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日 時 ： 平成２８年８月２１（日）、２７日（土）、9月4日（日） 

会 場 ： 運動公園テニスコート 

参加者： 男子９３名、女子8名                      

 

観戦記                                    オープン担当 津田純一 

 第 22 回を迎えた浦安オープンテニス選手権大会は猛暑も和らぐ 8 月のお盆明けの運動公園テニスコートにて、

一般男女シングルスに加え、ベテラン男子 45/55/65 才クラスシングルスの 5種目にて開催いたしました。 

参加申し込みは昨年よりインターネットにて行えるようにし、その結果か若干ではありますが第 21 回/22 回と参

加者増となりました。さて大会初日は３つの台風に囲まれ雨天により順延となりましたが、9 月 4 日（日）緊張感

高まる中、無事に終了いたしました。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共に、今後もますます発展させて行きたいと思います。 

最後になりましたが、大会を協賛してくださった、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。 

 

 

 

 

 

 

日 時：7月１０日（日）、１６日（土）、１７日（日）、24（日） 

場 所：高洲テニスコート 

 

今年もフェローズ様からの計８名のコーチ派遣のご協力のもと、初日は雨天中止でしたが予備日を使って計 4 日

間のレッスンが無事に終了いたしました。今年の参加者は５０名で、女子の参加人数の減少が見られました。 

フェローズ様、指導員の方々、スタッフ関係者の皆様におかれましては、暑い中運営にご尽力いただきありがとうご

ざいます。                                     指導部 小原政孝 

 

 一般男子シングルス 男子４５シングルス 男子５５シングルス 

優 勝 ｼｪﾗｰ聖也ﾄｰﾏｽ （TEAM ZERO） 中本 洋志  （フリー） 高濱 牧人  （INTC） 

準優勝 工藤 大介   （クレール I.T.S.） 山根 知    （船橋さくら TC） 藤本 正之  （日の出） 

第 3 位 大橋 音王   （クレール I.T.S.） 矢野 明   （ORTC） 奈良 伸一  （SKYTON） 

第 4 位 村上 準    （BAY WAVE） 鈴木 邦男  （フリー） 渡辺 友一  （SKYTON） 

 一般女子シングルス 男子６５才シングルス 

優 勝 青木 奈央   （IHSM アリーナ） 阿部 均   （日の出） 

準優勝 橋田 未知子 （ポンカラ） 河野 晶二郎 （日の出） 

第 3 位 岡田 朝子  （エルシティ） 

第 4 位 野村 悠希  （TEAM ZERO） 

第 22 回オープンテニス選手権大会 

夏季ジュニアスクールの開催 



 

 

 

  

 
日 時 ： 平成 28 年 10 月 16 日（日）、22 日（土）、23 日（日） 

会 場 ： 運動公園、中央公園、高洲テニスコート 

 
 

 ★男子 A クラス ★男子 B クラス ★男子初級クラス 

優 勝 
小野崎（創）・前田（聡） 

（TEAM ZERO） 

中島（光）・佐々木（哲） 

（TEAM ZERO） 

広木（剛）・折居（渉）  

（一般） 

準優勝 
中尾（礼）・齋藤（全） 

（TEAM ZERO） 

島崎（真）・花垣（俊）  

（ポンカラ・BAY WAVE） 

藤倉（一）・川﨑（雄） 

（東野） 

第 3 位 
宇賀神（直）・大倉（司） 

（Air-K） 

藤田（将）・田中（東）    

（Bayside） 

大石（暁）・風間（俊） 

 （翼・一般） 

第 4 位 
熊田（暉）・岡崎（翔） 

（TEAM ZERO） 

山崎（直）・小林（巻） 

（fellows SPORTS） 

清水（勝）・原田（昌）  

 （INTC） 

 ★男子４５才クラス ★男子５５才クラス ★男子６５才クラス 

優 勝 
小田（徹）・小原（政） 

（一般・WITH） 

藤本（正）・奈良（伸） 

（日の出・NSTC） 

田邉（學）・砂川（豊） 

（NSTC・青べか） 

準優勝 
関（浩）・植田（義） 

（MFスターダスト） 

阿部（均）・鈴木（清）     

（日の出） 

森（昇）・佐々木（修） 

（舞浜） 

第 3 位 
松井（康）・大貫（潤） 

（アトミック） 

森本（稔）・藤井（愉） 

（青べか・アトミック） 

奥村（修）・行武（清）   

（NSTC） 

第 4 位 
吉見（幸）・今田（喜）  

（日の出） 

津田（純）・藤本（俊）    

 （ポンカラ） 

山北（洋）・河内（建）  

（INTC） 

 ★男子７０才クラス ☆女子 A クラス ☆女子 B クラス 

優 勝 
計良（雅）・久保（公） 

（サンコーポ・アトミック） 

鈴木（智）・佐藤(恵)  

（Air-K） 

菊池（佳）・山本（明） 

（浦安グリーン） 

準優勝 
小西(英)・野道（眞） 

（サンコーポ・美浜東） 

細井（麻）・垂石（菜） 

（Air-K・アトミック） 

花垣（磨）・藤田（由） 

（BAY WAVE） 

第 3 位 
河野（晶）・河野（正） 

（日の出・マスターズ） 

渡部（淳）・太田（実） 

（翼・浦安グリーン） 

原田（由）・利岡（千） 

（浦安グリーン） 

第 4 位 
宮沢（龍）・神谷（ｱﾝﾄﾆｵ） 

（マスターズ・ワンワールド） 

後藤（智）・大谷（聖）   

（翼） 

石岡（美）・竹中（寿） 

（BAY WAVE・翼） 

 ☆女子初級クラス ☆女子５0 才クラス ☆女子６0 才クラス 

優 勝 
高橋（ゆ）・大井（隆）  

（入船北） 

鈴木（巳）・御代（左）       

（翼） 

清水（礼）・上坂（る） 

（翼・日の出） 

準優勝 
中山（由）・羽生（有） 

（fellows SPORTS） 

阿部（と）・吉田（由） 

（NSTC・ﾄウェﾝﾃｨﾜﾝ） 

八木澤（芳）・佃（真） 

（入船北・翼） 

第 3 位 
北村（雅）・長友（美） 

（BAY WAVE） 

熊谷（美）・工藤（千）  

（青べか・エルシティ） 

太田（喜）・板倉（三） 

（青べか） 

第 4 位 
大杉（裕）・清水（輝）  

（舞浜） 

井上（悦）・中山（真）  

（東野・入船北） 

臼井（由）・山中（ひ）  

（ウインズ） 

 

 

市制施行 35 周年記念 
第３３回 秋季市民体育大会（ダブルス） 



 

 

 

 

★男子Ｂクラス優勝 中島・佐々木（TEAM ZERO） 

 昨年、一昨年から参加させていただきましたが、3日間のスケジュール調整が難しく、棄権にてご迷惑おかけいた

しました。今回はようやく参加できただけでなく、優勝出来て嬉しく思っております。 

個人、団体戦共に毎年お世話になっておりますが、これからも運営ご対応何卒宜しくお願い致します。 

 

★男子 45 才クラス優勝                           小田・小原（一般・WITH） 

 私が浦安で高校生からテニスを始めて 30 年目の節目の年に、優勝することが出来てとても嬉しいです。大先輩と

組ませてもらった今大会では、決勝のマッチポイントで僕がスマッシュをミスした時は殴られるかと思ったし、ペア

の先輩が試合の途中で高校時代の顧問の先生にも見えちゃいました。一緒に組んでいただいた小田先輩、本当にあり

がとうございました！また、応援してくださった方々や家族にも感謝しています。 

最後に、本大会を運営いただいた役員の方々、ありがとうございました。 

 

★男子 55 才クラス優勝                          藤本・奈良（日の出・NSTC）

55 歳以上クラスでは初めての優勝で、嬉しい限りです。苦しい試合もありましたが、パートナーの奈良さんに助け

られ切り抜ける事が出来ました。奈良さん有難う！大会運営事務局の皆様にも感謝です。有難うございました。 

 

★男子 65 才クラス優勝 田邊・砂川（NSTC・青べか） 

 青べかテニスクラブ・SKYTON・MKEの皆様いつもテニスにお付き合いいただきありがとうございます。 

お陰様で今回優勝することが出来ました。これからも体の許す限り、老体にむち打ち皆様について行きますので、 

よろしくお願いいたします。 また対戦いただいた方々には、厳しいながら楽しくお付き合いいただきありがとうご

ざいました。来年もお互い元気でお会いできることを楽しみにしています。最後になりましたが、大会運営にご尽力

頂いております浦安市テニス協会の皆様に心より感謝いたします。 

 

★男子 70 歳クラス優勝 計良・久保（サンコーポ・アトミック） 

 最強のパートナーと組ませて頂き、70代の部で優勝と言う栄誉を頂きました。これは偏に、組み合わせにご尽力

頂いた T さんと、テニス仲間の温かいご支援があっての事と感謝いたしております。年齢からして技術的な事はさ

て置いて、試合の組み立て方、そしてなによりもメンタル面でのご指摘とご指導を頂き、小心な自分にとっては、最

高の勉強になりました。久保さん、有難うございました。 

これを機にさらに精進していきたいと思っております。連日応援をして下さった皆さん、そして大会を運営して下さ

った協会の皆様に心から御礼申し上げます。有難うございました。 

 

★女子Ａクラス優勝 鈴木・佐藤（Air-k） 

 今大会はペアの鈴木智美さんとしっかりと自分たちのテニスができて、しかも優勝できて本当に嬉しいです。 

そしていつも応援してくれる家族に心から感謝しています。来年もチャンスがあったらぜひ参加して、イルカのトロ

フィー目指してがんばりたいです。関係者の皆様、本当にありがとうございました。 

 

★女子 B クラス優勝 菊池・山本（浦安グリーン） 

 本大会にご尽力頂いた浦安市テニス協会の皆様、また関係者の皆様、3日間朝早くから本当に有難うございました。 

ここ何回かの試合、菊ちゃんとなかなか思うような結果も出せずに壁にぶち当たっていた 2 人でしたが、とにかく

ミスを少なく、を合言葉に臨んだ試合でした。合言葉とは裏腹に、ミスの連続。初戦から菊ちゃんにはいっぱいいっ

ぱい我慢してもらいました。決勝戦、攣りかけている脚に力を入れ、しっかり最後まで打ち切ってくれた菊ちゃん、

感謝感謝です。本当にありがとう！最後に、いつも応援してくれる仲間、そしていつも叱咤激励してくれるコーチ、

ありがとうございます。今後も変わらずご指導よろしくお願いいたします。 

 

★女子初級優勝 高橋・大井（入船北） 

 ペアの大井さん、練習を一緒にしてくださる皆さま、感謝の気持ちで一杯です。準決勝、決勝共、雁行陣の鋭いス

トロークのペアとの対戦となり、対応が難しかったですが、その中で、大井さんと工夫して何とか勝ち上がることが

でき、とても良い経験となりました。どんなテニスにも対応できるよう、地道に地道にいかなくては！ところで…頂

いたイルカのトロフィーが、かわいいとたくさん言われました。有難うございました。 

 

優勝コメント 



★女子 50 歳クラス優勝 鈴木・御代（翼） 

 久しぶりに参加した大会でしたが、天候に恵まれ、ペアの御代さんと楽しくプレイでき、優勝とういう結果がつい

てきて嬉しいです。 

翼の仲間も各クラスで大勢入賞して盛り上がりました。応援してくれた皆さん、大会関係者の皆様ありがとうござい

ました。緊張しながら賞状の作成に携わっていた主人にも感謝です。 

 

★女子６０歳クラス優勝 清水・上坂（翼・日の出） 

 上坂さんありがとう！！  久しぶりの市民戦、緊張と不安でいっぱいでしたが二人で力を合わせて優勝すること

が出来て本当に嬉しいです。仲間がいてテニス出来るって幸せですね！！大会役員の皆様ありがとうございました。 

 

 
  
 

 

日 時： 平成２８年９月２９日（木） 

会 場： 運動公園テニスコート 

参加者： ５６名 

試合方法：抽選により各チーム７名編成、前半２ブロック各４チームでラウンドロビン形式（２０分制限制） 

 後半は各１～４位のブロックに分かれてトーナメント方式 

 

１位リーグ優勝：れんげチーム 

熊谷 美恵（青べか）・川崎 美佐子（青べか）・名代 久美子（アトミック）・森 久美子（浦安グリーン）

大貫 範子（ウィンズ）・西岡 美紀子（エルシティ）・仲井 陽子（東野） 

 

集合時には小雨の生憎の天気も大会開始後にはぴたりと止み、晴れ間も見えるほどでした。 

天気予報では夕方まで雨予報でしたので当日朝試合方法を２０分時間制に変更したのが功を奏し、大会終了予定時間

ちょうどに終えることが出来ました。今大会から終了時間を午後 5 時から午後 3 時に変更し、試合形式を 20 分時

間制のラウンドロビンに変更したことが時間的、体力的にも楽になったと参加者からの感想を頂いています。 

ラフィノ様、フェローズスポーツ様、読売新聞社様、企画部長上平様、浦安グリーンの今村様より多数の景品をご提

供頂きました。有難うございました。                          

指導部 田中博美 

 

 

 

 

日 時：平成２８年１０月２９日(土)、３０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： 

一般男子：宇賀神 直・神谷 涼太・高村 佑樹      

一般女子：盛重 翔子・富田 七菜子・大西 沙依 

ベテラン一部男子：鈴木 邦男・小田 徹志・石田 英明  

ベテラン二部男子：高濱 牧人・藤本 正之・吉川 実 

ベテラン一部女子：油屋 文子・永田 順子・太田 実喜子 

 

試合結果： ２回戦  ５－２ 市原市    準々決勝 ０－５ 千葉市 

今年は 2日間の寒暖差が激しく選手はコンディションを保つのが大変でした。結果は昨年同様のベスト８ 

でした。沢山の応援・ご協力ありがとうございました。 

指導部 藤井ミサト 

第３０回浦安レディース大会 

第６６回千葉県民体育大会 


