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【1995 年の東西対抗】

【1994~1997】
すでに関西 No1 を決めるニューカレッジアン・
トーナメントは第 25 回を数えています。
会場はマリンテニスパーク北村・神崎川テニス
クラブ・シーサイドテニスガーデン舞洲。
名称は変わっていますが場所は今と変わらず。
しかしドロー数は、男子シングルスだと脅威の
1,000 ドロー超えです。しかも全て３セット。
草大会であるプリンスカップなども全国で数万
人単位のエントリー数がありました。

【１月】
関同連に加盟するには各サークルから役員を２名出す必要が
あります。総会が年に１度、１月にあり、次年度の予定や登録、
大会スケジュールなどの重要な連絡があります。

【2008 年の東西対抗】

【２月】
１Day ミックストーナメント

【３月下旬〜４月上旬】
木下杯

【５月】
クラブ対抗トーナメント

【夏〜秋】
FESTA2017（通称全日）

【９月】
フレッシュトーナメント
ミックスダブルストーナメント

【９月下旬〜 10 月】
ニューカレッジアン・トーナメント

【11 月】
大学庭球同好会東西対抗戦
新人戦

（仮）大学オールメンバー現役 vsOBOG
対抗戦

【12 月】
オール大学別対抗トーナメント
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1973 関同連創設 関同連の主催する主な大会のスケジュール

【1997 年の東西対抗】

【2005 年の東西対抗】

←
江坂会場

関東・関西
交互での開催
が基本です。

【1996 年の東西対抗】

【1997 年の全日 FESTA】

【2007 年の東西対抗】

↑
ナイターマッチでは小雪が…

↑
FESTA（全日）酒臭いまま試合もざら ( 笑 )

↑
東西対抗は毎年 11 月頃に開催

↑東西代表が入り乱れる
　初日夜の宴会

↑２年に１度の山梨県の FIT リゾート

↖︎↓↘︎↑
山梨の FIT リゾートはこの年で出禁
に。。。。笑　朝食のパンプキンスープ、
最高でした。関西が１０−７で勝利！

↑関西が９−８で２年連続の勝利！！

関西代表と関東代表が一
緒にお酒を飲み、熱い試
合をして、様々な大学や
サークルとの交流が深ま
るのが東西対抗戦の良さ

↑
雨天のためインドア開催

【2014 年東西対抗】

【2013 年東西対抗】 【2016 年東西対抗】【2011 年の東西対抗】
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【2010 年の東西対抗】

TO BE CONTINUED...

↑
社会人になっても、当時のメンバーとの交流が
長く続いてる人は多いんじゃないでしょうか☆

オール３セットの厳し
い ニューカレを勝ち上
がり、ALLWEST となっ
て、東西対抗戦への出
場権獲得！！
←↓

↑①みんな素敵な笑顔からの〜

↑関西チームが関東に９−８で勝利！！

↑②円陣組んで試合からの〜

↑③負けた人は土下座〜（笑）

← '13 関西男子 試合前夜（金曜）には
レセプションを実施→

↑関西代表円陣！黒アップカッコイイ！！

'13 関西関東女子→

●全日本学生庭球同好会連盟

●関東学生庭球同好会連盟

●関西学生庭球同好会連盟

● Chain-tennis

↑たぶん敗北者たち（笑）

↖︎記念撮影パシャり☆

←飲み会でお疲れ気味

↓関西女子陣

↑この年の東西は白子開催。FESTA・パラディー
ゾ・東西対抗全て白子だったため、３回も千
葉まで行った彼。

2012
【2012 年の東西対抗】

【2015 年の東西対抗】



①木谷晋久
②くんちゃん
③知ってる人が良いです。
④福島がヤンキーに絡まれたこと
⑤トスが上がるか心配
⑥練習するー

独苦頂上

①古田 歩
②あゆむ
③特にありません
④なだりゅう強い
⑤テニスを楽しむ！
⑥今回を機に再びテニスを始めようと
思います。

関学 WinG

①石川 祐輝
②いっし〜
③出来れば知り合いがいいですが、基
本的にいいように使ってください。
④よく負けました。笑
⑤すぐるさん、企画ありがとうござい
ます！
⑥ごめんなさい！今年はゴルフ優先で
活動します！

関学上ヶ原

①吉原正人
②よっしー
③同世代あたりと 1 回くらいはやり
たい♩
④最後の東西で人生で初めて足が痙攣
したこと。なのにそのあとボーリング
5 ゲームしたこと。
⑤こういうのを待っていた♩
⑥バックハンドをクロスに飛ばす

WIN-WIN

①川西 達也
②たっちゃん
③篠崎、岸田
④男子シングル唯一の勝利
⑤太ってても動けるってことを証明し
ます
⑥今年は積極的にテニスします

関大 TCA

①淺井聖也
②せーちゃん、せいや
③金子、まりな、陽子さん
④ウェストの服がすぐなくなったこと
⑤同窓会みたいでいい
⑥テクニファイバーを使いこなす！！

ぱるぷんて / 立命シルキーコットン

①小林一成（こばやしいっせい） 
②いっせー 
③まりなちゃん！笑 
④ダブルス 4 戦全敗。 
⑤ OB もシングルやりましょ。 
⑥現状維持

京大 JUST OUT

①箱崎彰一
②はこやん
③櫻井
④テニスが上手くなるきっかけになっ
た試合
⑤久しぶりの関西で楽しみ
⑥今年はテニスではなくパデル！！

関学 WinG

①仁田敦雄
②仁田敦雄
③堀田健
④東西対抗は単複完敗
⑤素晴らしい試み。今のカンドウレン
が盛り上げってほしい。
⑥テニスをする！

近大ローゼン

①森高大貴
②モーリー
③特になし
④勝って美味しい酒を飲めたこと
⑤頑張ります！
⑥痩せるためにテニスします！

阪大愛好会

①山本章了
②しょうりょう
③
④全国に友達ができて、ホントにテニ
スやっててよかったって思いました
⑤楽しみにしてます！
⑥男ダブ・ミックス・団体問わずで年
間 10 大会優勝！…したいなぁ

立命シルキーコットン / 独苦頂上

①金子竜士
②りゅーじ、
③淺井、櫻井、箱崎
④ダブル 3 勝 1 敗のうちの 1 敗です
…
⑤サークルの同窓会みたいで楽しみで
す！
⑥月 1 回はテニスしようかな…

ぱるぷんて / 立命シルキーコットン

①六車直遠
②ムグ
③林まりな
④年々シングルスがしんどくなってい
きました笑
⑤第 2 回期待！！
⑥常に楽しく！

関学 ASH

①櫻井崇晴
②イケメン
③箱崎
④出たとき ( 計 3 回 ) よりも、負けて
出れなかったことが一番の思い出で
す。
⑤ニューカレダブルス二連覇した人っ
て誰かいる？
⑥箱崎に勝ちたい

関学上ヶ原

①中尾雄飛
②ゆーひ
③知ってる人がいいかな…
④東西対抗はレセプションの日が楽しすぎ
て二日酔いばっりでした…⑤こういう機会
があるとサークルでテニスしててよかった
なって思います！主催者の方々、ありがと
うございます！⑥おっさんテニスもできる
ようになっていきたいなぁー

関学 ASH

①今河亮
②亮くん
③一成
④紫雲が必ずふく
⑤現役のスピードについていけるよー
に頑張ります
⑥怪我をしない

独苦頂上

①楠木紫雲 
②しうん 
③今河さん 
④めーと野村さんのボクシング 
⑤関西のサークルが盛り上がりますよ
うに 
⑥運動不足解消 

関学スクラッチ

①湯川 宜則
②専務
③ＣＡＳメンバー
④楽しみにしてた東西対抗戦の対戦相
手がまさかのデフォ。。。
⑤一勝はしたいです。
⑥今年はシングルス頑張ろうかなって
思ってます。

関大ビギン

●参加者全員のプロフィールを完全収録●

大学テニスサークル
OB・OG・現役生一覧

関西学生庭球同好会連盟（以下関同連）は、1972 年に創設された関西
の大学テニスサークル界で最も古くから大会を運営している団体です。
関 西 No1 を 決 め る " ニ ュ ー カ レ ッ ジ ア ン・ テ ニ ス ト ー ナ メ ン ト "
の 上 位 入 賞 者 は、 毎 年 関 東 の 代 表 メ ン バ ー と " 東 西 対 抗 戦 " を 行
い（←これがまたとてもとても楽しい）、関同連が運営する各種大会
は、 サ ー ク ル の 全 国 大 会 で あ る "FESTA" に も つ な が っ て い ま す。（ ←
こ れ が ま た と て も と て も 楽 し い ） 関 西 の オ ー プ ン・ フ レ ッ シ ュ・
サ ー ク ル・ 大 学 の 各 No.1 を 決 め る 大 会 を 運 営 し て い る の が、" 関 同
連 " な ん で す！ 関 同 連 を 知 ら な か っ た 方 は、 ぜ ひ 覚 え て 帰 っ て 下 さ い ね！
①名前 ②あだ名 ③組みたいペア ④ニューカレの思い出 ⑤今大会の意気込み ⑥ 2017 年のテニス

①岡﨑 淳隆
②きよ
③どなたでも
④予選は出ましたが、本戦は参加しな
かったのでとくにありません（笑）
⑤肩身が狭すぎて不安ですが、頑張り
ますのでお願いします。。
⑥体づくりからはじめます笑

甲南アップル

①堀田健
③仁田敦雄
④参加者の層が厚く、接戦続きで楽し
かったです。
⑤面白い企画だと思います。参加者の
輪がさらに拡がると良いですね。
⑥試合に出る機会を増やしたいとは思
います（なかなか実現できませんが）。

京大硬庭

①岸田貴登
②たかと
③特になし
④灘さんのボレー
⑤斬新！
⑥オールイーストですがよろしくお願
いします

法政ローン

①丸岩雄治 マルイワユウジ
②まるちゃん
③どなたでも
④ありません
⑤頑張ります
⑥肉離れ完治

京産アップル

①篠崎高志 
②しのちゃん、しのくん 
③誰でも構いません！ 
④イーストに選ばれましたが東西対抗
には行ったことありません。 
⑤初めましての方が多く緊張してます。 
⑥もっと、スイングスピードとボール
のスピード上げます。 

Ｃ . Ａ . Ｆ . Ｔ

①村上大
②だいちゃん、すぐるし、ビック
③組んでくださる方なら
④ニューカレ→シングル 4R:AM140 分、5R210 分、

QF140 分、SF スコーン。東西→関西の勝利を決め

るタイブレ勝ち。ガラスバリーン。

⑤思いつきのこの企画、参加者の方々に感謝 !!

⑥テニス企画参加者計 5000 人

WIN-WIN

①是永真帆
②これまん
③よしばさん、よーこちゃん、榎木さ
ん、里村さん ( 知り合い並べました笑 )
④ニューカレは大学から舞洲まで行く
のに遠かったイメージしかないです
⑤楽しみます☆
⑥今年も現状維持目指して頑張ります

立命シルキーコットン / 独苦頂上

①三上恵「具志堅」
②ぐっしー
③組んでもらえたら誰でも大丈夫です！
④東京いったり楽しかったー！シング
ルすると足つってました！
⑤めちゃめちゃワクワクします！
⑥テニスで色々な人と縁がつながった
ので、2 週に一回はテニスします

関学スクラッチ /WIN-WIN

①高橋愛
②あいぼん
③みきてぃ、あむちゃん
④青春！
⑤全力で楽しみまーす！
⑥ジャイアントキリング笑

関大 SLTC

①室田彩花
②あむ
③ぼん、みきてぃー、ずんこ
④おっちゃんとの出会い
⑤気合いだけは充分
⑥打倒おばちゃんテニ

関大 SLTC

①山口真奈（右）
②やまな、まな
③山内美里
④ニューカレも東西対抗もマッポまく
られた経験あり
⑤久々に皆さんとお会いできるの楽し
みです！
⑥最近ラケットよりクラブを握ること
が多いので間違えないようにします。

同大 FAT

①榎木香織
②えのっきー
③西住さんがテニスするなら久しぶり
に組んでみたい
④ニューカレのダブルスで、シングル
スでは絶対歯が立たない子に勝てたこ
と。そして、念願の ALL WEST に！
⑤なんかみんな凄そう。。。
⑥怪我しない程度に頑張ります。

阪大愛好会

①林まりな
②まりな
③六車
④
⑤久々に皆に会えるのが楽しみです！
⑥怪我しないように頑張ります。

関学 ASH

①東田茉美
②ひがちゃん / まみごん
③誰とでも大丈夫です♩
④あのとき知り合えた皆と今でも仲良
くしてもらえてるのが幸せです‼‼
⑤すごく楽しみです♩
⑥今年こそは焼けない‼‼

立命ラバッツ

①川本 ( 柳 ) 清美 ②やなぎ ③誰でもオー
ケーです。 緊張するから 1 試合めはできれ
ば三好あかねと④ペアにも恵まれ東西にも
いけて、関東の人すごい強かったけどとて
もいい思い出です。 ⑤卒業して何年もたつ
のにこんなイベントに参加させてもらって
嬉しいです！ ⑥テニス全く自信ないけど、
せっかくうまい人達とできるので、色々教
えてもらいたいです 。

関西外大スピリッツ

①山村 ( 高橋 ) 陽子
②陽子ちゃん
③どなたでも檮原 ( 三好 ) あかね ( 柳 )
清美 
④色々な大学の選手と交流が持てたこ
と
⑤企画ありがとうございます☆
⑥怪我なくプレーすること

関学 TEN

①塩見 ( 福永 ) 香 ②かーちゃん or ちゃんかー ③

山村陽子ちゃん 仁田くん ④いっぱいありすぎます

が、昼間は熱くテニス、夜はひたすら飲んで、泣

いて ( 泣き上戸 )、笑って、次の日二日酔いで試合

して。。。楽しかったなぁ♩⑤最年長に近いかも⁈

ですが、久しぶりに友達にも会えるので若かりし

頃を思い出して楽しみたいです！ ⑥去年テニスし

過ぎて若干燃え尽き症候群ですが、今年も何かの

試合で兵庫代表になれたらいいなぁ〜 

神戸商大 LATC

①檮原 ( 三好 ) あかね
②あかくん
③柳さん、高橋陽子さん
④毎夜、ペアと飲んで、騒いでたから、
試合中、2 人で、酒臭さかった思い出
が。⑤学生時代にテニスで知り合った
サイコーの仲間に会えるのを楽しみに
しております。
⑥メンタル強化。口で勝つ！

　　　　　  同大クォーター

①榊 ( 山内 ) 美里
②みりや
③山口真奈
④とにかく楽しい東西対抗でした★！
まなとペア組めて良かったなー❤️と思
う東西対抗でした！
⑤久々にいろんな人と会えるのでとて
も楽しみです (*´ ∀｀ *)
⑥テニスは最低月に一回。笑

WIN-WIN

⓵池尻陽香
②はるちゃん
③吉村美奈子
⓸みんなテニスもお酒も大好き
⓹幅広い年代層の方と繋がりができる
のが楽しみ！
⑥昨年よりもたくさん大会に出たい！

関大 KFG



①吉場 暁子
②よしばー
③だれでも
④ニューカレシングル準決勝で舞洲セ
ンターコートで 4 時間半試合したあ
との生気のない自分の顔のひどさ
⑤最長老なんちゃう？若手が多くてプ
レッシャーやわ
⑥だれかサーブおしえて〜
　　　　　　　　　　　　　阪大硬式

①前田敦司
②アッちゃん
③古澤翔太さん、山本琢朗
④ペアが橋から飛び降りてでれません
でした
⑤ OB 訪問のつもりで参加します。内
定ください。
⑥フェスタで団体優勝します

立命シルキーコットン

①古澤翔太②せりなのお兄ちゃん
③全員 ( しょーりょーさん ) ④仲良くなれ
たこと
⑤素晴らしい機会を設けていただいてあり
がとうございますこれからも貴重な体験を
続けていけれたらいいなと思ってます ( 本
音 ) ⑥社会人になりますが、土日はテニス
したいです。出来なければ家でラケット握
ります

立命シルキーコットン

①角田 ( 西住 ) 友見②ずみ③榎木さん
④高校の時から知っている榎木さんと目標
にしていた大会で勝ち進めた事。榎木さん
が前にいてくれるだけで心強かったなぁ♩
⑤当時の事を思い出して、とても懐かしい
気持ちになりました！大ちゃん素敵な企画
をありがとう〜♩
⑥子連れでテニスできる機会を増やしたい　　　　　　

関西外大スピリッツ

①上野 ( 里村 ) 明香②さとむら / あすか ③
知っている人（吉場、榎木、是永、中尾、
今河）、池尻さん ( たぶん、テニス部顧問を
していたときの別の学校の生徒なので。向
こうは気付いてないかもしれないけど） 
④東西対抗の最初のパーティー 
⑤久しぶりに会う人が多くて楽しみです。 
⑥定期的にテニスをしたいなー 

京大硬庭

①佐々木凌聖
②りょうせい
③古澤くん
④桑鶴さんと兄弟になれた
⑤この後追いコン
⑥サウンスポーになる

立命シルキーコットン

①白川未来 ②みき、みっきー、みき
てぃー ③あいぼん、あむちゃん、や
まな♡
④江坂のインドアでれつと吠えあって
いたこと 笑
⑤イーストですが、お邪魔させて頂き
ます！！
⑥今年も楽しむ！♡テニスを通じてた
くさんの人と知り合う♩ 

早大マッチポイント

①水間 陽子②よーこ③是永さん林まりな
ちゃん一成さん④３時間以上試合をして、
大会でコートを押さえて頂いていた時間を
過ぎても試合をしたこと（役員の方すみま
せんでした）。FIT のご飯がおいしかったこ
と♥⑤びっくさん企画・運営ありがとうご
ざいます !!! 大学卒業ぶりにお会いできる方
もいてとても楽しみに してました☆⑥今年
は走ります !!!

独苦頂上

①中山大輔
②だいすけ
③西尾江美莉、にしだかいと
④全ての試合
⑤ 10 人と仲良くなる！
⑥パデル日本代表目指します！

同大インペリアル

①森彩人
②彩人
③他のサークルの子
④一没したこと
⑤大学生最後の試合になるので頑張り
たいです！
⑥怪我だけはしないように

関学 ASH

①西村顕人
②重工業
③遼
④高校からの同期の山下とダブルスを
組めたこと
⑤優勝☝
⑥優勝☝

関学 ASH

①清水遼
②りょう
③けんと
④特になし
⑤社会人とたくさん話し、就活を頑張
る
⑥無双する

関学 ASH

①徳永幹史
②かんじ
③ぺいぺいなので選べません
④でてないので特に無し
⑤目指せ全勝☝
⑥目指せフェデラー並の片手バック

関学 ASH

①山本琢朗
②山本琢朗
③自分はまだ人を選べるような立場に
いません
④昼は準優勝☝夜は優勝☝
⑤このような大会に参加させていただける
ことを大変嬉しく思います。精一杯頑張り
ますので宜しくお願い致します。
⑥ 2017 年式片手フォアハンド

関学 ASH

①村田 龍星
②リュウセイ
③特になし
④なし
⑤頑張ります！
⑥楽しみたいです。

甲南アップル

①塩谷祐樹 
②ソルティー 
③立命館大学の前田敦司 
④出てません。笑 
⑤一生懸命頑張ります‼ 
⑥オール甲南で優勝する！ 

甲南 SLC

①伊吹 汰一 
②たいち 
③大倉 直勲 
④でたことないんでわからないです笑 
⑤強い人がいっぱい集まるので楽しみ
です！ 
⑥草トや関同連の試合にいっぱいでて
勝ちたいとおもってます

同大グリーン

①青山 央
②青山
③森田
④なし
⑤よろしくお願いします！

阪大ポーキー

①大倉直勲 オオクラナオヒロ
②オークラ
③伊吹汰一
④出たことありません
⑤頑張ってレベルの高いみなさんにつ
いていきます。
⑥サーブのトスをうまくなる

同大 regina

①森田剛生
②もーりー
③青山央
④なし
⑤騒いでいきまーす
⑥いろんな人とテニスできたらいいな
と思ってます！

阪大 Apple pie

①勝部康平 
②べーかつ 
③どなたでも構いません 
④出たことないので分かりません 
⑤頑張りますのでよろしくお願いしま
す。 
⑥今年から社会人なのでどなたか面白
い社会人サークル教えてください。 

近大ローゼン

①西田海渡 
②かいと 
③中山大輔、古澤翔太 
④出たことないのでわかりません 
⑤下手くそですがよろしくお願いしま
す 
⑥就活があるので終わるまではお休み
します

近大ローゼン

①西尾江実莉
②あらん
③中山大輔さん
④東西対抗の飲み会で浅川さんにめっ
ちゃキレられたことです笑
⑤あまり絡みありませんが、よろしく
お願いします！
⑥後悔しない一年にします。

同大硬式

①幸泉愛美
②あみ
③八木ちゃん
④お姉ちゃんとお兄ちゃんに出会えた
⑤次の日グアムでバカンス〜
⑥手打ち卒業

関学ローン

①八木美郷
②八木 ing
③田畑真奈美様様
④今年はニューカレ出場目指します。
⑤就活 <OB 戦
⑥日焼けしません。

関学ローン

①谷郷 由依②ゆいちゃん、ゴウ
③特にいません、、。
④出場したことがありません。。
⑤ちょっと緊張していますが…先輩方
や OB さんとテニスするのが楽しみで
す！
⑥ボレーの守備力、攻撃力を上げるの
が目標です！

甲南 SLC

①田畑真奈美
② Dr. マーチン
③八木美郷ちゃん
④東西対抗今年出ます！
⑤久しぶりに先輩方にお会いできるの
楽しみです！
⑥いっぱい優勝したいです！☝

関学 ASH

①南口循子
②ずんこ
③
④出たことありません
⑤仲良くしてください〜
⑥テニスも大事だけれどストレッチを
すること

関大 KFG

①東 世里菜
②せりちゃん
③れつさん
④試合会場間違えてて、MTP 北村か
らタクシーで神崎川まで行った。
⑤楽しみです！！
⑥年齢に合ったテニスを身につける。

関学ローン

①角 玲穂
②れいほ
③清水 咲
④
⑤楽しみたいと思います！
⑥テニスをする回数を増やす！

関大 SLTC

①清水 咲
②さき
③れいほちゃん
④なし
⑤楽しみたいです
⑥テニスがんばります！

摂南大学

今年はエントリー数を増やせるよう、関同連の魅力をたくさん発信していけたらと思っ
ています！！
フェスタ、東西対抗ではサークル、大学、全ての垣根を超えて仲良くなれます。
めちゃくちゃ楽しいです。いきなり宣伝みたいになってしまいましたが、本当なんで
す（泣）
熱くて楽しい関西同好会テニスを一緒に盛り上げていきましょう！！
よろしくお願いします！！

関西学院大学上ヶ原テニスクラブ　浅川　浩毅
僕個人の目標は、サークル内とか大学内だけの交流じゃなくて、関西、もっと言えば
全国でテニスサークルの輪が広がっていけばいいなということです。
熱い感じになっちゃいましたが、簡単に言うと「テニスサークルをもっと面白くした
い」っていうことです。
熱くて楽しい関西同好会テニスを一緒に盛り上げていきましょう！！
よろしくお願いします！！

立命館大学シルキーコットン　前田　淳司

今回の企画のきっかけは、2016 年 12 月のオール大学対抗決勝戦（関学 vs 同志社）を観戦したときです。
オール大学委員長だった前田くんと初めて話をして、後日、淺川くんと話し、２人から「関同連をなんとか盛
り上げたい」という強い気持ちが伝わってきたので、一緒に企画をしました。
大会を作り出すというのはエネルギーがいるものです。批判や不安などもあります。でも２人の協力や参加す
る方々にも声かけなどのお手伝いをして頂き、なんとか開催するところまでくることができました。

テニスから離れ気味のOBOGは、このイベントが「テニスをする１つのきっかけ」に（年１回でもOK）。
ガッツリやってる方は、現役WEST との対戦を楽しんでもらったり、「懐かしメンバーとの再会」を目的に。
現役生は、決して多くないであろう「社会人と接する１つの機会」として、本企画を使ってもらえたらと思います。
「いろんな人と接し、いろんな価値観を知ることは大事」と考えていますので、大学、サークル、年代、男女関
係なく、「テニス」をコミュニケーションツールとして使い、どんどんつながりを広げていってもらえたら嬉し
く思います。今日は１日、目一杯楽しんでいってください。

Chain　村上大

編集後記



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◯




