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201４年４月

201４年度を迎えて
副会長 工藤 正人 記
昨年は、震災以来始めてフルでコートが使用可能となり、すべての試合が震災以前と同じく開催できました。
2 年間の我慢の期間が終わり、浦安市のテニス愛好者が久しぶりに、一年間を通してテニスを楽しめたのではな
いかと思います。 また、テニス協会創立３０周年記念の事業として、プロコーチを招いてのプレイ＆ステイの
テニス教室、坂井利郎さんを囲んでのテニス、ブライトンホテルでの式典及び祝賀会を催し、延べ 500 名を超
える方々に参加していただき、誠に感謝しておりますと共に、皆様のご協力とテニスにかける情熱に感動いたし
ました。2 年ぶりなので多少手探りのところもありましたが、テニス協会としても震災以前に企画していたこと
を実行しましたが、終わってみると参加者の皆様の評判のよさに、胸をなでおろしました。
今年も、昨年と同じくすべての試合が予定されていますが、総合運動公園の改修に伴い、コート脇の管理事務
所建設、観覧席の建設のため、７月―9 月の間だけ、総合運動公園のコートが半分ほど使用できなくなりますが、
試合の運営には支障がない様に計画をしております。
最近は、高齢化の所為か試合への参加者が減少傾向にありますが、今年は皆で誘い合わせ日頃の練習の成果
を試す為にも、是非試合に積極的に参加いただきたいと思っています。大会担当者、役員一同楽しい大会運営
をと心がけ頑張っていますが、どうぞ多くの皆さんの１人でも多いエントリーをお待ちしています。

第３１回 浦安市テニスクラブ団体戦
日 時：平成2５年１１月１０日（日）
、１７日（日）
、24日（日）
会 場：運動公園、中央公園、高洲太陽の丘
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優勝コメント
★男子Ａクラス優勝 ......................................................................................................................................................... TEAM ZERO
ありがとうございました。

★男子 B クラス ........................................................................................................................................... 日の出 C 監督：永井

優

目標、達成!! ホッとしています。
暑い夏のある日、クラブの先輩方から、「UTAの区切りの10,20周年には、日の出T.C.は歴代好成績を収めている
んだゾ。」と脅かされながら、男子Cチーム監督業を振られました。ならばUTA30周年は、「男子A,B,Cの3チーム
のAクラス入りやな！」と奮起。最年少47才、最高齢7x才、平均57才の10名の決して若くはない戦士でしたが、全
ての回戦で日替りHEROが出現し、栄えある優勝に漕ぎ着けました。
新春からは、Aクラス3チーム死守という更に厳しい命題がのし掛かりますが、まずは日々の鍛練と楽しいテニス
LIFEを継続していけば、結果は付いてくるでしょう！、、？
最後に毎回のUTA大会を支えて下さっている役員の皆様に感謝いたします
★女子Aクラス ........................................................................................................................................................... Air-K
今年から新しく生まれ変わってチーム名を変更したAir-Kです。

小暮 綾子

ここ数年は決勝戦での敗退が続いていて、しかも惨敗な感じ・・・決勝戦に行けただけで、
『目標達成！』と正直思
っていました。それが、1年目でまさか優勝できるとは思っていなかったので、本当にびっくり！！な優勝でした。
メンバーは色々事情がありながら、何とか集まれる時は一緒に練習しようと頑張っています。1年に一度のこの団体
戦で結束することで絆を感じることができ、私たちにとって、とても貴重な大会です。
今年はしかも３０周年ということで、パーティで表彰までしていただき、とてもありがたく思っております。
パーティーでは美味しい食事とお酒に楽しい余興で、とっても楽しめました。特にテニス協会女子チームの皆様の歌
とダンスは秀逸でした♪

こんな記念の大会で優勝できたことを本当に嬉しく思います。

最後にテニス協会の皆様、本当にありがとうございました。
★女子 B クラス ................................................................................................................................ 日の出 A

監督：上坂 る美子

積極的なテニス！と、明るく楽しい雰囲気作りを心がけ、Ａクラス復帰を目標に、女子全員で気持ちを一つにして、
がんばった結果だと思います。皆様ありがとうございました。
大会初日監督を務めてくれた白川さん、練習に集中できる環境を作ってくれた女子部長の牛ちゃん、ご苦労様！
30周年記念パーティーでの表彰は、忘れられない思い出となりました。

第２３回浦安市ミックスダブルステニス大会
日時：平成2６年３月９日（日）16日（日）
、23日（日）
会場：総合運動公園（８面）
、中央公園（６面）

優勝

準優勝

3位

4位

片岡(大)・片岡(広)
(TEAM ZERO・MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ)
(MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ)
藤井(正)・梅津(真)
(TEAM ZERO)

細井(庸)・細井(麻)
(Air-K)
神谷(秀)・神谷(宏)
((ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ)

下間(康)・下間(智)
(ｻﾝｺｰﾎﾟ)
磯貝(俊)・垣屋(美)
(一般・青べか)

花垣(俊)・大森(由)
(Bay Wave)
山城(浩)・山城(利)
(Bayside)

Cクラス

小林(圭)・小林(理)
(ﾎﾟﾝｶﾗ)

藤縄(龍)・野村(彩)
(一般)

矢橋(春)・辻野(恵)
(ｳｲﾝｽﾞ)

磯貝(智)・磯貝(富)
(一般)

90才クラス

小田(徹)・熊谷(美)
(青べか)

佐藤(靖)・佐藤(久)
(青べか)

大貫(潤)・小田(智)
(ｱﾄﾐｯｸ)

関(浩)・安部(と)
(MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ・ｼｸﾞﾏ)

１１０才クラス

工藤(正)・工藤(千)
(ｴﾙｼﾃｨ)

小林(俊)・松尾(良)
(ｱﾄﾐｯｸ・日の出)

宮木(忠)・仲田(恵)
(ｼｸﾞﾏ・一般)

松山(久)・長谷(小)
(ﾏｽﾀｰｽﾞ・日の出)

１２0才クラス

久保(公)・福岡(浩)
(ｼｸﾞﾏ・浦安ｸﾞﾘｰﾝ)

岡崎(博)・通山(恭)
(ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

森(昇)・北條(恵)
(舞浜・翼)

舟橋(省)・三瀬(富)
(入船東)

１３0才クラス

阪本(浩)・久場(睦)
(日の出)

坂井(宣)・坂井(千)
(美浜東)

大渕(昇)・下間(真)
(ﾏｽﾀｰｽﾞ・ｻﾝｺｰﾎﾟ)

野道(眞)・野道(美)
(美浜東)

Aクラス
Bクラス

優勝コメント
★Ａクラス優勝............................................................................................. 片岡(大)・片岡(広) (TEAM ZERO・MF ｽﾀｰﾀﾞｽﾄ)
対戦相手の皆様、隣のコートの皆様、試合中うるさくてすみません。最後まで楽しくテニスができたのは、大会関係
者の皆様のおかげと深く感謝しております。特にNさん、2人の娘(5歳、3歳)の子守をしながら応援してくださり、本
当にありがとうございました。良い子で待っていてくれた子供達にも感謝です。
試合内容については、要所でロブ、アングルボレー、ドロップリターン、バックスピンスマッシュ(？！)等が決ま
り、我々の持ち味を存分に発揮できたと思います。子供が小さいので夫婦でペア練習するのが難しい状況の中、メイカ
イクラブの皆様方のご協力により2人一緒にコートに立って練習する機会を設けていただき、今回の結果を出すことが
できました。今後ともよろしくお願いします。
★Bクラス優勝 ............................................................................................................................ 藤井(正)・梅津(真) (TEAM ZERO)
今回、初めて浦安市のミックス大会に参加させていただきました。そして決勝戦では人生初の３セットマッチも経
験させてもらいました。決勝の当日は強風に翻弄され、何度か空振りもしながらの苦しい戦いになりましたがどうにか
勝ちきることができました。市民大会レベルでは初めての優勝です。今大会では良い経験をさせていただきました。応
援していただいたTEAM ZEROの皆さんありがとうございました。次回は上のクラスでの挑戦になりますが、まずは
初戦突破を目指してまた練習に励みたいと思います。最後に大会役員の方々、気持ちの良い運営をありがとうございま
した。

(梅津 記)

★C クラス優勝 ............................................................................................................................................. 小林(圭)・小林(理)(ﾎﾟﾝｶﾗ)
今回、初めて浦安市のミックス大会に参加させていただきました。まず驚いたのは試合の進行がとてもよく運営の
すばらしさを感じ、気持ちよく試合をすることができました。大会を運営してくださった浦安市テニス協会の皆様、あ
りがとうございました。又、ポンカラ代表の津田さんには、大会に誘っていただき、練習でもお世話になり、大変感謝
しております。来年からはBクラスでの参加になり、よりハイレベルとなりますが夫婦力を合わせ１試合でも多く楽し
めるように日々精進していきたいと思います。
★90 歳クラス優勝 .................................................................................................................................. 小田(徹)・熊谷(美) (青べか)
「やっと終わった！」と思う気持ちのほうが、「勝った」と思う気持ちより強かったほどきつい試合ばかりでした。
特に、準決勝・決勝はボールを送る方向をちょっとでも間違えると、自分が苦しくなるので１ポイント、１ポイント緊
張しました。ペアの小田君、いっぱい走ってくれて・・・有難う！！
最後になりましたが、いつも応援してくれる家族、クラブの皆さん有難うございます！
そして、協会の方々にお礼を申し上げます。

(熊谷 記)

★110 歳クラス優勝 ................................................................................................................................. 工藤(正)・工藤(千) (ｴﾙｼﾃｨ)
過去2回とも決勝で涙を呑んでいたので、今回はじめて優勝することができ、本当にうれしく思いました。優勝の賞
品は、女房に持っていかれましたが、、、、。

初戦から、接戦の連続で終わってみるまで勝てるかどうかわからない

試合ばかりで、緊張の連続でした。来年以降は、もっと参加者が増えて、かつ楽しく皆さんとプレーできることを望ん
でおります。会長はじめ、大会運営に携わった担当の方々、大変ご苦労様でした。
★120 歳クラス優勝 .......................................................................................................... 久保(公)・福岡(浩) (ｼｸﾞﾏ・浦安ｸﾞﾘｰﾝ)
今回は福岡さんの活躍のおかげでなんとか勝つ事が出来ました
協会役員方々もスムーズに進行していただき楽しく試合が出来ました又次回も楽しみにしてます
宜しくお願い致します。

(久保 記)

★130 歳クラス優勝 ...............................................................................................................................阪本(浩)・久場(睦) (日の出)
今年から新設された１３０歳クラスに初参加し、優勝できたことは素直に嬉しいです。昨年は秋季ダブルス４５歳以
上で準優勝でしたので、浦安の大会は初制覇で２重の喜びです。
私が参加者中もっとも若い年齢？、だった思いますが、これも一重にペアの久場さんのおかげです！決勝は厳しい戦
いでしたが、要所でペアのファインプレーに助けられ、接戦を制することができました。
応援してくださった日の出クラブの方、また３週にわたり大会を運営された役員の方にもお礼を述べたいと思いま
す。ありがとうございました。

(坂本 記)

第２４回浦安市ジュニアテニス大会
日時：平成2６年１月１９日（日）26日（日）
会場：総合運動公園・高洲太陽の丘

18歳以下
男
子

15歳以下

優勝
宇田川 亮司

準優勝
横田 侑哉

3位
熊田 幹

4位
田中 康平

(東京学館浦安高)

(東京学館浦安高)

(東京学館浦安高)

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA)

山本 賢史朗

長野 航樹

東 章

初芝 拓樹

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA)

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA)

(渋谷教育幕張中)

(瑞江中)

片岡 翼

山崎 裕希

小林 龍之介

橋本 圭史

(ｱﾙﾄﾞｰﾙTS)

(ﾌｪﾛｰｽﾞ)

(豊洲北小)

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA)

12歳以下
18歳以下
女
子

佐藤 瑞季

村上 彩夏

(東京学館浦安高)

(東京学館浦安高)

15歳以下
12歳以下

舟橋 結

小林 沙羅

今村 絵美子

谷島 実乃里(A-

(市川中)

(東海大浦安中)

(瑞江中)

ONE)

長野 リサ

庄司 華衣

出原 芽依

下田 菜摘

(ﾌｪﾛｰｽﾞ)

(A-ONE)

(南葛西三小)

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA)

ジュニアテニス大会観戦記 .................................................................................................................................................. 大会担当：古橋
大会は幸い良い天候に恵まれ（風は少し強い）無事終了することが出来ました。関係者のご協力に感謝します。
大会は第１日目運動公園・高洲太陽で行い
２日目は

運動公園で

め、第２日目のみで

各クラス

賞品も

進行はスムーズに行われました

準決勝・決勝・３位決定戦を実施（女子18歳以下は、参加人数が７名のた

優勝・準優勝と２個で

次回は４個

１６名参加を実現したい）

試合は例年通りセルフジャッジで行い、１２歳以下は男女とも高洲太陽で行い指導部にレフェリーをお願いしま
した。試合に関しては12歳・15歳・18歳と年齢と比例してスピードとテクニックが備わり感心しました。もっと
も18歳と言えば

世界チャンピオンになる年齢でもあり当然かも？？？

しかし、この３段階での技術・体力・総合力の進歩は、大きなものがあると12歳・15歳・18歳の参加者の試合
を見て感じました。どの試合も皆、一心に全力で試合するさまは感動です。
やはり決してあきらめない。試合終了までは勝敗は決まらない。これが大切な試合に臨む考えだと感じました。
参加選手が年々少なくなる傾向がありこれから先に何か寂しさを感じましたが、来年は、特に女子18歳を何とか
16名程度の参加者が望ましい。
感心したのは選手たちがよくあいさつをしてくれたことです。やはり指導者の基本がよく行き届いていると感じ
ました。来年も元気なたくさんの選手の試合を期待しています

