
〇阪大 4-1 ●京府医 〇阪大 2-1 ●岐阜
〇阪大 5-0 ●和医大 〇阪大 3-0 ●関西医科
〇阪大 4-1 ●金沢 〇阪大 2-1 ●神戸
●阪大 1-4 〇富山 〇阪大 3-0 ●奈良医科

●阪大 3-2 〇岐阜 〇阪大 2-0 ●岐阜
〇阪大 2-1 ●金沢
●阪大 1-2 〇名古屋

〇阪大 4-1 ●浜松医科 〇阪大 2-1 ●京府医
〇阪大 3-2 ●和医大 ●阪大 1-2 〇香川
●阪大 2-3 〇富山

○阪大 4-1 ●福井 〇阪大 3-0 ●浜松医科
○阪大 4-1 ●富山 ●阪大 1-2 〇岐阜

○阪大 3-2 ●京府医 〇阪大 2-1 ●福井
〇阪大 3-2 ●神戸 ●阪大 1-2 〇富山
●阪大 1-3 〇名古屋

男子　団体戦　ベスト８！！

H29年度近畿医学科生ソフトテニス大会
男子 女子

予選リーグ

決勝トーナメント

男子 女子

女子　団体戦　準優勝！！
男子　個人戦　秋森・橋口ペア　準優勝！！
男子　個人戦　西野・石井ペア　ベスト4！！
男子　個人戦　淺井・甘中ペア　ベスト32！！
女子　個人戦　勢田・林ペア　ベスト8！！

H29年度西日本医科学生総合体育大会
男子 女子

男子　個人戦　秋森・石井ペア　ベスト32！！
女子　個人戦　野田・佐々野ペア　べスト16！！

H29年度春東海大会
予選リーグ

決勝トーナメント

男子　団体戦　準優勝！！
女子　団体戦　ベスト8！！
男子　個人戦　秋森・石井ペア　ベスト16！！
男子　個人戦　岸・橋口ペア　榎・西脇ペア　ベスト32！！
女子　個人戦　井田・宮田ペア　ベスト32！！



○阪大A 4-1 ●福井 ○阪大A 3-0 ●市大B
○阪大A 3-1 ●鳥取A ○阪大A 2-0 ●鳥取C
●阪大A 1-3 ○愛媛A ○阪大A 2-0 ●広島A

●阪大A 1-2 ○金沢A

○阪大B 4-1 ●京都薬科 ●阪大B 0-3 ○岐阜A
●阪大B 0-5 ○京府医A

○阪大C 3-2 ●香川B ●阪大C 0-3 ○名古屋A
●阪大C 0-5 ○神大A

○阪大 3-2 ●京都 ●阪大 1-2 ○名古屋
○阪大 3-2 ●金沢 ●阪大 1-2 ○神戸
○阪大 3-2 ●富山 ○阪大 3-0 ●兵医
○阪大 4-1 ●市大 ●阪大 0-3 ○京都

○阪大 3-0 ●兵医
○阪大 3-0 ●関医
●阪大 1-3 ○名古屋

○阪大 3-2 ●兵医 ○阪大 3-0 ●金沢
●阪大 2-3 ○岡山 ●阪大 0-3 ○愛媛

女子　団体戦ベスト8！！

H29年度関西医歯薬ソフトテニス大会
男子 女子

男子　団体戦ベスト8！！

H28年度西日本医科学生総合体育大会

H28年度秋東海大会
男子　団体戦4位！！

H28年度近畿医科学生ソフトテニス大会
男子 女子

予選リーグ

決勝トーナメント

男子　団体戦　予選リーグ1位通過！！決勝トーナメント3位！！
男子　個人戦　平岡・吉田ペア　準優勝！！加藤・石井ペア　ベスト8！！
男子　個人戦　西野・橋本ペア　淺井・甘中ペア　ベスト32！！
女子　個人戦　井田・浅井ペア　ベスト16！！酒井・竹田ペア　中谷宮田ペア　ベスト32！！

男子 女子

男子　個人戦　秋森・乾ペア　優勝！！



予選リーグ
○阪大 4-1 福井● ●阪大 0-3 名古屋○
●阪大 1-4 藤保○ ●阪大 0-3 藤保○

決勝トーナメント
●阪大 1-3 三重○ 　　 

○阪大A 5-0 名古屋B● ○阪大A 3-0 和医大B●
○阪大A 3-2 大薬● ○阪大A 2-0 富山B●
●阪大A 2-3 和医大○ ●阪大Ａ 0-3 香川Ａ○

○阪大B 5-0 京大C● ○阪大B 3-0 三重C●
○阪大B 3-2 市大A● ●阪大B 0-3 岐阜A○
●阪大B 1-3 岐阜A○

○阪大C 3-2 神大C● ●阪大C 0-3 京府医A○
●阪大C 2-3 金沢A○

予選リーグ
○阪大 3-2 京大● ○阪大 2-1 京府医●
○阪大 3-2 富山● ●阪大 0-3 三重○
○阪大 3-2 金沢● ●阪大 1-2 市大○
○阪大 5-0 奈良医● ●阪大 1-2 和医大○

決勝トーナメント
○阪大 3-2 金沢● ●阪大 1-2 　　 富山○
○阪大 3-1 和医大●
●阪大 1-3 神大○

H28年度春東海大会
男子 女子

男子 個人戦 秋森・橋口ペア ベスト4!! 平岡・吉田 , 宮本・石井 , 西野・加藤ペア ベスト32!

団体戦　男子A決勝トーナメント進出！！

H28年度関西医歯薬ソフトテニス大会
男子 女子

団体戦　男子Aベスト８！！

H27年度秋東海大会
男子個人戦　西野・乾ペアベスト4！！　岸・吉田ペアベスト16進出！！

H27年度近畿医科学生ソフトテニス大会
男子 女子

男子 団体戦 予選リーグ1位通過! 決勝トーナメント準優勝!!

女子 団体戦 決勝トーナメント進出!!
女子 個人戦 酒井・竹田ペア ベスト32!!



●阪大 2-3 岡山○ ●阪大 1-2 三重○

○阪大A 5-0 京大C● ○阪大A 3-0 大薬Ｃ●
○阪大A 3-0 鳥取Ａ● ○阪大A 3-0 福井Ａ●
○阪大A 3-1 島根Ａ● ●阪大Ａ 0-2 香川Ａ○
○阪大A 3-1 京大Ａ●
○阪大A 3-0 広島Ａ●
●阪大B 2-3 兵医○ ●阪大B 0-3 大薬Ａ○
●阪大Ｃ 1-4 香川Ｂ○ ●阪大Ｃ 1-2 和医大Ｂ○

予選リーグ
●阪大 2-3 大医○ ●阪大 1-2 大医
●阪大 2-3 和医大○ ●阪大 1-2 和医大
○阪大 5-0 富山● ●阪大 0-3 岐阜
○阪大 3-2 神大● ●阪大 0-3 京府医

決勝トーナメント

●阪大 0-3 京大○

○阪大 4-1 三重● ●阪大 0-3 富山○
●阪大 1-3 徳島●

H26年度近畿医科学生ソフトテニス大会

H27年度西日本医科学生総合体育大会
男子 女子

H27年度関西医歯薬ソフトテニス大会
男子 女子

団体戦　男子Ａ優勝！！

H26年度秋東海大会
男子個人戦　秋森・吉田　、三浦・南ペアベスト32進出！！

男子 女子

男子 団体戦決勝リーグ進出!!ベスト8!! 個人戦 平岡・吉田ペア ベスト８進出!! 西野・加藤ペア ベスト32進出!!
女子　個人戦筒井・小島ペアベスト３２進出!!

H26年度西日本医科学生総合体育大会
男子 女子



○阪大A 5-0 鳥取Ｃ● ○阪大A 2-1 金沢Ｃ●
○阪大A 3-2 大阪市大Ａ● ○阪大A 2-1 兵医●
○阪大A 3-1 徳島Ａ● ●阪大Ａ 1-2 広島Ｂ○
●阪大Ａ 2-3 京大Ａ○
○阪大Ｂ 3-2 鳥取Ｂ● ●阪大B 0-3 岐阜Ａ○
●阪大B 2-3 兵医○
●阪大Ｃ 0-5 金沢○

○阪大A 4 -1 島根B● ○阪大A 3-0 岐阜●
●阪大A 2-3 三重○ ●阪大A 1-2 富山A○
●阪大B 1-4 福井○ ●阪大B 0-3 名古屋B○

予選リーグ
○阪大 4 -1 関医● ●阪大 1-2 岐阜○
●阪大 1-4 金沢○ ●阪大 0-3 名古屋○
○阪大 4-1 神戸● ●阪大 0-3 神戸○
●阪大 2-3 市大○ ●阪大 1-2 富山○

決勝トーナメント
●阪大 0-3 名古屋○

●阪大 0-5 浜松医科○ ●阪大 1-2 兵医○

男子 女子

H26年度関西医歯薬ソフトテニス大会
男子 女子

団体戦　男子Ａベスト9!! 個人戦 平岡・吉田ペア優勝!!　加藤・乾ペアベスト32!!

H25年度関西医歯薬ソフトテニス大会

男子 女子

男子　伊藤・山倉ペア　ベスト32進出!!   女子　柴田・筒井ペア　ベスト32進出!!

H24年度近畿医科学生ソフトテニス大会
男子 女子

男子 団体戦決勝リーグ進出!!ベスト9!! 個人戦 鈴木・武内ペア ベスト16進出!! 岸・高垣ペア ベスト32進出!!
女子 杉本・二田水ペア ベスト32進出!!

H24年度西日本医科学生総合体育大会


