第 85 号
2014 年11月

第２０回浦安オープンテニス選手権大会
日 時 ： 平成２６年８月２３日(土)、３０日(土)、３１(日)
会 場 ： 運動公園テニスコート
参加数 ： 男子５６名 女子１６名
観戦記

オープン担当：津田純一

第 20 回の節目になる大会となりました浦安オープンテニス選手権大会は、8 月の運動公園テニスコートで、一
般男女シングルスに加え昨年より新設いたしました男子 45/55 才ダブルス、女子 45 才ダブルスクラスの 5 種目
で開催いたしました。
さて、試合は初日無事終了、2 日目は試合前の早朝に雨に襲われ、コートに水溜りが出現しましたが、天気予報を
参考に試合開始時間を 1 時間延期して 10 時開始とし、コートの水溜りは大会役員に加え選手応援に来ていた皆さ
んの人海戦術により試合開始予定の 10 時には消えていました。その後大会は順調に進み、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。
最後になりましたが、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、運営にご協力して頂いた皆様に感謝
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

神田

(TEAM ZERO)

佐藤・安田 (TEAM ZERO)

高濱・坂井 (INTC・美浜東)

準優勝

鈴木

(フリー)

盛重・大和田 (サンコーポ・フリー)

工藤・斉藤 (エルシティ・シグマ)

第３位

篠原

(フリー)

中畑・保田 (美浜東)

第４位

三浦

(クレール I.T.S)

藤木・山南 (入船東)

★女子シングルス

★女子ダブルス４５

優 勝

大西

(フミヤエース市川)

細井・橋本

(Air－K)

準優勝

橋田

(ポンカラ)

井上・中

(東野・トゥエンティワン)

第３位

大森

(BAY WAVE)

熊谷・工藤

(青べか・エルシティ)

第４位

清水

(日の出)

須賀・清水

(日の出)

夏季ジュニアスクールの開催
日 時：平成２６年７月１２日(土)・１３日(日)・１９日(土)・２０日(日)
参加数：小学生 ５８名
★フェローズスポーツ様のご協力でスムースに運営することが出来ました。

第３１回 秋季市民体育大会（ダブルス）
日

時

：

平成２６年１０月１９日（日）、２５日（土）、２６日（日）

会

場

：

運動公園、中央公園
★男子 A クラス

★男子 B クラス

★男子 C クラス

勝

垣屋・磯貝 (青べか)

藤井・中村

(TEAM ZERO)

杉村・禾木

(東野・一般)

準優勝

福田・熊谷 (青べか)

佐藤・染谷

(シグマ)

丸山・馬塲

(ｱﾄﾐｯｸ・一般)

優

第 3 位 井林・中畑

(美浜東)

霧生・鈴木

(SOL)

渡辺・萩原

(Bay Wave)

第 4 位 小田・辻

(青べか・アトミック)

浜田・山崎

(青べか)

原田・坂本

(青べか)

★男子５５才クラス
優

勝

準優勝

★男子 65 才クラス

中島・吉田 (一般)

久保・田邊 (ｼｸﾞﾏ)

小西・下枝

(ｻﾝｺｰﾎﾟ・日の出)

阿部・鈴木 (日の出)

森・佐々木 (舞浜)

荒木・大渕

(ﾏｽﾀｰｽﾞ)

河野・河野

(日の出・ﾏｽﾀｰｽﾞ)

伊藤・岸本

(ｱﾄﾐｯｸ)

第 3 位 室伏・工藤

(ｴﾙｼﾃｨ)

砂川・津野

第 4 位 森本・藤井

(青べか・ｱﾄﾐｯｸ)

高橋・渡辺 (青べか・ｳｨﾝｽﾞ)

☆女子 A クラス
優

勝

★男子７０才クラス

(青べか・一般)

☆女子 B クラス

☆女子 C クラス

大野・中山 (ｱﾄﾐｯｸ)

安達・小林

(ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

大平・高橋(浦安ｸﾞﾘｰﾝ・MF ｽﾀｰﾀﾞｽﾄ)

佐々木・沢出 (TEAM ZERO)

本井・阿部

(東野)

須賀・後藤

(日の出)

第 3 位 泉谷・細川 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

北嵐・水谷

(ｼｸﾞﾏ・ﾎﾟﾝｶﾗ)

赤松・永仮

(浦安ｸﾞﾘｰﾝ)

第 4 位 小暮・細井 (Air-K)

温井・川崎

(Bayside)

町田・由良

(日の出)

準優勝

☆女子５０才クラス
優

勝

準優勝

熊谷・工藤(青べか・ｴﾙｼﾃｨ)
出口・立野(ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ・ｻﾝｺｰﾎﾟ)

第 3 位 礒貝・川合(ｼｸﾞﾏ)
第 4 位 窪園・桜井(ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ・ｱﾄﾐｯｸ)

優勝コメント
★男子Ａクラス優勝 ................................................................................................................. 垣屋・磯貝 (青べか)
浦安市ジュニアテニス大会での優勝以来、苦節 20 年、ようやく夢叶い念願であった市民大会で優勝することが
できました。春の市民大会シングルスでは決勝で負けて、とても悔しい思いをしたので今大会優勝できたことは本
当に嬉しいです。まずはパートナーの磯貝君に感謝したいです。ただやはり優勝できたのは、所属チームの青べか
の皆様の応援や、コート提供などの多大な支援があったからだと感じています。本当にありがとうございました。
団体戦も頑張りますのでまた応援来てください！そしてこの大会を支えて下さった大会関係者の皆様、いつも素晴
らしい大会運営ありがとうございます。これからも一緒に浦安テニスを盛り上げていきましょう！
★男子Ｂクラス優勝 .............................................................................................................藤井・中村 (TEAM ZERO)
秋季市民大会参加の皆様おつかれ様でした。そして、大会関係者の方々に於かれましては円滑な運営ありがとう
ございました。今回は３日間お付き合いいただいた数少ない応援団（笑）とサイド被りで無理やりの急造フォアサ
イをやってもらったサウスポーの相方のおかげで優勝できました。感謝です。相方に止められるかも知れませんが
次はフォアリターンをまあまあ見れる形にしてダマシダマシの”なんちゃってフォアサイ”で A の初戦突破に臨み
たいと思います。
★男子Ｃクラス優勝 .............................................................................................................杉村・禾木 (東野・一般)
初めにこの大会を支えて下さった大会関係者のみなさん、運営にご尽力いただき感謝致します。ありがとうござ
いました。また、東野の皆様、いつも一緒に練習してくれる皆様、応援いただいた皆様、コーチ、本当に有難うご
ざいました。今大会は何回戦で負けてもおかしくない試合が続きましたが、優勝という結果で終わることができ、
大変嬉しく思います。この優勝をバネにしてさらなるステップアップを目指していきたと思います！

★男子５5 才クラス優勝 ............................................................................................... 中島・吉田 (一般)
浦安市民大会優勝。
ペアを組み始めて 7 年、
とうとうこの記念すべきマイルストンに到達することができました。
いつも前向きでパワフルなパートナーの中島さん、常日頃一緒にテニスをしてくださる仲間の皆さん、そして私た
ちの家族の協力と応援のおかげです。最後まで息を抜くことのできない厳しい戦いばかりでしたが、すべての対戦
相手が素晴らしいテニスマンでした。市民大会らしく、旧知の皆さんと老若男女を問わずお話しすることもできま
した。これらのことが私たちの喜びをより素晴らしいものにしてくれています。最後になりましたが、大会の運営
にご尽力くださいました浦安市テニス協会の皆様に改めて御礼申し上げます。今回の優勝を誇らしく、でも、驕る
ことなく謙虚に、これからもテニスを続けていきたいと思います。これからもどうぞ宜しくお願いします。
★男６5 才クラス優勝 .................................................................................................... 久保・田邊 (シグマ)
毎年この大会は旧知のテニス仲間との大会です。今年は運良く優勝することができました。これからも楽しくテ
ニスができますように・・・。協会の皆様よろしくお願いいたします。
★男子７０才クラス優勝 ............................................................................................... 小西・下枝 (サンコーポ・日の出)
今回、初めて優勝できました。無欲で淡々とゲームを楽しんだのが良かったと思います。決勝戦は、タイブレー
クまでもつれ、タイブレークも接戦でどちらが勝っても不思議のないゲームでした。相手は接戦続きで疲れていた
はずですがその気配も見せず、少なからず驚きました。ホームページの優勝者写真を見ると本当に幸せに映ってい
ます。この感動を与えていただきました大会運営に携わったいただいた方々、試合に参加された選手のみなさんに
心から感謝いたします。我々の年齢は、合計で１５０歳です。この記録はなかなか破られないかと自負しています。
我々の優勝に刺激され、年齢に関係なくテニス愛好家がますます増えることを期待しています。
★女子Ａクラス優勝 ........................................................................................................ 大野・中山 (アトミック)
私たち２人で３回目の優勝やったー♪３連覇のかかった昨年は２日目に出られず残念だった分、今年は絶対優勝
したかったので本当に嬉しいです。それなのに…最終日は２人とも前夜の深酒がたたり、最悪のコンディション。
そのおかげか、集中力 MAX で行けたけど途中キレました…どうせやるなら頑張ろうと２人でお尻をペンペンしな
がら無事に勝てて良かったんですが本当に辛かった…今後の教訓…試合前夜の深酒はやめよう!!大会役員の皆様、
ありがとうございました。
★女子Ｂクラス優勝 ........................................................................................................ 安達・小林 (ワンワールド)
優勝出来て本当に嬉しいです！浦安市のダブルスにはこれまでも何度かチャレンジしてきました。いつも結果が
出せないまま反省することが多く、とりあえずベスト４を目標に！と挑んだエントリーでした。市民戦は必ずどこ
かで普段一緒に練習している仲間と対戦することになりますね。
試合が始まる前から緊張している自分がいる中で、
ペアの小林さんに沢山引っ張ってもらえたことが今回の優勝につながったと思います。有ちゃんありがとう！今回
の結果を励みに、また頑張りたいと思います。最後になりましたが、大会を運営して下さった役員の皆さま、応援
して下さった皆さま、いつもお世話になっているワンワールドの皆さま、ありがとうございました。
★女子Ｃクラス優勝 ........................................................................................................ 大平・高橋(浦安ｸﾞﾘｰﾝ・MF ｽﾀｰﾀﾞｽﾄ)
全日、
穏やかな秋晴れの日程の中、
協会運営に携わられた役員の皆様のお蔭で最後まで楽しくテニスが出来ました。
有難うございました。今回は初めて組むペアでの出場でしたが、ペアの太平さんの粘り強いストロークと精神的な
励ましと支えがありまた、私達を応援し見守って下さった I さん、S さん、終始熱い応援を注いで下さった浦安グ
リーンの皆様の後押しのお蔭で勝利を勝ち取ることが出来ました。皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。本当に
有難うございました。今後もテニスを通じて知り合った素敵な仲間と共に楽しくテニスをしながら更なる高みを目
指し、怪我なくテニスを続けていきたいと思います。
★女子 50 才クラス優勝 ............................................................................................... 熊谷・工藤(青べか・エルシティ)
やった?！！2 連覇。最初の優勝より連覇するのは難しいと言われているので、すごくうれしいです。今年から、
土・日連続の日程で 4 試合目になる決勝戦は、足がピクピクし始めて辛いゲームでしたので要所でペアの工藤さん
が決めてくれたので、とても助かりました。工藤さん、お疲れ様でした。いつも応援してくれるクラブの皆さん有
難う！そして協会の皆様、いつも有難うございます。１つ残念なことは、同時間帯にあった息子の決勝戦の応援が
できなかったことです。

第２8 回浦安レディース大会
日

時： 平成２６年１０月２日(木)

会

場： 浦安市総合運動公園８面
担当：西野 夏子

参加人数８０名。抽選により各 5 名 16 チームをランダムに組み合わせ、前半は 1 ブロック 3 ペアでリーグ戦
を行い、後半はブロック１位〜4 位でトーナメントを行いました。
《結果》
★１位リーグ優勝 P チーム
石崎（ワンワールド）
・吉田（ポンカラ）
・伊藤（エルシティ）
・村田（ポンカラ）
・内藤（浦安グリーン）
★２位リーグ優勝 M チーム
村山（浦安グリーン）
・佐藤（MF スターダスト）
・木村（BayWave)・富永（青べか）
・古美山（日の出）
★３位リーグ優勝 A チーム
三宅（協会）
・佐藤（アトミック）
・板倉（青べか）
・鈴木（東野）
・樋浦（アトミック）
★４位リーグ優勝 D チーム
清水（ウインズ）
・森本（ウインズ）
・井上（協会）
・久松（美浜東）
・神谷（トゥエンティワン）

第６４回千葉県民体育大会
日 時： 平成２６年１１月１日(土)・２日(日)
会 場： 千葉県立総合スポーツセンター庭球場
第６４回千葉県民体育大会が１１月１・２日に開催されました。
１日目は降り続く冷たい雨の中、選手のみならず応援団もずぶ濡れになりながらも、順調に勝ち進み２日目へ
と駒を進めました。２日目は一転して快晴でしたが、印旛郡市との準々決勝で敗退となりました。昨年同様ベ
スト８でした。特に２日目は優勝チームとの厳しい対戦でしたが、見ごたえのある試合も多く、選手達のレベ
ルアップを実感できました。今後とも更なる向上を目指したいと思います。
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。以下は試合結果です。
２回戦

ＶＳ． 銚子市

7－0

準々決勝

ＶＳ． 印旛郡市

1－4

（打ち切り）
指導部：藤井ミサト

