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第 2５回オープンテニス選手権大会
日 時：８月１７日（土）～8 月2１（水）
、２4 日（土）
クラス

優 勝

準優勝

一般男子

稲見 博史（ｸﾚｰﾙ I.T.S）

神田 留尉（A-one）

男子35

伊藤 俊宏（Team AATP ）

男子40

会 場：運動公園テニスコート
クラス
女子45

優勝

準優勝

笠井 和子（松原TC）

酒井 智美（霧が丘TC）

富江 知孝（ 伊藤忠商事 ） 女子50

青木 奈央（IHSMｱﾘｰﾅ）

重野 有里（ﾌﾐﾔｴｰｽ市川）

菊地 俊介（大森TC）

村上 準 （ｸﾚｰﾙI.T.S）

女子55

松井 キミヨ（中央区 ﾃﾆｽ連盟）

竹蓋 良子（ 三井造船 ㈱ ）

男子45

阿部 雅重（ken’s千葉）

菊池 憲司（美浜TG）

女子60

木村久美子（明治神宮外苑 TC）

相田 玲子（高井戸ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC）

男子50

山根 知 （船橋さくら）

渡辺 一（AUT）

女子65

小林 明美（茨城 ﾚﾃﾞｨｰｽ）

石川 公子（目黒 TC）

男子55

高橋 敦美（ﾌｪﾛｰｽﾞｽﾎﾟｰﾂ）

稲田 隆司（ﾃﾆｽｺﾐｭﾆﾃｨ千葉）

男子60

藤井 泰夫（ﾁｰﾑｵｸﾔﾏ）

関本 和秀（C-FETZ）

男子65

赤毛 裕 （庭球工房）

髙濱 牧人（AUT）

男子75

田口 正樹（金町TG）

森澤 時夫（ｵｰﾙｻﾑｽﾞ TC）

男子70

前田 克己（千葉田園ﾃﾆｽ TC） 松窪 耕玄（石神井LTC） 男子80

福山 岩男（千葉県 ｼﾆｱ TC）

河野 晶二郎（TT新浦安）

観戦記
企画部 津田純一
第 25 回の記念大会となる今年、大会実行委員会は梅の開花時期に日本テニス協会公認ベテラン JOP 対象グレード
F1 及び一般男子シングルスの大会準備をスタートしました。参加申し込み数 320 名の大会となり、青い空と近く
感じる太陽、猛暑が続く真夏の 6 日間、一般から８０歳クラス１６種目シングルスの熱戦は繰り広げられ、ディレ
クター・レフェリー・ロービングアンパイア・本部スタッフがそれぞれの役割を行い、大会は大きなトラブル無く終
了いたしました。このような大会を浦安市のコートで浦安市テニス協会が主催していることを、誇りに思うとともに、
今後もますます発展させていきたいと思います。最後になりましたが、大会を協賛して下さった、テニスショップラ
フィノ様、協賛各社様、トラブル無く大会を運営して下さった大会役員、運営にご協力して頂いた皆様に感謝申し上
げます。

夏季ジュニアスクールの開催
日 時：９月７日、１４日、２１日、２８ 日 （計４日間）
参加者：３８名（キッズ１６名、ジュニア２２名）

場 所：高洲テニスコート

初日が非常に暑く、熱中症にかかったジュニアが一名いました。今後は対策の検討が必要と思います。
暑い中、ご協力頂いたスタッフの皆様ありがとうございます。

指導部

第３6 回 秋季市民体育大会（ダブルス）
日

時：

10 月６日（日）、19 日（土）
、20 日（日）

会

場： 運動公園、中央公園テニスコート

★男子 A クラス

★男子 B クラス

★男子初級者クラス

勝

片岡(大)・平本(和)
（MF ｽﾀｰﾀﾞｽﾄ）

松原(晋)・森田(透)
（ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ・Bay Wave）

喜納(克)・菊池(毅)
（青べか）

準優勝

神谷(秀)・神谷(涼)
（ﾄｳェﾝﾃｨﾜﾝ）

槐(幸)・狩野(寛)
（SOL）

田中(敦)・鈴木(茂)
（翼）

第3位

鮫島(孝)・上泉(貴)
（青べか）

富高(幸)・豊田(義)
（ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ）

山本(剛)・友清(量)
（一般）

第4位

二宮(智)・吉永(成)
（ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ）

菊地(登)・奥(智)
（ｻﾝｺｰﾎﾟ）

井上(雅)・黒田(善)
（一般）

★男子４５才クラス

★男子５５才クラス

★男子６５才クラス

石谷(勇)・堀(真)
（AUT）

天野(清)・國定(仁)
（ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ）

室伏(雅)・工藤(正)
（ｴﾙｼﾃｨ）

準優勝

寺畠(知)・岡田(宜)
（Air-K）

中島(研)・吉田(英)
（NSTC・一般）

阿部(均)・鈴木(清)
（NSTC・日の出）

第3位

小原(政)・小田(徹)
（AUT）

道籏(繁)・永守(博)
（ｳｲﾝｽﾞ）

佃(喜)・井富(正)
（ﾏｽﾀｰｽﾞ）

第4位

田口(佳)・斎藤(俊)
（AUT・SOL）

田邉(學)・藤本（正）
（NSTC・日の出）

松田(三)・高橋(功)
（ﾏｽﾀｰｽﾞ）

★男子７０才クラス

☆女子 A クラス

☆女子 B クラス

川口(勝)・砂川(豊)
（NSTC・青べか）

佐藤(恵)・鈴木(智)
（Air-K）

新井(美)・森(清)
（Bay Wave・日の出）

優

優

優

勝

勝

準優勝

津野(秋)・舟橋(省)
（NSTC・入船東）

霧生(香)・小原(恵)
（Air-K・AUT）

谷奥(雅)・岩崎(美)
（入船北）

第3位

長坂(充)・眞壁(武)
（AUT）

河合(理)・垂石(菜)
（Air-K・ｱﾄﾐｯｸ）

山本(清)・大貫(範)
（入船東・ｳｲﾝｽﾞ）

第4位

宮沢(龍)・河野(晶)
（ﾏｽﾀｰｽﾞ・日の出）

狩野(加)・藤田(由)
（SOL・Bay Wave）

二羽(真)・西野(夏)
（ｳｲﾝｽﾞ・翼）

☆女子初級者クラス

☆女子５０才クラス

☆女子６0 才クラス

勝

坂本(未)・望月(啓)
（青べか）

鈴木(巳)・御代(左)
（翼）

清水(礼)・上坂(る)
（翼・日の出）

準優勝

竹内(英)・有地(恵)
（日の出）

熊谷(美)・工藤(千)
（青べか・ｴﾙｼﾃｨ）

梨本(好)・武蔵(美)
（SOL）

第3位

金丸(聡)・金子(由)
（一般）

相川(万)・水谷(陽)
（ﾎﾟﾝｶﾗ）

木島(み)・下間(眞)
（東野・ｻﾝｺｰﾎﾟ）

第4位

中島(亜)・平林(悦)
（青べか）

今村(悦)・井上(雅)
（浦安ｸﾞﾘｰﾝ）

板倉(三)・伊東(道)
（青べか）

優

優勝コメント
★男子 A クラス優勝
片岡 大（MF ｽﾀｰﾀﾞｽﾄ）
今回大会に出させていただいたキッカケは、妻のテニス仲間から「知り合いが試合に出たがっていて、ペアを探して
いる」、との話でした。
「モチベーションの高い人なんだな」と思って OK し、試合当日会って話してみると、
「浦安
団体戦前に少しは練習せい！」とのことで試合出場を勧められたとのこと。そんな感じで、ほぼ「はじめまして」状
態でペアを組むことになったのですが、まさか優勝できるとは、びっくりです。大きなカップを 2 つも頂いて、持
って帰るのに一苦労でした。試合内容は、ほぼ全試合接戦で、決勝戦では 2 セット目の途中から足がつってました。
終始、辛口なゲキを飛ばしてくれた S さんをはじめ、たくさんの応援ありがとうございました。また来年、体力を
強化して戻って来たいと思います。ありがとうございました。
★男子Ｂクラス優勝
松原 晋也（ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ）
浦安市民大会 B クラスで初優勝でき、大変嬉しく思います。決勝戦も紙一重でしたが、決勝以前もスコア以上に厳
しい試合ばかりで、ペアと自分を信じ、今できる精一杯のプレーで協力して勝ち抜くことができました。身体を痛
めて思うようなプレーができない時もありましたが、これからも頑張りたいと思える試合でした。最後になりまし
たが、 対戦して頂いた皆様、応援頂いた皆様、そして運営に携わられた皆様、素晴らしい大会をありがとうござい
ました。次のステップに向けて、また頑張ります。
★男子初級者クラス優勝
喜納 克哉（青べか）
市民大会の男子ダブルスは二人とも初出場だったのでかなり緊張はしたものの、何回か別の大会で組んでいたこと
もあり、お互いを信じてプレーが出来ました。腰痛に悩まされている二人ですが、大会に向けて一生懸命練習した成
果が出せてよかったです。また試合のたびに青べかやスクールの多くの方に応援していただいたこともとても力に
なりました。ありがとうございました。最後に、大会運営の皆様、天候やコート状態の悪い中で予定通りの日程で進
めていただき、大変感謝しております。ありがとうございました。
★男子 45 才クラス優勝
堀 真也（AUT）
今回初めて４５歳以上クラスの男子ダブルスにエントリーしましたが優勝できてホッとしています。ミックスダブ
ルスでは昨年から９０歳以上のクラスでエントリーしていますが結果が出ず、浦安市のベテランのレベルの高さを
痛感していました。今大会ではチームＡＵＴでベスト４に三ペア入ったこともうれしく思います。もっと練習して
来年はチームとして団体戦でも上位を狙えるよう頑張りたいです！いつも練習に付き合ってくれる仲間のおかげだ
と感謝しています。これからも鍛錬してお互い高めあっていきたいです！最後になりますが大会運営にご尽力いた
だいた協会役員の方々に感謝を申し上げます。ありがとうございました。
★男子 55 才クラス優勝
天野 清和（ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ）
初めて参加した浦安市民大会個人戦で、適度な緊張感の中、楽しくプレーが出来優勝することが出来ました。誘って
くださった國定さん、また、応援してくださったワンワールドの皆さん、ありがとうございました。それにしても、
國定さんのアグレッシブなプレーにはパートナーながら感心しました。なぜ、そこまで動ける？それはマイボール！
というものまで取ってしまいます。すごく助けられました。来年は、少しでいいので私にも活躍の場を分けてくださ
い（笑）最後に本大会を運営してくださった役員の皆様に感謝します。ありがとうございました。
★男子 65 才クラス優勝
工藤 正人（ｴﾙｼﾃｨ）
６５才クラスに出さしていただいてから二年目、優勝することが出来ました。決勝では、長年の宿敵阿部さん鈴木さ
んペア―と戦い、どう転ぶか最後まで分かりませんでしたが、何とか優勝することが出来ました。ペアの室伏さんと
の息もあい、最初に立てた作戦も功を奏したものと思います。役員の皆様、三日間大変ご苦労様でした。ありがとう
ございました。
★男子 70 歳クラス優勝
砂川 豊 （青べか）
この度は浦安市のテニス大会男子ダブルス７０歳以上に優勝することが出来大変光栄でした。これはダブルスペア
の川口様をはじめとして、何時も練習のお相手をしていただいていますテニス仲間に心より感謝申し上げます。
浦安市はテニス環境に恵まれてはいますが、最近市営コートの取得が大変困難な状況になり困っています。以前のよ
うにコート取得が出来るようになることを期待しています。前期高齢者ではありますが、気力と体力の続く限りテニ
スを楽しみたいと思いますので、テニス仲間にはもうしばらくお付き合いをお願いいたします。最後になりましたが
運営スタッフの皆様に感謝申し上げます。

★女子Ａクラス優勝
佐藤 恵美（Air-K）
去年に引き続き今年も優勝することが出来、本当にうれしく思っています。女子Ａはドロー数が少ないこともあり気
の抜けない試合が多く、いつも試合の入りは緊張感をもってやろうと心がけています。ペアの智美さんには助けても
らうことが多く、学ぶこともたくさんあり、これからも楽しく試合をしていけたらなぁと思っています。来年は３連
覇目指して頑張ります。ありがとうございました。
★女子 B クラス優勝
新井 美希（Bay Wave）
今回、初めてのペアでしたが、優勝できて大変嬉しく思っています。どの試合も簡単には勝てず、スロースターター
な二人で、苦しい局面が何度もあり、励ましあって、相談しあって、助け合って、勝利を勝ち取り続けることが出来
ました。応援してくださった方のご声援は力になりました。ありがとうございます。後日、トロフィーと結果を見返
していると、段々と実感が湧いてきてとても良い経験が出来た試合でした。このような素晴らしい機会を作っていた
だき、浦安市テニス協会をはじめ、運営のスタッフの皆さまに感謝申し上げます。ありがとうございました。
★女子初級者クラス優勝
望月 啓子・坂本 美穂（青べか）
緊張したり、弱気になる場面もありましたが、二人で力を合わせて、何とか優勝することが出来ました。教えてくだ
さいましたコーチの皆様、応援してくださいましたチームの皆様、本当にありがとうございました。
★女子 50 才クラス優勝
御代 左絵子 （翼）
台風被害に遭われた方がいらっしゃる中、テニスが出来ること、そして優勝できたこと、本当にうれしく思います。
大会運営の方々、ペアの巳季さん、家族に感謝して、これからも楽しく頑張っていきたいと思います。ありがとうご
ざいました。
★女子 60 才クラス優勝
清水 礼子（翼）
毎回ドキドキしながらの市民戦ですが上坂さんに助けてもらいながら優勝することが出来て本当に嬉しいです。ペ
アといつも一緒に練習している仲間に感謝です！協会役員の皆様、応援していただいた皆様ありがとうございまし
た。

第 33 回浦安レディース大会
日 時： ９月２６日（木）
会 場： 運動公園テニスコート
参加者： ５６名
試合方法：抽選により各チーム７名編成、前半２ブロック各４チームでラウンドロビン形式（２０分制限制）
後半は各１～４位のブロックに分かれてトーナメント方式
１位トーナメント優勝：ばらチーム 山口 真理子（ｴﾙｼﾃｨ）
・熊谷 美恵・有馬 陽子・佐藤 久代（青べか）
高橋 真利子（翼）・田口 典子（ｱﾄﾐｯｸ）
・河西 美智子（美浜東）
今回は朝から天気が良く、まさにテニス日和でした。怪我もなく和気あいあいと親睦を深め、どのチームも接戦でし
た。人数が減っていて、このところ４０名前後、再度お願いして何とか５６名になり、またほかの試合とも重なりな
かなか人数集めに苦労しました。参加費の検討も必要と考えます。最後にラフィノ様、企画部長上平様、テニス協会
その他多数の景品をご提供いただきました。ご協力ありがとうございました。
組織部 済田恵子

第 69 回千葉県民体育大会
日

時： 10 月 26 日（土）
、27 日（日）

会 場： 千葉県立総合スポーツセンター庭球場

<出場選手>
一般男子：稲見 博史・中村 祐樹・山本 賢史郎
ベテラン 1 部男子： 田口 佳史・小田 徹志・斎藤 俊
ベテラン 1 部女子： 後藤 智子・中山 芽久美・植草 順子

一般女子： 富田 七菜子・中山 未紅子
ベテラン 2 部男子： 藤本 正之・鈴木 邦男

１Ｒはいすみ市に７-０で完勝、２Ｒは強豪千葉市に対して、若手が健闘するも３-４で惜敗しました。

