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第 19 回浦安オープンテニス選手権大会
日 時 ： 平成２５年８月２４日(土)、３１日(土)、９月１日(日)
会 場 ： 運動公園テニスコート
参加数 ： 男子８５名 女子２３名
観戦記

オープン担当：津田純一

２０１１年３月１１日の大震災で市内テニスコートも大打撃を被り、３年ぶりの開催となりました。このような
状況下、不安・とまどいの中での大会となりました。種目は男・女一般シングルスに加え、男子４５・５５才ダブ
ルス、女子４５才ダブルスクラスが新設されました。試合は初日無事終了、２日目は試合前の早朝に集中豪雨に襲
われ、コートに水溜りが出現して開催を断念し、翌週に順延となりました。順延された２・３日目は猛暑の中順調
に進み、大会名にふさわしいハイレベルな熱戦が繰りひろげられました。
このようなハイレベルな大会を、浦安市のコートで３０周年を迎えた浦安市テニス協会が運営していることを誇
りに思うとともに、今後も発展させて行きたいと思います。
大会を後援・協賛してくださった東レ株式会社様、東レ・アムテックス株式会社様、テニスプロショップラフィ
ノ様、トラブル無く大会を運営してくださった大会役員の皆様に感謝申し上げます。
★男子シングルス

★男子ダブルス４５

★男子ダブルス５５

優 勝

大和田 (フミヤエース市川)

佐藤・仲野 (TEAM ZERO・トゥエンティワン) 田中・坂井 (サンコーポ・美浜東)

準優勝

中村

(クレール I.T.S)

末吉・細井 (Air-K)

阿部・鈴木 (日の出)

第３位

笛木

(TEAM ZERO)

今田・吉見 (日の出)

森本・藤井 (青べか・アトミック)

第４位

小柴

(クレール I.T.S)

吉田・中島 (SKYTON)

砂川・工藤 (青べか・エルシティ)

★女子シングルス

★女子ダブルス４５

優 勝

青木

(JSS アリーナ)

熊谷・工藤

(青べか・エルシティ)

準優勝

小俣

(WITH)

井上・中

(東野・トゥエンティワン)

第３位

湯澤

(シグマ)

石崎・立野

(ワンワールド・サンコーポ)

第４位

青木

(東京学館高)

清水・佐久間

(日の出・ウィンズ)

夏季ジュニアスクールの開催
日 時：平成２５年７月１３日(土)・１４日(日)・２０日(土)・２１日(日)・２７日(土)
参加数：前半２５名、後半２１名
★フェローズ様から毎回３名のコーチを派遣して頂きました。

第３０回 秋季市民体育大会（ダブルス）
日

時

：

平成２５年９月２９日（日）
、１０月６日（日）、２７日（日）
、

会

場

：

運動公園、高洲太陽の丘公園
★男子 A クラス

優

勝

★男子 B クラス

★男子 C クラス

阿部・上泉 (TEAM ZERO)

船木・川合

(ポンカラ・ワンワールド)

若宮・鹿内

(１６３ｃｍ)

石谷・堀

小浜・山本

(BAY WAVE)

菊池・奥

(一般)

第 3 位 永田・岡本 (ポンカラ・WITH)

牧野・西村

(アトミック)

隆杉・矢冨

(一般・ワンワールド)

第 4 位 杉山・柴田 (TEAM ZERO・一般)

神谷・畑中

(ワンワールド)

岩間・林

(ウィンズ)

準優勝

(WITH)

★男子４５才クラス
優

勝

★男子５５才クラス

★男子 65 才クラス

松井・大貫

(アトミック)

坂井・田中

(美浜東・サンコーポ)

津野・久保

(一般・シグマ)

古美山・阪本

(日の出)

鈴木・阿部

(日の出)

宮木・花田

(シグマ・ワンワールド)

第 3 位 近藤・角田

(フェローズ)

高濱・中井

(ＩＮＴＣ・シグマ)

小西・野道

(サンコーポ・美浜東)

第 4 位 杉浦・島崎

(Bayside・ポンカラ)

森・佐々木

(舞浜)

川口・計良

(シグマ・サンーポコ)

準優勝

☆女子 A クラス
優

勝

☆女子 B クラス

☆女子 C クラス

霧生・増田 (アトミック)

青木・樋浦

(シグマ・アトミック)

坂田屋・石井

(SOL)

井上・中

隆杉・正留

(一般)

渡辺・石岡

(BAY WAVE)

第 3 位 中村・嘉山 (東野・アトミック)

川副・笹田

(ウィンズ)

堀・田中

(ポンカラ)

第 4 位 木村・千葉 (Air-K・アトム)

福武・間宮

(INTC)

武蔵・梨本

(SOL)

準優勝

(東野・トゥエンティワン)

☆女子５０才クラス
優

勝

準優勝

熊谷・工藤 (青べか・エルシティ)
吉田・安部

(トゥエンティワン・シグマ)

第 3 位 立野・鈴木 (サンコーポ)
第 4 位 吉田・渡辺 (ポンカラ)

優勝コメント
★男子Ａクラス優勝 ........................................................................................................ 阿部・上泉 (TEAM ZERO)
優勝できて嬉しいです。まさかできるとは…(笑)。今回は第一シードの方などでてなかったり、ペアの方がギリ
ギリ来てエントリーできたりなどラッキーばかりでした。次回は運だけでなく実力で優勝したいと思います。ちな
みに僕らはルネサンス浦安でテニスコーチをしていますので是非一緒にテニスをしましょう。是非ご来館お待ちし
ております。本当優勝できて嬉しいです。ありがとうございました。
★男子Ｂクラス優勝 ........................................................................................................ 船木・川合 (ポンカラ・ワンワールド)
今年の 1 月に肉離れを起こし医者には前のようにプレーするには半年はかかると言われました。そんな中、目標
兼リハビリのつもりで出場したシングルス B クラス。最終日 2 連敗という惨敗で終わり今回はその雪辱を晴らす
ために最終日に臨んだものの、準決勝で 1-6 のビハインド。勝利の女神はほほ笑んでくれないかなと思っていまし
たが、ペアの川合君の頑張りで大逆転劇。そのまま優勝できました。感謝感謝です。他チームにかかわらず快く練
習会に参加させてくれたワンワールド様、エントリーの際ご尽力をいただいたポンカラの津田様、大会を運営して
いただいたスタッフの方々にも感謝します。本当にありがとうございました。
(船木 記)
★男子Ｃクラス優勝 ........................................................................................................ 若宮・鹿内 (１６３ｃｍ)
嬉しいです！優勝カップに注いで乾杯するビールは格別でした。２人とも社会人からテニスを始め、初めて出場
した大会がこの大会です。それから毎年同じペアで７回も挑戦し続け、１回戦で負けたり、２週目に進めた事を祝
ったりを繰り返し、やっと勝つことが出来ました。継続することは大事ですね。１歩１歩精進して、来年は次のク
ラスに挑戦したいと思います。
協会役員の皆さま、163cm メンバーの皆さん、ありがとうございました。
(若宮 記)

★男子 45 才クラス優勝 ............................................................................................... 松井・大貫 (アトミック)
昨年からこちらに登録させて頂いて春季のシングルス、秋季のダブルスと参加させて頂きました。こちらの大会
はレベルも高く、規模も大きいですが大変雰囲気も良く気持ちよく試合させて頂きました。試合の日は前日までの
台風の動向で開催も不安でしたが幸い台風一過で風はありましたが大変良い天気となりました。対戦相手は皆さん
強く、準決勝は先行して逆転されまた逆転してと痺れる展開でした。決勝は 1 セット目を取られてしまいましたが
2 セット目以降はペアに助けられ、また時には風に助けられてなんとか勝って優勝する事ができました。登録させ
て頂いたクラブの方々やこの試合に誘って頂いたペアには大変感謝しています。最後に 1 ヶ月にも及ぶ大会の運営
をして頂いたスタッフの方々に感謝申し上げます。
(大貫 記)
★男子 55 才クラス優勝 ............................................................................................... 坂井・田中 (美浜東・サンコーポ)
坂井さん 2 連覇。有難う御座いました。今年も各試合タフな紙一重の試合ばかりでした。3 回戦 4-2 の勝敗が
キーでした。今シーズンは個人的にテニスの環境が変わり本大会にも参加出来るか心配しておりましたが、全日本
ベテラン大会にも参戦出来、浦安市民大会で優勝できました。
今回のテーマは、試合中余りくよくよ考えない、ペアを 120%信じる、前に前に思い切って出る。そうすれば次々
に繋がると！試合はこれで終わりでは有りません。来年も新たな自分との出会いを楽しみに練習し大会に参戦した
いと思います。いつも応援してくれている家内に深謝。
(田中 記)
今回は、厳しい大会になると覚悟はしていたのですが、案の定、初回戦から接戦の連続でした。大方の予想を覆
して優勝できたのは、ひとえにパートナー田中大ちゃんの思い切りのよいプレーのお蔭です。また応援くださった
方々本当に有難うございました。大会運営に携わられた協会役員の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。
(坂井 記)
★男子 65 才クラス優勝 ............................................................................................... 津野・久保 (一般・シグマ)
当日は晴れ微風。27 号台風の影響も少なく快適なテニス日和。11 時の開始予定も準決勝ともなれば熱戦が続
き、遅れ遅れで 12 時過ぎに。男子 70 歳が行われていれば優勝チームであったであろう小西－野道組に苦戦の末
8－5 で辛勝。宮木－花田組は対戦相手の川口－計良組が年輪ピックの日程が重なってデフォのため不戦勝。準優
勝以上が決定。3 時間以上も待ってわれわれ久保－津野組と初戦とあっては、3 分のウォームアップでは物足りな
かったに違いありません。しかしなんと言っても勝因は久保選手のスピード豊かなストロークと、ネットすれすれ
をほとんど真横に駆け抜けるアングルショットでしょう。
毎年大会を支えてくださっている役員の皆さんに感謝いたします。
(津野 記)
★女子Ａクラス優勝 ........................................................................................................ 霧生・増田 (アトミック)
今回は、よく一緒に練習している仲間との試合で、いくら打ってもお互いに癖がわかっていてなかなか決まらな
い、コースを変えるとミスしてしまう一戦一戦がつらい試合でした。その中でペアの霧生さんは自分のテニスをや
りとげ、おかげで優勝することができました。とても感謝しています。大会スタッフの皆様、応援してくださった
皆様、ありがとうございました。
(増田 記)
★女子Ｂクラス優勝 ........................................................................................................ 青木・樋浦 (シグマ・アトミック)
優勝出来て本当に嬉しいです。青木・樋浦ペアでの初めての試合だったので、楽しくやることをモットーに頑張
りました。
あまり緊張せず楽しめたのが良かったんだと思います。たくさんの応援があり本当に励みになりました。
応援してくださった方々、本当にありがとうございました。
(樋浦 記)
★女子Ｃクラス優勝 ........................................................................................................ 坂田屋・石井 (ＳＯＬ)
浦安市のダブルス大会は２度目のチャレンジで決勝戦まで進むことができました。決勝戦は大接戦で何度も心が
折れそうになりましたが、ＳＯＬメンバーの皆さんの暖かい声援とパートナーのＭＩＫＡちゃんの積極的なプレー
に後押しされ勝利することができました。市民大会の優勝、私は初めてです。本当に嬉しく心に残る大会になりま
した。ＳＯＬメンバーの皆さん、そしてパートナーのＭＩＫＡちゃんありがとうございました。この優勝をバネに、
さらなるステップアップを目指していきたいと思います！
最後になりましたが、協会役員の皆様、大会運営にご尽力いただきありがとうございました。
(坂田屋 記)
★女子 50 才クラス優勝 ............................................................................................... 熊谷・工藤 (青べか・エルシティ)
ペアの工藤さん、本当に有難うございました！市民戦ペアとして、８年ほど試合に出ても結果が出ない中、今年
は夏のオープン・市民戦とダブル優勝が出来て本当に嬉しいです。これからも細く長く続けていけたらと思ってい
ます。 最後にいつも応援してくれる家族・クラブの皆さん、 大会を運営していただいた協会関係者の方々にお礼
を申し上げます。
(熊谷 記)

第２６回浦安レディース大会
日

時： 平成２５年９月２６日(木)

会

場： 浦安市総合運動公園８面

担当 白岩早苗

朝方から雨が降っておりましたが、開始時間を１時間遅らせてスタートしました。
コート状況の悪い中、参加者全員、日頃の成果を発揮して楽しく、怪我もなく大会を終了することができました。
大会結果

１位リーグ 優勝 すみれチーム (伊藤・今村・下間・竹内・永仮・那須)
２位リーグ 優勝 ぽぴーチーム (菊池・窪西・塩谷・辻野・中村・檜山)
３位リーグ 優勝 らんチーム

(役員)

４位リーグ 優勝 ひまわりチーム(大平・佐久間・佐藤・中嶋・真鍋・水上)

第６３回千葉県民体育大会
日 時： 平成２５年１０月１９日(土)・２０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：
男子： 佐藤 靖高・神谷 涼太・中村 祐樹・末吉 徹也・小田 徹志・坂井 宣夫・田中 大文・高濱 牧人
女子： 中山 未紅子・富田 七菜子・井上 悦子・富田 かつみ・太田 実喜子
試合結果： １回戦 ＶＳ．市川市 ４－３

２回戦 ＶＳ．山武郡市

準決勝 ＶＳ．松戸市 ３－４

４－０

ベスト８
指導部長：藤井ミサト

第６３回千葉県民体育大会が１０月１９・２０日に開催されました。１日目は快晴の下、順調に２回戦を勝ち抜
き２日目へと駒を進めました。２日目は早朝からの雨の中、水溜まりのできたコートで、選手たちはずぶ濡れにな
りながら、試合をしました。多くの悪条件や不運が重なり、ベスト８敗退となりました。第１シード相手でしたが、
実力的には十分勝ち目のあった対戦でしたので、少し悔いの残る試合でした。この思いを来年に活かすべく、レベ
ルアップを図って行きたいと思います。最後になりましたが、多くの方のご協力・応援に感謝いたします。

新クラブ紹介
フェローズスポーツ
こんにちは。９月より浦安市テニス協会に加盟させて頂きました「フェローズスポーツ」です。私たちの施設は
第２鉄鋼団地内にあり、日々「楽しく、厳しく」をもっとうに活動しております。統計によると、日本のテニス人
口は１９９１年をピークに今では約半分になってしまいました。ここ１０年間で見ても、４２３万人(２００２年)
～３７３万人(２０１２年)と５０万人も減少しています。この「テニス離れ」に歯止めをかけるべく、たくさんの
方にテニスの楽しさ、素晴らしさを知って頂き、少しでも浦安市テニス協会の力になれるようスタッフ一同頑張っ
ていきたいと思います。よろしくお願い致します。最後になりましたが、浦安市テニス協会創立３０周年誠におめ
でとうございます。

マスターズ
１９９１年、平日に各クラブが横断的に集まってテニスが出来るよう、浦安市テニス協会の肝いりで設立された
クラブです。市内在住、在勤、テニス協会加盟クラブ在籍の方で、クラブ員と協調してテニスが出来る方ならどな
たでも入会できます。
◇活動

毎週水曜日１３～１７時の４時間。
舞浜総合運動公園コート・４～５面を常時確保。(８月のみ中央公園９～１３時)
お花見、８月山中湖合宿、１１月末白子忘年合宿などで部員間の親睦を更に深めています。

