
第１回 関西の大学テニスサークルALLメンバー 現役 vs OBOG対抗戦：結果
2017.3.11@コスパ神埼川

試合方式①現役vsOBOG対抗戦→１セットマッチ、６−６タイブレーク、デュースあり。
試合方式②OBOG同士→６ゲーム先取ノーアド、５−５タイブレーク。
試合方式③エキシビジョンマッチ→4ゲーム先取ノーアド、3−3タイブレーク。
種目＆番号の書いている試合が、現役vsOBOG。左側の名前が現役、右側の名前がOBOG。

参加選手 
※主にALL WEST経験者 

他には、 
ALL EASTのOBOG 

各大学内の大会上位の現役 
主催者が推薦した方

◆OBメンバー24名 ◆OGメンバー19名 ◆現役男17名 ◆現役女９名
湯川 宜則（関大ビギン）4 仁田 敦雄（近大ローゼン）0 是永 真帆（立命シルキーコットン）3.5 池尻 陽香（関大KFG）4 古澤 翔太（立命シルキーコットン）5 森田 剛生（阪大Apple pie） 2 西尾 江実莉（同大硬式） 4
六車 直遠（関学ASH）4.5 箱崎 彰一（関学WinG）3 三上(具志堅) 恵（スクラッチ)4.5 吉場 暁子（阪大硬式）3 佐々木 凌聖（立命シルキーコットン）4 青山 央（阪大ポーキー） 2 幸泉 愛美（関学ローン）4
川西 達也（関大SLTC）4 森高 大貴（阪大愛好会）3.5 高橋 愛（関大SLTC）3 水間 陽子（独苦頂上）3.5 前田 敦司（立命シルキーコットン）4 勝部 康平(近大ローゼン)4 八木 美郷（関学ローン）4
山本 章了(立命シルキーコットン)4.5 古田 歩（関学WinG）4 室田 彩花（関大SLTC）3 白川 未来（早大マッチポイント）3 中山 大輔（同大インペリアル）4 西田 海渡(近大ローゼン)4 谷郷 由依（甲南SLC）3
石川 祐輝（関学上ヶ原）4.5 中尾 雄飛（関学ASH）4 山口 真奈（同大）4 林 まりな（関学ASH）4.5 森 彩人（関学ASH） 4 田畑 真奈美（関学ASH）4
今河 亮（独苦頂上）3.5 堀田 健（京大硬庭）3 榎木 香織（阪大愛好会）2.5 上野(里村) 明香（京大硬庭）3 西村 顕人（関学ASH）4 東 世里菜（関学ローン）4
小林 一成（京大JUST OUT）4 岸田 貴登（法政ローン）4 角田(西住) 友見（関西外大スピリッツ）0 清水 遼（関学ASH） 4 南口 循子（関大KFG）4
木谷 晋久（独苦頂上）4 丸岩 雄治（京産アップル）4.5 東田 茉美（立命ラバッツ）3 徳永 かんじ（関学ASH）4 角 玲穂（関大SLTC）2
櫻井 崇晴（関学上ヶ原）4 岡崎 淳隆（甲南アップル）４ 川本(柳) 清美（関西外大スピリッツ）3.5 山本 琢朗（関学ASH）5 清水 咲（摂南大学）2
淺井 聖也（ぱるぷんて）4 篠崎 高志（C.A.F.T）3.5 山村(高橋) 陽子（TEN）3.5 村田 龍星（甲南アップル）4
金子 竜士（ぱるぷんて）4.5 村上 大（WIN-WIN）0 塩見(福永) 香（神商大LATC）4.5 塩谷 祐樹(甲南SLC) 3
吉原 正人（WIN-WIN）3.5 梼原(三好) あかね（同大クォーター）3.5 伊吹 洸一（同大グリーン）3.5 
楠木 紫雲（スクラッチ）3.5 榊(山内) 美里(WIN-WIN)3 大倉直勲（同大regina）3.5

男子ダブルス 
17勝8敗で現役勝利 

男子シングルス 
４勝３敗でOBの勝利

男D① 
◯古澤・森7-6(5)小林・吉原●

男D② 
◯清水・西村6-2湯川・丸岩●

男D③ 
◯佐々木・徳永6-4櫻井・箱崎●

男D④ 
●勝部・西田3-6川西・岸田◯

男D⑤ 
●前田・山本1-6淺井・金子◯

男D⑥ 
◯村田・塩谷6-1石川・木谷●

男D⑦ 
●青山・森田5-7岡崎・篠崎◯

男D⑧ 
◯伊吹・大倉7-6(7)古田・中尾●

男D⑨ 
◯中山・西田6-4今河・楠木●

男D10 
◯清水・前田6-2山本・六車●

男D11 
◯古澤・山本6-4櫻井・箱崎●

男D12 
◯森・西村6-2木谷・湯川●

男D13 
◯森田・青山6-3川西・岸田●

男D14 
◯中山・森6-2古田・六車●

男D15 
◯大倉・村田6-1吉原・森高●

男D16 
◯西村・佐々木6-3金子・石川●

男D17 
◯清水・徳永6-3湯川・櫻井●

男D18 
●西田・古澤4-6古田・箱崎◯

男D19 
●勝部・前田0-6丸岩・川西◯

男D20 
●塩谷・伊吹2-6山本・淺井◯

男D21 
●山本・村田4-6篠崎・岸田◯

男D22 
●山本・森4-6川西・森高◯

男D23 
◯清水・佐々木7-5岡崎・吉原●

男D24 
◯古澤・中山6-2金子・山本●

男25 
◯徳永・西村6-0小林・今河●

男S① 
●徳永4-6小林◯

男S② 
◯佐々木6-2淺井●

男S③ 
◯勝部7-5丸岩●

男S④ 
●伊吹2-6篠崎◯

男S⑤ 
●塩谷2-6六車◯

男S⑥ 
◯中山6-3石川●

男S⑦ 
●大倉3-6金子◯

女子ダブルス 
７勝４敗でOGの勝利 
女子シングルス 
１勝１敗で引き分け

女D① 
●八木・田畑4-6山内・山口◯

女D② 
●幸泉・東3-6白川・高橋◯

女D③ 
●谷郷・西尾1-6是永・吉場◯

女D④ 
●南口・角4-6室田・池尻◯

女D⑤ 
●清水・角2-6上野・池尻◯

女D⑥ 
●西尾・幸泉3-6塩見・山村◯

女D⑦ 
◯八木・南口6-1白川・山口●

女D⑧ 
◯東・田畑6-1東田・室田●

女D⑨ 
◯八木・東6-1上野・是永●

女D⑩ 
◯南口・田畑6-1白川・高橋●

女D11 
●幸泉・谷郷1-6川本・塩見◯

女S① 
◯西尾6-3林●

女S② 
●谷郷3-6具志堅◯

ミックス 
４勝１敗１分けでOBOGの勝利

ミックス① 
●山本・幸泉5-7山本・山内◯

ミックス② 
●勝部・西尾4-6林・櫻井◯

ミックス③ 
●西田・八木(5)6-7古田・山口◯

ミックス④ 
●村田・田畑5-7六車・池尻◯

ミックス⑤ 
◯前田・南口6-4東田・岡崎●

ミックス⑥ 
東・古澤5-5水間・木谷

計51本（男S7本、男D25本、女S２本、女D11本、混D6本）で、26勝24敗1分けで現役の勝利！

エキシビジョンマッチ

OB同士① 
◯今河・中尾6-1木谷・楠木●

OB同士② 
●石川・岸田1-6中尾・楠木◯

OB同士③ 
◯小林・吉原4-2森高・淺井●

OB同士④ 
●今河・楠木3-4金子・山本◯

エキシビ現役OB 
●伊吹・大倉1-4丸岩・湯川◯

OG同士① 
●塩見・梼原1-6山村・川本◯

OG同士② 
◯上野・榎本6-2林・水間●

OG同士③ 
◯山内・高橋6-5具志堅・吉場●

OG同士④ 
●林・具志堅5-6梼原・川本◯

OG同士⑤ 
●榎木・是永2-6水間・吉場◯

OG同士⑥ 
◯梼原・山村6-2東田・山口●

エキシビOG同士⑦ 
●是永・榎木1-4梼原・川本◯

OG同士⑧ 
●林・具志堅5-1塩見・山村◯

OBOG同士MIX① 
◯森高・清水6-1堀田・東田●

OBOG同士MIX② 
●堀田・室田1-6中尾・池尻◯

OBOG同士MIX③ 
●堀田・塩見4-6岡崎・谷郷◯

エキシビOBOGMIX④ 
●湯川・具志堅2-4丸岩・水間◯


