：１０月１８日（金）～１０月２０日（日）

会場：岩手県北上市和賀川グリーンパークテニスコート
＜女子＞
松井・原島(日体大)組
二回戦

小山・川村組

ベスト１６

二回戦
⑤-２前角地・晴山組(盛岡誠桜高)

⑤—４齋木・吉野組(昭和学院高)

三回戦

三回戦

⑤-２三浦・白幡組(羽黒高)

⑤—４薮内・古田組(関大)

四回戦

四回戦

２-⑤高橋・半谷組(どんぐり北広島)

⑤—１木原(那)・木原(恵)組(高商高)
五回戦

井出(福大)・渡邊組

１—⑤志牟田・泉谷(東芝姫路)

一回戦
⑤-２西村・大畑組(市立下山門中)
二回戦
４-⑤川浪・小林組(太平洋工業)

＜男子＞
船水（YONEX）・上松組

優勝

内本・内田組

第３位

二回戦

二回戦

⑤-１夜久・山下組(高田クラブ)

⑤-４斉須・田代組(羽黒高)

三回戦

三回戦
⑤-３米川・大辻組(尽誠学園高)

⑤-０瀬口・須内組(トヨタ自動車)

四回戦

四回戦

⑤-３鯨井・堂野組(日本信号・アキム)

⑤-２附田・渡邉組(青森県高体連・教員クラブ・F.challenge )

五回戦

五回戦

⑤-２長尾・松本組(早大)

⑤-０柳田・神川組(四日市大・南国殖産)

準々決勝

準々決勝

⑤-４山本・池口組(高田商業高)
準決勝

⑤-１村上・林組(NTT 西日本広島)

１-⑤船水・上松組(YONEX・早大)

準決勝
⑤-１内本・内田組(早大)
決勝
⑤-２安藤・安藤組(東京ガス・東邦ガス)
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長尾・松本組

髙橋・奥村組

二回戦

一回戦

⑤-２濱田・小原組(和歌山北高)

⑤-１惟村・渡井組(星友会・富士宮クラブ)

三回戦

二回戦
１-⑤荒尾・越智組(宇部興産)

⑤-１西田・徳川組(YKK・不二越)
四回戦

高倉・増田組

⑤-０馬場園・前田組(清流クラブ・川崎重工明石)

二回戦

五回戦

１-⑤千坂・佐藤組(福島大)

２-⑤内本・内田組(早大)

福井・田嶋組
二回戦
Ｒ-⑤岡田・河野組(かみありクラブ・出雲北陵高)

令和元年度ソフトテニス全早慶戦
日時：１０月２７日（日）
会場：早稲田大学所沢キャンパステニスコート

＜女子＞

＜男子＞

早 稲 田 大 学③-０慶應義塾大学

早 稲 田 大 学④–１慶應義塾大学

松井・渡邊組⑤-２荒木・平本組

高倉・増田組２–⑤小田島・小杉組
後藤・安谷組⑤–３中川・竹本組

須田・川村組⑤-２勝又・川口組

水木・上松組⑤–１尾崎(佑)・須藤組

下江・髙嶺組⑤-４秋本・花岡組

福井・新沼組⑤–４青山(竜)・浜田組
山根 ( 稔 ) ・内田 組⑤–４栗原・野口組
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第１６回世界ソフトテニス選手権大会
日時:１０月２７日(日)〜３１日(木)
場所:中国 台州市テニスコート

＜シングルス＞

＜ミックスダブルス＞

内本隆文選手

内本・黒木組

二回戦

ベスト１６

第３位

一回戦

④-０SUNU WAHYU 選手(INA)

⑤-０ BILGUUN・CHINMURUN 組(MGL)

三回戦

二回戦

２-④YOONHYOUNGWOOK 選手(KOR)

⑤-２ KIM JONGYOUN・LEE JISUN 組(KOR)
準々決勝
⑤-２ CHEN TSUNG WEN・KUO CHIEN CHI 組(TPE)
準決勝
０-⑤ YU KAI WEN・CHENG CHU LING 組(TPE)

＜国別対抗戦＞
一回戦

優勝

ＪＡＰＡＮ②-０ＩＮＤ

準決勝
ＪＡＰＡＮ②-０ＴＨＡ

中本・鈴木組⑤-０

船水・中本組⑤-０THANARIT SURARAK・SAKAN THANSIRIROJ 組

内本 隆文選手④-１

長江 光一選手④-０KAWIN YANNARIT 選手

丸中・長江組 -

丸中・鈴木組 – TEERAPAT SUJARITPLEE・TORLARP SONGWEERA 組

準々決勝

決勝

ＪＡＰＡＮ②-０ＰＨＩ

ＪＡＰＡＮ②-１ＫＯＲ

丸中・長江組⑤-１

船水・中本組⑤-３LEE SOOYEOL・KIM JONGYOUN 組

船水 颯人選手④-０

内本 隆文選手０-④KIM JINWOONG 選手

中本・鈴木組 -

長江・鈴木組⑤-３LEE HYEONSU・PARK KYUCHROL 組
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令和元年度関東学生秋季リーグ戦
日時:11 月 2 日(土)、3 日(日)
場所:早稲田大学所沢キャンパステニスコート、淵野辺テニスコート

＜女子＞

第４位

早稲田大学０-③日本体育大学

早稲田大学②-１青山学院大学

松井・川村組３-⑤黒田・久保組

松井・川村組⑤-２廣澤・鈴木組

須田 葵衣選手０-④酒井 葵衣選手

吉田 優奈選手０-④桒野 未来選手

下江・渡邊組３-⑤鈴木・桑名組

下江・髙嶺組⑤-３十九浦・西城組

早稲田大学１-②東京女子体育大学

早稲田大学１-②明治大学

松井・川村組３-⑤髙崎・小松組

松井・川村組２-⑤原口・上田組

須田 葵衣選手３-④片野 理音選手

吉田 優奈選手④-２宮下 真緒選手

下江・渡邊組⑤-３小林(愛)・吉田組

下江・髙嶺組３-⑤木瀬・宮下(こ)組

早稲田大学③-０慶應義塾大学
松井・川村組⑤-０秋本・花岡組
吉田 優奈選手④-１遠藤 優香選手
下江・髙嶺組⑤-４草野・中井組

＜男子＞

優勝

早稲田大学④-１法政大学
後藤・増田組２-⑤下平・福田組
水木・上松組⑤-１稲葉・洞谷組
高倉 和毅選手 ④-３近藤 昴選手
福井・安谷組⑤-１根本・渡邊組
山根(稔)・内田組⑤-１前川・西組
早稲田大学④-１日本体育大学
後藤・増田組⑤-０川﨑・森田組
水木・上松組⑤-２橋本・菅家組
高倉 和毅選手 ３-④溝端 亮二選手
福井・安谷組⑤-３村田・川上組
山根(稔)・内田組⑤-３光井・小田島組

早稲田大学④-１東京経済大学
後藤・増田組⑤-４金子・渡辺組
高倉・新沼組４-⑤栗原・石毛組
上松 俊貴選手 ④-０小坂 正虎選手
福井・安谷組⑤-２武井・小宮山組
山根(稔)・内田組⑤-Ｒ仲島・萩原組
早稲田大学⑤-０國學院大学
後藤・増田組⑤-３新沼・佐藤(大)組
人見・宇野組⑤-１濱野・佐藤(勇)組
上松 俊貴選手 ④-０下田 好輝選手
福井・安谷組⑤-１小出・藤木組
山根(稔)・内田組⑤-１渡邉・岡崎組
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早稲田大学③-２明治大学
後藤・増田組２-⑤本倉・齋藤(大)組
水木・上松組⑤-１金子・鈴木組
高倉 和毅選手 ０-④根本 大地選手
福井・安谷組⑤-４中平・齋藤(龍)組
山根(稔)・内田組⑤-１北本・田中組

第３９回関東大学対抗ソフトテニス競技大会
日時:１１月９日（土）、１０日（日）
場所:早稲田大学所沢キャンパステニスコート

＜女子＞
早稲田大学Ａ
二回戦

準優勝
準決勝

早稲田大学Ａ③-０関東学院大学Ａ

早稲田大学Ａ③-１日本体育大学Ｂ

一次戦

一次戦

辰巳・冨澤組④-１鈴木・野村組

辰巳・冨澤組３-④黒坂・工藤組

須田・渡邊組④-０鶴巻・石川組

須田・渡邊組④-１山本・山口組

吉田・髙嶺組④-０狩野・真田組

吉田・高嶺組④-２濱田・岩下組

三回戦

二次戦

早稲田大学Ａ③-２文教大学Ａ

須田・渡邊組④-３黒坂・工藤組

一次戦
辰巳・冨澤組④-１西・五月女組

決勝

須田・渡邊組④-０大貫・須藤組

早稲田大学Ａ１-③東京女子体育大学Ａ

吉田・髙嶺組２-④村上(颯)・廣瀬組

一次戦

二次戦

辰巳・冨澤組④-２中﨑・友利組

辰巳・冨澤組３-④村上(颯)・廣瀬組

須田・渡邊組２-④山本・古屋組

三次戦

吉田・高嶺組０-④片野・石山組

須田・渡邊組④-１村上(颯)・廣瀬組

二次戦

準々決勝

辰巳・冨澤組０-④山本・古屋組

早稲田大学Ａ③-１東京女子体育大学Ｂ
一次戦
辰巳・冨澤組１-④吉澤・原田(由)組
須田・渡邊組④-０川ノ上・兼子組
吉田・高嶺組④-０荻野・新堀組
二次戦
須田・渡邊組④-１吉澤・原田(由)組
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＜男子＞

早稲田大学Ａ

優勝

二回戦

準々決勝

早稲田大学Ａ③-０東海大学Ｇ

早稲田大学Ａ③-１慶應義塾大学Ａ

一次戦

一次戦

高倉・増田組④-０岩田・佐藤組

高倉・増田組０-④櫻井・浜田組

山根(稔)・内田組④-２和泉・尾方組

髙橋・上松組④-１中川・中島組

髙橋・上松組④-Ｒ

山根（稔）・内田組④-０小田島・小杉組
二次戦

三回戦

髙橋・上松組④-０櫻井・浜田組

早稲田大学Ａ③-０学習院大学Ａ
一次戦

準決勝

高倉・増田組④-０本田・野嵜組

早稲田大学Ａ③-１法政大学Ａ

髙橋・上松組④-０佐藤・山村組

一次戦

山根(稔)・内田組④-１松隈・石井組

高倉・増田組④-３根本・渡邊組
髙橋・上松組１-④近藤・福田組

四回戦

山根（稔）・内田組 ④-３前川・西組

早稲田大学Ａ③-０青山大学Ａ

二次戦

一次戦

高倉・増田組④-３近藤・福田組

高倉・増田組④-３星・川上組
髙橋・上松組④-１中島・冨澤組

決勝

山根(稔)・内田組④-２平田・青木組

早稲田大学Ａ③-０立教大学Ａ
一次戦

五回戦

高橋・増田組④-２田島・齋藤組

早稲田大学Ａ③-２中央大学Ａ

高倉・上松組④-０松本・山舘組

一次戦

山根（稔）・内田組 ④-０小倉・大関組

高倉・増田組１-④旭・橋本組
髙橋・上松組④-１宮崎・古山組
山根（稔）・内田組④-１丸山・檜山組
二次戦
髙橋・上松組０-④旭・橋本組
三次戦
山根（稔）・内田組④-１旭・橋本組
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早稲田大学Ｂ

第３位

五回戦

二回戦

早稲田大学Ｂ③-１日本体育大学Ａ

早稲田大学Ｂ③-０千葉商科大学Ｄ

一次戦

一次戦

人見・新沼組０-④簗田・川上組

人見・宇野組④-０前川・平賀組

後藤・宇野組④-０下國・渡辺組

福井・新沼組④-０立石・田山組

福井・安谷組④-２三井・小田島組

後藤・安谷組④-Ｒ

二次戦
後藤・宇野組④-２簗田・川上組

三回戦
早稲田大学Ｂ③-０学習院大学Ｂ

準々決勝

一次戦

早稲田大学Ｂ③-０東京経済大学Ｂ

後藤・新沼組④-１川浪・宮田組

一次戦

人見・宇野組④-０相澤・井上組

福井・安谷組④-２栗原・木部組

福井・安谷組④-０相澤・武内組

後藤・新沼組④-１金子・新保組
人見・宇野組④-１清野・石毛組

四回戦
早稲田大学Ｂ③-１東洋大学Ａ

準決勝

一次戦

早稲田大学Ｂ１-③立教大学Ａ

福井・新沼組２-④萩原・繋組

一次戦

人見・宇野組④-０須藤・澤口組

人見・宇野組３-④田島・齋藤組

後藤・安谷組④-２大森・大橋組

後藤・新沼組０-④松本・山舘組

二次戦

福井・安谷組④-１小倉・大関組

人見・宇野組④-１萩原・繋組

二次戦
福井・安谷組２-④田島・齋藤組

早稲田大学 C
二回戦

三回戦

早稲田大学Ｃ③-1 東海大学Ａ

早稲田大学Ｃ③-０筑波大学Ａ

一次戦

一次戦

松村・田嶋組④-０益田・為我井組

平田・大久保組 ④-２白田・花田組

平田・大久保組 ３-④福田・中坂組

松村・田嶋組④-２加古・横山組

澤崎・髙木組④-３松元・後藤組

澤崎・髙木組④-２石川・森川組

二次戦
松村・田嶋組④-１福田・中坂組

14

四回戦

五回戦

早稲田大学Ｃ③-０東洋大学Ｂ

早稲田大学Ｃ０-③立教大学Ａ

一次戦

一次戦

松村・田嶋組④-２手島・山本組

松村・田嶋組３-④田島・齋藤組

平田・大久保組 ④-１法月・大谷組

平田・大久保組 ２-④松本・山舘組

澤崎・髙木組④-１近藤・辻村組

澤崎・髙木組１-④小倉・大関組

令和元年度関東学生ソフトテニス新進大会
日時 : １１月１６日（土)、１７日（日)
場所 : 早稲田大学所沢キャンパステニスコ-ト

＜女子＞
松井・川村組

ベスト８

下江・村田組

ベスト８

二回戦

二回戦

⑤-０田中・松本組(首都大)

⑤-０古山・野崎組(国士舘大)

三回戦

三回戦

⑤-１久米・芝組(國學大)

⑤-３桒野・保科組(青学大)

四回戦

四回戦

⑤-０江沢・糸魚川組(日女体大)

⑤-２武藤・野口組(東女体大)

準-決勝

準-決勝

３-⑤濱田・戸根組(日体大)

４-⑤鈴木・原島組(日体大)

須田・吉田組

ベスト８

辰巳・冨澤組

二回戦

二回戦

⑤-１榮・小関組(帝京大)

⑤-１岡山・石井組(明治学院大)

三回戦

三回戦

⑤-１山田・中田組(東女体大)

３-⑤中崎・友利組(東女体大)

四回戦
４-⑤浅倉・田辺組(日体大)
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＜男子＞
水木・新沼組

準優勝

山根（稔）・増田組

ベスト８

一回戦

一回戦
⑤-１相沢・井上組(学習院大)

⑤-Ｒ石井・千葉組(明治学院大)
二回戦

二回戦
⑤-１斎藤・井上組(千葉商科大)

⑤-２田山・小宮組(千葉商科大)
三回戦

三回戦
⑤-１日下部・村田組(立教大)

⑤-０梁・小板橋組(慶應大)
四回戦

四回戦
⑤-１福田・大木組(東海大)

⑤-３下國・小川組(日体大)
五回戦

五回戦
⑤-０垣本・渡辺組(日体大)

⑤-１紺井・高杉組(東海大)
準-決勝

準-決勝
⑤-１松村・宇野組(早大)

１-⑤川崎・森田組(日体大)

準決勝
⑤-４下田・岡崎組(國學大)

高倉・安谷組

ベスト１６

一回戦

決勝
４-⑤川﨑・森田組(日体大)

⑤-Ｒ中村・天谷組(成蹊大)
二回戦

松村・宇野組

ベスト８

一回戦
⑤-１西宮・関組(一橋大)
二回戦
⑤-３平畑・戸塚組(東海大)

⑤-１須田・山本組(日本大)
三回戦
⑤-０藤原・小林組(帝京大)
四回戦
２-⑤村田・小田島組(日体大)

三回戦
⑤-２齋藤(龍)・鈴木組(明治大)
四回戦
⑤-４金子・新保組(東経大)
五回戦
⑤-３高畑・小倉組(立教大)
準-決勝
１-⑤水木・新沼組(早大)

澤崎・髙木組
一回戦
⑤-３神田・菅野組(駿河大)
二回戦
⑤-１伊藤・柴田組(駒澤大)
三回戦
０-⑤益田・中坂組(東海大)
平田・大久保組
一回戦
０-⑤櫻井・浜田組(慶應大)
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第１４回ソフトテニスジュニアジャパンカップシングルス
日時 : １１月２３日(土)
場所 : 宮崎県宮崎市清武総合運動公園テニスコ-ト

＜女子＞
川村 真帆選手
一回戦
④-１中別府 瑞希選手(関西大)
二回戦
３-④佐古 香織選手(文大杉並高)
＜男子＞
高倉 和毅選手

水木 瑠選手

ベスト８

ベスト８

一回戦

一回戦

④-１白川 雄己選手(尽誠学園高)

④-１藤木 敦也選手(國學院大)

二回戦

二回戦

④-１戸田 佳惟斗選手(三重高)

④-２菊池 俊選手(霞ヶ浦高)

三回戦

三回戦

④-０増田 達四郎選手(早大)

④-０田中 康文選手(都城商業高)

準-決勝

準-決勝

２-④広岡 宙選手(NTT 西日本広島)

２-④髙城 直哉選手(前橋商業高)

山根 稔平選手

増田 達四郎選手

二回戦

一回戦

④-２齋藤 龍二選手(明治大)

④-１伊藤 端哉選手(中京大)

三回戦

二回戦

０-④阪本 崚選手(関西大)

④-３小出 尚典選手(國學院大)
三回戦
０-④高倉 和毅選手(早大)
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第１４回ソフトテニスジュニアジャパンカップダブルス
日時 : １１月２４日（日）～１１月２５日（月）
場所 : 宮崎市生目の杜運動公園テニスコ-ト

＜女子＞
川村・箱崎(清水ヶ丘高)組
一回戦
０-③隈元・竹田組(立命館大・関大)

＜男子＞
山根(稔)・西端（高田商業高）組

ベスト８

高倉・松原（尽誠学園高）組

一回戦

二回戦

③-０下原・藤木組(関学大・國學院大)

１-③山根(稔)・西端組(早大・高田商業高)

二回戦
③-１高倉・松原組(早大・尽誠学園高)

水木・坊（上宮高）組

準々決勝

一回戦

２-③平本・増田(祐)組(岡崎城西高・関大)

２-③小出・池口組(國學院大・高田商業高)

草野（中京大）・増田(達)組
一回戦
０-③中別府・上田組(高田商業高・高岡商業高)

令和元年度秋季六大学リ-グ戦
日時 : １１月３０日（土）、１２月１日（日）
場所 : 早稲田大学所沢キャンパステニスコ-ト、淵野辺テニスコート

＜女子＞

準優勝
早稲田大学③-０法政大学

早稲田大学②-１明治大学
須田・吉田組０-⑤原口・上田組

須田・村田組⑤-０原・伯耆原組

松井・渡邊組⑤-１宮下(真)・柿沼組

松井・渡邊組⑤-０岡田・安井組(東京大)

下江・髙嶺組⑤-２木瀬・宮下(こ)組

下江・髙嶺組⑤-１松村・島村組
早稲田大学③-０慶應義塾大学

早稲田大学１-②立教大学
須田・吉田組⑤-０市川・森本組

辰巳・冨澤組⑤-０遠藤・平本組

松井・渡邊組３-⑤中村・吉原組

松井・渡邊組⑤-１勝又・中井組

下江・髙嶺組２-⑤松永・土井組

下江・髙嶺組⑤-１荒木・花岡組
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＜男子＞

優勝

早稲田大学⑦-０東京大学

早稲田大学⑦-０慶應義塾大学

後藤・増田組⑤-１田中・齋藤組

後藤・増田組⑤-４中川・中島組

高倉・新沼組⑤-０星・井村組

高倉・新沼組⑤-０田中・中牟田組

水木・上松組⑤-１藤田・瀬尾組

水木・上松組⑤-３小田島・小杉組

福井・安谷組⑤-３河村・大竹組

福井・安谷組⑤-２和田・尾崎組

人見・宇野組⑤-０小倉・平賀組

人見・宇野組⑤-１梁・横田組

松村・髙木組⑤-０加藤・小久保組

松村・髙木組⑤-０櫻井・浜田組

山根(稔)・内田組⑤-０髙瀬・和田組

山根(稔)・内田組⑤-４村野・小板橋組

早稲田大学④-３明治大学

早稲田大学⑤-２立教大学

後藤・増田組⑤-２本倉・齋藤(大)組

後藤・増田組⑤-１高畑・宮村組

高倉・新沼組⑤-２根本・鈴木組

高倉・新沼組⑤-１原・内田組

水木・上松組⑤-１若林・水崎組

上松・安谷組⑤-０松本・山館組

福井・安谷組１-⑤金子・田中組

澤崎・高木組３-⑤田島・齋藤組

人見・宇野組２-⑤明渡・齋藤(龍)組

人見・宇野組⑤-３永田・上西組

松村・髙木組１-⑤野村・丸山組

平田・大久保組 ０-⑤日下部・村田組

山根(稔)・内田組⑤-０山口・佐藤組

松村・内田組⑤-１小倉・大関組

早稲田大学④-３法政大学
後藤・増田組⑤-１吉田・藤本組
高倉・新沼組⑤-２前川・西組
澤崎・高木組⑤-３濱野・土屋組
上松・安谷組２-⑤土佐・洞谷組
人見・宇野組４-⑤下平・道下組
松村・内田組４-⑤近藤・福田組
平田・大久保組 ⑤-Ｒ

第５３回総理大臣杯全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会
日時：１２月１日（日）
場所：神奈川県小田原市小田原アリーナ

＜女子＞
小山・川村組
予選リーグ
④-３阿久根・中別府組(関西大)
２-④林田・島津組(東女体大)
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＜男子＞
長尾・松本組

内本・因組

予選リーグ

予選リーグ

０-④根本・渡邊組(法政大)

０-④山根・岩本組(早大)

④-２福井・田嶋組(早大)

３-④中平・米澤組(明治大)

髙橋・奥村組

福井・田嶋組

予選リーグ

予選リーグ

④-３本倉・齋藤組(明治大)

３-④根本・渡邊組(法政大)

１-④溝端・山本組(日体大)

２-④長尾・松本組(早大)

山根・岩本組

水木・白井組

予選リーグ

予選リーグ

④-３内本・因組(早大)

３-④中島・駒組(関外大)

０-④中平・米澤組(明治大)

２-④阪本・飯田組(関西大)

第５６回関東学生選抜ソフトテニスインドア大会
日時:１２月６日（金）
場所:神奈川県小田原市小田原アリーナ

＜女子＞
小山・川村組

下江・花園組

一回戦

一回戦

⑤-４松永・土井組(立教大)

３-⑤黒田・桑名組(日体大)

二回戦
０-⑤髙崎・小松組(東女体大)

＜男子＞
内本・上松組

優勝

高倉・内田組

第３位

一回戦

一回戦

⑤-１根本・渡邊組(法政大)

⑤-４濱野・佐藤(勇)組(國學院大)

準々決勝

準々決勝

⑤-４溝端・山本組(日体大)

⑤-４中平・米澤組(明治大)

準決勝

準決勝

⑤-３高倉・内田組(早大)

３-⑤内本・上松組(早大)

決勝
⑤-３本倉・斎藤組(明治大)
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長尾・松本組

ベスト８

山根・岩本組

一回戦

一回戦

⑤-１和泉・中坂組(東海大)

０-⑤溝端・山本組(日体大)

準々決勝
１-⑤本倉・斎藤(大)組(明治大)
水木・白井組
一回戦
２-⑤北本・丸山組(明治大)

第 66 回東西六大学王座決定戦
日時：１２月１５日（日）
場所：明治大学和泉キャンパス体育館

＜男子＞

準優勝

早稲田大学３-④同志社大学
後藤・増田組３-④村上・諌山組
高倉・新沼組④-２稲福・上中組
水木・上松組１-④上岡・三輪組
福井・安谷組④-２及川・後藤組
人見・宇野組０-④鈴木・西村組
松村・髙木組３-④鏡味・山角組
山根・内田組④-０中西・林組

第５３回全日本社会人・学生対抗インドアソフトテニス大会
日時:１月１９日(日)
場所:スカイホール豊田

＜女子＞
学生チーム

準優勝

学生チーム１-④社会人チーム
竹田・中﨑組④-３大羅・森松組
徳重・吉田組０-④塚川・地中組
林田・島津組１-④高橋・半谷組
小林・吉田組１-④徳川・黒木組
小山・小松組１-④横山・大槻組
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＜男子＞
学生チーム

優勝

学生チーム⑤-２社会人チーム
橋本・星野組④-２森田・黒羽組
中平・米澤組④-２青木・臼井組
草野・伊藤組１-④中本・鈴木組
内本・上松組④-０船水・星野組
長尾・松本組④-１林田・柴田組
上岡・三輪組１-④安藤(優)・安藤(圭)組
山根(稔)・内田組④-３瀬口・須内組

＜ルーセントカップ決勝トーナメント＞
＜男子＞
内本・上松組

優勝

山根・内田組

第３位

準々決勝

準々決勝

④-２長尾・松本組(早大)

④-１安藤(優)・安藤(圭)組(東京ガス、東邦ガス)

準決勝

準決勝

④-３橋本・星野組(日体大)

０-④中本・鈴木組(福井県庁)

決勝
④-２中本・鈴木組(福井県庁)
長尾・松本組

ベスト８

準々決勝
２-④内本・上松組(早大)

ルーセントカップ第 60 回東京インドア全日本ソフトテニス大会
場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
日時:１月２６日（日）

＜男子＞
船水（YONEX）・上松組

長尾・松本組

予選リーグ

予選リーグ

④-３中本・鈴木組(福井県庁)

３-④安藤・安藤組(東京ガス・東邦ガス)

２-④丸中・林組(NTT 西日本)

２-④林田・柴田組(YONEX)
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全日本インドアソフトテニス選手権大会
場所: 丸善インテックアリーナ大阪
日時：２月２日（日）

＜男子＞
日時:１月２６日（日）
船水（YONEX）・上松

準優勝

組

予選リーグ
④-1 濵田・大和崎組(東大阪市ソフトテニス協会・大阪ガス)
④-1 村上・林組(NTT 西日本)
決勝トーナメント
準決勝
⑤-3 安藤(優)・安藤(圭)組(東京ガス・東邦ガス)
決勝
4-⑤中本・鈴木組(福井県庁)
内本・内田組

長尾・松本組

予選リーグ

予選リーグ

④-１柳田・神川組(四日市大学・南国殖産)

３-④船水・広岡組(NTT 西日本)

３-④中本・鈴木組(福井県庁)

④-１林田・柴田組（YONEX)

全日本インドアソフトテニス選手権大会
場所: 丸善インテックアリーナ大阪
日時：２月２日（日）
日時:１月２６日（日）
＜男子＞
長尾・松本組
予選リーグ
④-１西・山口組(LUMOS)
０-④西本・井口(介)組(都城商業高校・新田小中学校教員)
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第３４回ダンロップカップ全日本女子団体選抜ソフトテニス大会
場所:三重県四日市市四日市ドーム
日時：２月１５日（土）、１６日（日）
早稲田大学Ａ
日時:１月２６日（日）
一次リーグ
早稲田大学Ａ②-１ルーセント

早稲田大学Ａ０-③アドマテックス

辰巳・川村組④-２清水・北脇組

辰巳・髙嶺組１-④伊藤・竹田組

須田・渡邊組０-④田中・廣本組

須田・川村組２-④那須・奥田組

下江・髙嶺組④-１和田・河村組

下江・渡邊組３-④松田・坂本組

二次リーグ
早稲田大学Ａ１-②ナガセケンコー

早稲田大学Ａ０-③東芝姫路

辰巳・川村組２-④髙井・芝崎組

辰巳・川村組１-④柳田・岡野組

須田・渡邊組④-３勝田・木原組

須田・渡邊組０-④志牟田・泉谷組

下江・髙嶺組０-④早川・佐々木組

下江・髙嶺組２-④中野・久保組

早稲田大学Ａ１-②ワタキューセイモア

早稲田大学Ａ②-１きのくに信金

辰巳・髙嶺組０-④七尾・松本組

辰巳・川村組④-１笠垣・増田組

須田・川村組１-④工藤・横田組

須田・渡邊組２-④吉川・井用組

下江・渡邊組④-０本吉・海老根組

下江・髙嶺組④-２山本・石井組

早稲田大学 B・東雲女子大学
一次リーグ
早稲田大学Ｂ・東雲女子大学０-③トヨタ自動車

早稲田大学Ｂ・東雲女子大学０-③城山観光

吉岡・足立組(東雲女子大)１-④羽生田・柘植組

鍬本・瀬尾組(東雲女子大)０-④大園・元村組

冨澤・村田組１-④奥嶋・田川組

吉岡・足立組(東雲女子大)２-④黒木・藤澤組

鍬本・瀬尾組(東雲女子大)１-④若子・井本組

松井・村田組１-④齊藤・加組

24

早稲田大学Ｂ・東雲女子大学１-②神戸松蔭女子大学Ｃ
吉岡・足立組(東雲女子大)④-３竹田・榎田組
冨澤・村田組０-④大北・津田組
鍬本・瀬尾組(東雲女子大)０-④中西・木村組

二次リーグ
早稲田大学Ｂ・東雲女子大学０-③チームサニーブリーズ
鍬本・瀬尾組(東雲女子大)０-④阪本・西本組
冨澤・村田組０-④上野・吉野組
吉岡・足立組(東雲女子大)０-④松本・金城組

コンソレーションマッチ
早稲田大学Ｂ・東雲女子大学０ｰ③中京大学Ｂ
鍬本・瀬尾組(東雲女子大)１ｰ④鹿島・杉原組
万野・石橋組(東雲女子大・神戸松蔭大)１ｰ④風村・佐藤組
冨澤・村田組３ｰ④光田・吉田組

YONEXCUP2020 国際ソフトテニス札幌大会
場所:北海道立総合体育センター
日時：２月２３日（日）
日時:１月２６日（日）

＜男子＞

船水(YONEX)・上松組

優勝

予選リーグ

決勝トーナメント

④-０大江・氏家(三省ソフトテニスクラブ・米里クラブ )

準決勝

④-１内海・田中組(蘭友クラブ・M・1.1 クラブ) ④-１下國・榊原組(日体大・なべ’ｓチルドレン )
決勝

④-１白川・石川組(尽誠学園高校)

④-１桂・高月組(YONEX)
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