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201５年度を迎えて
副会長 酒井 豊子 記
今年の幕開けジュニア大会は、錦織圭さんの活躍等の影響を受けてでしょうか、参加者が例年に比べて１００
人近くも増加し、大会運営に支障をきたすほどの盛況ぶりでした。戦績優秀なジュニアは千葉県郡市交流中学生
大会に参加し、将来の錦織２世を目指すべく頑張っています。
今年のシングル大会は女子６０才クラスの枠を設け又、ダブルス大会も女子６０才クラスを新設するなど、従
来にも増してより楽しく参加しやすいテニス大会を心掛けて行きたいと考えております。
各テニスクラブの皆様には積極的な大会への参加や大会の運営にご協力頂き、心より感謝しております。本年
も引き続いてのご支援、ご協力をお願い申し上げます。
浦安市の生涯スポーツ健康！のスローガンの下、皆様の明るく、楽しく、健康的なスポーツ活動を願っており
ます。

新規クラブ紹介
新規に浦安市テニス協会に加盟させていただきました（ＮＳＴＣ）です．
私どものクラブは明海大学オープンカレッジの会員を中心に結成されたクラブで平均年齢は６０歳を超えていますが
テニスを心から愛し楽しむ気持ちはまだまだ青年のままです。
全員での練習会は月１回土曜日に明海大学のコートを使用させていただき開催する予定にしています、６０歳以下
でも在住在勤の方，テニス大好きな方大歓迎です。
（Ｎ）なんと（Ｓ）素敵な（Ｔ）テニス（Ｃ）クラブと云われる様なクラブ運営を目指しています。
ＮＳＴＣ代表

川口勝章

第３３回 浦安市テニスクラブ団体戦
日 時：平成2６年１１月１６日（日）
、２３日（日）
、12月７日（日）
会 場：運動公園、中央公園、高洲太陽の丘

男子Aクラス

男子Bクラス

女子Aクラス

女子Bクラス

優勝

TEAM ZERO

Bay Wave A

アトミック A

浦安グリーン Ｂ

準優勝

青べか A

エルシティ Ａ

Air-K

日の出 Ｂ

3位

トゥエンティワン A

シグマ

翼 A

翼 Ｃ

4位

サンコーポ A

MFスターダスト B

アトミック B

Bay Wave

団体戦優勝コメント
★男子Ａクラス優勝 ........................................................................................................................................................... TEAM ZERO
★男子 B クラス優勝 .......................................................................................................................... BayWaveA 監督：渡辺 秀昭
団体戦の優勝は、今年度の大きな目標でしたので、達成することができて、チーム一同、とても嬉しく思っておりま
す。普段の練習会でも、メンバー全員で練習する機会が少ない状況でしたが、試合では、雰囲気も良く、みんなで試合
を楽しむことができました。
団体戦は、5 ペアの順番次第で勝敗が大きく左右されるなど、難しい面もありますが、みんなで声をかけ合い、劣勢を
跳ね返すことができるのも、団体戦の楽しさであり、魅力だと改めて感じました。
来年からは、厳しい戦いになると思いますが、一年でも長く、A クラスに残留できるよう、みんなで練習していきたい
と思います。
最後になりましたが、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。今後とも、宜しくお願い
致します。
★女子Aクラス優勝 ..................................................................................................................................... アトミックA 小田 智子
浦安の団体戦は熱い!! 毎年 そう感じているチームも多いと思います。
「今のポイント大きいよ!!」「一本 集中!!」ベンチや応援団からの声「魔物」が住んでる団体戦。ハラハラドキドキの場
面もありましたが、２年ぶりに 優勝を奪還出来て良かったです♪
大会運営の役員の皆さん、チームの皆さん、応援に来てくれたチームの皆さん
お寒い中、ありがとうございました。
★女子 B クラス優勝 ................................................................................................................ 浦安グリーンＢ

監督：川田 晴美

今年こそは・・・という思いで今自分達に出来る事を出し切れる様にと話し向かえた団体戦を優勝という結果で終え
られた事大変嬉しく思っております。
また監督を始め止むを得ない事情で参加出来なかったチームメイトや練習に付き合ってくれたグリーンＡのメンバー
そしていつも寛大に女子部の活動を支えてくれる男子部の心強い応援に感謝の気持ちでいっぱいです。
来年はＡクラスまた一年練習に励んで行きたいと思います。
最後になりましたが大会運営に携わってくださった役員の皆様にお礼申し上げます。ありがとうございました。

第２５回浦安市ミックスダブルステニス大会
日時：平成2７年３月１５日（日）２１日（土）
、2２日（日）
会場：総合運動公園（８面）
、中央公園（６面）

Aクラス
Bクラス
Cクラス

優勝

準優勝

3位

4位

大岡(友)･沢出(亜)
(TEAM ZERO)
(MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ)
齋藤(祐)・西谷(稚)

佐藤(靖)・佐藤(恵)
(青べか・Air-K)

細井(庸)・細井(麻)
(Air-K)

田中(秀)・田中(恵)
(ｱﾄﾐｯｸ)

島崎(真)・樋口(佳)
(ﾎﾟﾝｶﾗ・Bayside)

岸(大)・川崎(優)
(Bayside)

上田(雄)・遠藤(彩)
(日の出・一般)

須藤(靖)・須藤(圭)
(163cm)

井出(慎)・平松(由)
(Bay Wave)

村上(準)・久保(久)
(Bay Wave)

(ﾎﾟﾝｶﾗ)
藤井(寛)･佐藤(仁)
(TEAM ZERO)

90才クラス

鈴木(邦)・永田(順)
(一般・ｱﾄﾐｯｸ)

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)

阪本(浩)・小林(千)
(日の出・ｱﾄﾐｯｸ)

１１０才クラス

吉岡(寿)・白川(薫)
(日の出)

小菅(邦)・小菅(美)
(MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ)

藤本(正)・吉田(由)
(日の出・ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ)

津田(純)・福島(桂)
(ﾎﾟﾝｶﾗ)

１２0才クラス

畑中(日)・畑中(良)
(ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

久保(公)・福岡(浩)
(ｼｸﾞﾏ・浦安ｸﾞﾘｰﾝ)

森(昇)・北條(恵)
(舞浜・翼)

山脇(正)・山脇(孝)
(ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

川口(勝)・高橋(真)

佐々木(修)・森(淑)

(ｼｸﾞﾏ・翼)

(舞浜・青べか)

今井(伸)・今井(美)
(入船北)

本間(満)・久場(睦)
(日の出)

１３0才クラス

ミックスダブルス優勝コメント
★Ａクラス優勝............................................................................................................................. 大岡(友)･沢出(亜) (TEAM ZERO)

★Bクラス優勝 .............................................................................................................................................. 齋藤(祐)・西谷(稚) (ﾎﾟﾝｶﾗ)
今回、パートナーに誘われ初めて浦安市ミックスダブルス大会に出場させて頂きましたが、優勝出来たこともあり
非常に思い出に残る大会となりました。一戦一戦難しい試合が多く、特に最終日のSF、Fでは気の抜けないポイント
が続き、緊張の連続でした。そのような中で、調子の上がらない私をプレーでも精神的にも引っ張ってくれたパート
ナーに感謝しています。来年はAクラスで一つでも上に行けるよう、練習を重ねたいと思います。最後になります
が、本大会を運営してくださった浦安市テニス協会の方々に感謝致します。ありがとうございました。(齋藤

記)

★C クラス優勝 ............................................................................................................................ 藤井(寛)･佐藤(仁) (TEAM ZERO)

★90 歳クラス優勝 ...................................................................................................................... 鈴木(邦)・永田(順) (一般・ｱﾄﾐｯｸ)
「今回初めて組んでいただいた鈴木邦男さんは背が高くてとてもカッコよいんです！そして、足も速くどんなボール
でも拾ってしまいます。なんといってもゲームの組み立て、球の配球が絶妙でとても楽にプレーさせていただきまし
た。決勝戦では6ゲーム目を落として4-1になったところから5-5になり、少しヒヤッとしましたが無事に優勝するこ
とができて良かったです！邦男さんサイコー♪ありがとうございました。

(永田

記)

★110 歳クラス優勝 ...............................................................................................................................吉岡(寿)・白川(薫) (日の出)
今大会は、恵まれた天候の中で試合する事が出来ました。準決勝では、同じ日の出?しかも男ダブパートナーの藤本
さん吉田さんペアとの対戦でした（お互いにやりずらいデスヨネ）。
当日の朝、藤本さん対策をたて（サーブが凄んだ?）見事作戦成功…サーブをブレイクする事が出来、勝つことが出
来ました。決勝は、良い流れのままプレーする事が出来！！優勝！！とても嬉しいです。
応援して下さった皆様ありがとうございました。大会役員の皆様方お疲れ様でした。

(白川

記)

★120 歳クラス優勝 ............................................................................................................................ 畑中(日)・畑中(良) (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)
今大会も初回戦から強者の皆さんとの対戦でロブ・強打・軟打…etc．様々な攻撃を受け、苦戦と緊張の連続で、
大汗やら冷や汗のかきどうしでした。皆さん実力もさることながら、ジャッジも正確で楽しく試合をする事ができま
した。家内とのコンビネーションも山あり谷ありの状態でしたが、運にも恵まれ何とか優勝することができました。
日頃から練習の相手をして下さったワンワールドの皆さまありがとうございます。
最後になりますが、早朝から試合の準備、スムースな運営をして頂いた役員の皆様に感謝いたします。ありがとうご
ざいました。

(畑中

記)

★130 歳クラス優勝 .......................................................................................................................... 川口(勝)・高橋(真) (ｼｸﾞﾏ・翼)
今年の大会は絶好なコンディションの基で最強な女神のパートナーに恵まれ全試合充実した内容でプレーで出来ま
した。また来年に向けて体調管理に努めこの大会に参加する事を目標に１年間過ごしたいと思っています。
大会の運営役員の皆様ありがとうございました。

(川口

記)

第２５回浦安市ジュニアテニス大会
日時：平成2７年１月２５日（日）2月８日（日）
会場：総合運動公園・高洲太陽の丘

18歳以下
男
子

優勝
田邊 篤志

準優勝
山本 賢史朗

3位
鈴木 秀斗

4位
青木 源太

(有明ｼﾞｭﾆｱTA)

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川)

(東京学館浦安高)

(fellows SPORTS)

15歳以下
12歳以下
18歳以下

女
子

15歳以下

内野 響

長野 航樹

渡辺 健太

國分 智利

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川)

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川)

(渋谷教育幕張中)

(渋谷教育幕張中)

村田 大弥

臼井 涼馬

甲斐 悠輝

岡城 正純

(宇喜田小)

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川))

(下鎌田西小)

(日の出南小)

柿崎 そら

田辺 美紗希

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川)

(中村高)

國分 香里
(東京学館浦安高)

(東京学館浦安高)

佐藤 瑞季

加藤 里彩

船木 千帆

植原 舞美

長野 リサ

(渋谷教育幕張中)

((渋谷教育幕張中)

(東京成徳大中)

(fellows SPORTS)

麻坂 芽生

庄司 華衣

宇田川 実央

遅澤 瑞貴

(A-one)

(A-one)

(船堀二小)

(fellows SPORTS)

12歳以下

ジュニアテニス大会観戦記 .................................................................................................................................... 大会担当：直井

千尋

４年ぶりにジュニアテニス大会の主担当をさせて頂きました。
２日目最後の試合では降雨になりながらも、皆様のご協力により大会を無事に終了する事ができました。関係者の皆
様に感謝申し上げます。
今年は錦織選手の活躍もあり、参加者も大幅増となり嬉しい反面限られた日程、コート数でどのように運用し、出場
する選手全員が喜んで頂ける大会にするかという事で非常に悩んだ大会でもありました。
しかし、試合終了後に選手から感謝の挨拶を頂くなど、嬉しい事も多々ありました。
試合につきましては、年を重ねる事に選手のレベルもあがり、打ち合うだけではなくドロップショットも活用する
など、錦織選手のプレーも研究されてプレーしている印象でした。
次年度も参加者が増える事を願い、年々減少しつつあるテニス人口拡大に貢献できればと思います。

第２回郡市交流中学生テニス大会試合結果
開催日：平成27年2月22日
場 所：フクダ電子ヒルスコート
あいにくの小雨の中、浦安市は１チーム（男子５名女子６名）参加しました。
予選リーグ（３チーム総当たり）は、松戸・鎌ヶ谷Ａチーム、柏Ｂチームと当たりリーグ内２位となり２位トーナメ
ントへ進みました。
２位トーナメントは１回戦

松戸・鎌ヶ谷Ｂチームに勝ち、２回戦の船橋チームには２－４で負け、結果２位リーグ

準優勝となりました。
出場選手
男子：山本賢史郎・松本星矢・塚田航平・長野航樹・磯貝智也
女子：堀江理央・長谷川琳香・隅野日菜多・岸田紗江・竹内空・長田夏美

