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日  時 ： 平成 28 年 5 月 15 日（日）、21 日（土）、22 日（日） 

会  場 ： 総合運動公園、中央公園、高洲 

  

注）両者ノー・ショウの為、３位決定戦実施せず。 

 

 優勝 準優勝 ３位 ４位 

男子 A 
宇賀神 直 

（Air-K） 

阿部 太郎 

（TEAM ZERO） 
 

阿部 亮平 

（NSTC） 

西 康二 

（日の出） 

男子 B 
大橋 夏樹     

（fellows SPORTS） 

内橋 伸仁 

（ワンワールド） 

沼田 剛宏     

（TEAM ZERO） 

鈴木 天丸     

（トウェンティワン） 

男子初級者 
佐竹 允介 

（Bay Wave） 

宇田川 泰右     

（TEAM ZERO） 

松島 寛司     

（TEAM ZERO） 

養父 剛太郎     

（Bay Wave） 

男子 45 才 
鈴木 邦男     

（一般） 

島崎 真      

（ポンカラ） 

注） 吉川 実  （サンコーポ） 

   安田 真和 （TEAM ZERO） 

男子 55 才 
高濱 牧人     

（INTC） 

室伏 雅之    

（エルシティ） 

藤本 正之     

（日の出）    

中島 研二     

（NSTC） 

男子 65 才 
阿部 均 

（日の出） 

大嶽 慎一 

（美浜東） 

渡邊 幸次 

（ウインズ） 

久保 公孝 

（アトミック） 

男子 70 才 
川口 勝章 

（NSTC） 

津野 秋彦 

（NSTC） 

小西 英雄 

（サンコーポ） 

計良 雅昭 

（サンコーポ） 

女子 A 
川崎 優子 

（Bayside） 

川口 雪 

（Bayside） 

隆杉 美和子 

（Bayside） 

高橋 純子 

（一般） 

女子 B 
渡部 貴子 

（TEAM ZERO） 

正留 美佳 

（Bayside） 

鈴木 玲子 

（東野） 

山本 聡美 

（サンコーポ） 

女子初級者 
筒井 八千代 

（翼） 

往田 実夏 

（TEAM ZERO） 

宇田川 理津子 

（TEAM ZERO） 

稲葉 久美子 

（ウインズ） 

女子 50 才 
立野 優子 

（サンコーポ） 

吉田 清美 

（ポンカラ） 

村田 理恵 

（ポンカラ） 

渡辺 真奈美 

（ポンカラ） 

女子 60 才 
上坂 る美子 

（日の出） 

久場 睦子 

（日の出） 

高橋 真利子 

（翼） 

板倉 三枝子 

（青べか） 

市制施行 35 周年記念 

第 32 回春季市民体育大会テニス競技（シングルス） 



優勝コメント 

★男子 A クラス優勝                                  宇賀神 直 （Air-K） 

まさかの二連覇を達成することができ、とにかく嬉しいです。決勝では 2nd セットで 2-5 と完全に追い込まれまし

たが、昨年同様に暑い中で応援してくれた奥さんにも後押しされて何とか挽回し、子供にも良いところを見せる事が

できました。いつも練習に付き合って下さってる皆さん、ありがとうございます。今後もお世話になります！ 

 

★男子Bクラス優勝                             大橋 夏樹 （fellows SPORTS） 

猛暑のような暑い中、大会を運営して下さった役員の皆様ありがとうございました。浦安市民大会を熱い気持ちで戦

えた事は、ぼくの心の成長にも繋がった大会でした。こんなにも貴重な体験や経験をさせてもらえた事を感謝してい

ます。          

 

★男子初級者クラス優勝                              佐竹 允介 （Bay Wave） 

浦安に住んで以来の目標としていた優勝ができたこと、大変嬉しく思います。苦しい場面が多々ありましたが、目の

前の 1 ポイント 1 ポイントに集中することだけを考えて、なんとか勝ち切ることができました。本当に下手くそでど

うしようもなかった私を受け入れ、ここまで成長させてくれた BayWave の皆様、ありがとうございました。来年か

らは B クラスで戦うことになりますが、これまで通り一歩一歩地道に積み上げ、上を目指していきたいと思います。 

 

★男子45才クラス優勝                                 鈴木 邦男 （一般） 

まずは５連覇達成し、ほっとしています。今年はストロークの改良をはかっていたのですが、かえって調子を崩して

しまい苦しい試合内容でした。昨年からベテラン JOP の試合にも挑戦し、全日本にも出場する事が出来ました。もっ

と強くなって一般時代の 9 連覇を超えられるように精進します。関係者の皆様ありがとうございました。 

 

★男子55才クラス優勝                                 高濱 牧人 （INTC） 

前年度優勝のご褒美で第 1 シードをいただき、初日は他の選手が 3 試合のところ、私は 2試合。好天で暑い中のラッ

キードローでした。初日から厳しい戦いで、2 日目の準決勝（対・中島選手）は長丁場の接戦、決勝（対・室伏選手）

では、棄権も頭をよぎるほどの体力消耗戦でしたが、クラブの仲間の応援で乗り切ることができました。今大会も、

残念ながら負傷で棄権されました坂井選手を除けば、私が最年長かと思います。（ちょっと自慢：笑）大会前は今年

で最後の 55 歳クラスと思っていました。でも、今回の 2 連覇で来年もチャレンジしてみたいと思うようになりまし

た。（すぐに気が変わるかも・・・） 

 

★男子65才クラス優勝                                 阿部 均 （日の出） 

昨年 65 歳で退職し大好きなテニスを思う存分できると思っていましたが、もはや昔の体力や集中力も衰え、更に膝

や腰の故障も重なり思い通りのテニスができない中での優勝に自分でもびっくり、これも日ごろ素晴らしいテニス仲

間の方々との交流の賜物と感謝しております。また、コートサイドで応援してくれた友人や家内、娘にも感謝です。 

 

★男子70才クラス優勝                                川口 勝章 （NSTC） 

今大会このクラス参加者が２２名と多数になりました、これは O さんの日頃の活動の成果が実を結んだのではと感謝

しています、お陰様で？３日間にわたり過酷な試合スケジユールになりました、しかも初夏を思わせる天気の中とて

もハードな試合が続き良く勝ち抜くことが出来たと自画自賛しています、また来年も元気にこの大会に参加出来るよ

う健康に留意し１年を過ごしたいと思っています、実行委員の皆様暑い中運営されありがとうございました。 

 

★女子Ａクラス優勝                                 川崎 優子 （Bayside） 

思えば 9 年前、初めて市民大会にエントリーしたのが浦安市でした。もちろん C クラス。初戦 1 試合勝ち上がるのが

精いっぱいでした。そんな思い入れのある浦安市の大会で、まさか大きな優勝カップをもらえる日が来るなんてー！

準決勝も決勝もお友達対決で、とてもリラックスした試合でした。結果、Bayside で 1・2・3 位を独占。本当に嬉

しいです。これからもまだまだ成長できると信じて、来年に向けて精進したいと思います。 



★女子 B クラス優勝                            渡部 貴子 （TEAM ZERO） 

約 15 年ぶりに参加させて頂きました今大会、再び参加出来ましたことを大変嬉しく思います。と同時に、当時、成

し得ることが出来なかった結果に喜びもひとしおです。今大会は初戦から厳しい試合の連続でした。“1 ポイントを

獲ることがこんなにも苦しいなんて”と、幾度となく挫けそうにもなりました。そんな中、“どうしても勝ちたい”

という想いを最後まで途切れさせずにプレイ出来ましたのは、普段からご指導頂いているコーチの言葉、友人や家族

との練習の日々、応援のお蔭です。そのように支えて下さった皆様に、この場をお借りしてお礼申し上げたいと思い

ます。有り難うございました。まだまだ課題は山積みですが、次の目標に向かって頑張って参りたいと思います。 

 

★女子初級者クラス優勝                                筒井 八千代 （翼） 

この度は、初参加の春季市民体育大会（シングルス）において、優勝することが出来まして嬉しく思っております。

決勝大会当日は 30 度近くもある真夏の陽気でしたが、風があったお蔭で清々しくプレー出来ました。しかし、その

風にテニスボールが翻弄され、ボールから目を離さない、足を動かす、ボールの行方を予測するの集中したゲーム運

びとなりました。私はシングルス、ダブルス両方楽しむことにより、プレーの幅も広がるのではないかと、相乗効果

を期待しています。これからも、地道な努力を惜しまず、ステップアップ目指して、自分らしいテニスをしていきた

いなと思います。末筆ながら、日々一緒に練習して下さっている仲間の皆様に感謝申し上げます。 

 

★女子50才クラス優勝                              立野 優子 （サンコーポ） 

真夏を思わせる炎天下、久しぶりのタイブレークを何とか全うする事が出来、とても勉強になり又優勝出来てとって

も嬉しく思います。いつもスムーズな運営をして下さる役員の方々、また一緒に練習し応援してくれる仲間に…どう

も有難うございます。来年もまた元気で久場さんとの参加約束が果たせますように?? 

 

★女子 60 才クラス優勝                              上坂 る美子 （日の出） 

決勝戦は、我が日の出 TC のレジェンド久場さんとの対戦となりました。シングルスはもうしんどいかな！勝負はも

ういいかな！なんて弱気になった時、私の前には、いつも頑張り続ける久場さんがいます。そしてまだまだ私も頑張

らなくてはと、思い直してきました。久場さんと決勝戦で戦えるなんてとても光栄な事、でも負けないぞ〜！対戦前

に久場さんのお餅食べちゃったけど絶対負けないぞ〜！と試合に臨みました。久場さんこれからも頑張って下さいね。

私も精進します！！皆様ありがとうございました。 

 

                                                                                                                                                                                    

                                       
 

日  時 ： 平成 28 年 6 月 5 日（日） 

会  場 ： 総合運動公園 

 

企画部 本間 

 

小雨が降るあいにくの天気でしたが 55 名（定員 3 名欠員・担当役員２名参加）が集まり、8 チームに分け

てリーグ戦 3 試合、順位別対決を行いました。若手からベテランでチームを作っての試合は、日頃のテニスと

は違った面白みがあり、和気あいあいと試合進行もスムーズに進みました。順位別対決の勝者チームに賞品、

そして、全員に参加賞が行き渡り、参加者皆さん全員が満足して頂けたと思います。 

 

★１位トーナメント優勝「池袋チーム」 

渡名喜 庸市（163 ㎝）・吉川 実（サンコーポ）・米須 清人（日の出）・古賀 仁（青べか） 

大重 宗一（トウェンティワン）・大野 義一（マスターズ）・鈴木 天丸（トウェンティワン） 

 

第 26 回浦安ワンデー大会 



 

 

日  時 ： 平成 28 年 4 月 2 日（土） 

会  場 ： 総合運動公園  

 

当日の天候は曇天、多少の風、と好コンディションのもと、大会は無事に終了致しました。参加者が昨年の 80 名

から 96 名(女性:44 名、男性:52 名)に増加して、予定の試合を時間内に消化出来るか心配されましたが、短縮する

ことなく全ての試合を６ゲーム先取で行うことが出来ました。皆さんの大会進行へのご協力と、特に長時間にわたっ

て最後までお付き合い下さった女性参加者に感謝と御礼を申し上げます。来年も良い大会にして皆さんに喜んでいた

だこうと役員一同決意しています。協賛企業の皆さんにもお世話になりました。ありがとうございました。 

 

★優勝「バ」チーム 

斉藤和（日の出）・工藤正人（エルシティ）・道籏繁樹（ウインズ）・森昇（舞浜）・新保博司（舞浜） 

本間満雄（日の出）・坂本幹子（サンコーポ）・浅井真理（ワンワルード）・大貫範子（ウインズ）、 

鷲巣和子（美浜東）・金森由和（入船北）・保田由利子（美浜東） 

 

★準優勝「ド」チーム 

加藤恭介（マスターズ）・青柳和治（翼）・小林紀久雄（日の出）・岡田武雄（翼）・兼子修（ＮＳＴＣ） 

岡野功（青べか）・上村繁政（入船東）・竹内恵子（ウインズ）・青木淳子（東野）・工藤千恵子（エルシティ） 

吉川弥生（東野）・亘理晶子（一般） 

 

★３位「ミ」チーム 

酒井登（マスターズ）・宮本秀雄（ワンワールド）・佐山俊夫（サンコーポ）・大渕昇（マスターズ） 

宮木忠治（マスターズ）・舟橋省一（入船東）・新井文成（青べか）・神山利子（一般）・三瀬富士子（入船東） 

山中ひろ美（ウインズ）・野道美和子（美浜東）・酒井豊子（一般） 

 

 

                     
 

日  時 ： 平成 28 年 6 月 19 日（日） 

会  場 ： 総合運動公園  

 

指導部 小原 

 

今年も、クレールインドアテニススクールさんのご協力のもと、天候にも恵まれて有意義なスクールを行なえまし

た。今年度は、クレールさんからの要望で 6月の 3 週目 19 日（日）（例年は 6 月 2 週目）に行ないました。 

参加者は、午前 31 名・午後 27 名、計 58 名でした。（昨年午前 40 名・午後 37 名、計 77 名）今回のスクールは、

浦安のお祭りと重なって、参加者が少ないのではと不安がありましたが、多くの方に参加頂きました。 

スクールの運営にご協力頂いた、クレールインドアテニススクールのコーチの方をはじめ、指導部・指導委員の皆

様に感謝いたします。 

 

以上 

 

                                                                                          

第 14 回ナイスミドル大会 

協会主催テニススクール 


