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2017 年度を迎えて

副会長

酒井豊子

テニスをこよなく愛する皆様方におかれましては、お元気にお過ごしの事と存じます。また日頃はテニス協会
の活動に対して、ご協力ご支援頂きましてお礼申し上げます。浦安市も市長が替わり新たな市政が始まりますが、
市には引き続きテニス協会への積極的なサポートを願っております。
さて、この４月１日より車いすテニスが対応可能な高洲南テニスコート（２面）がオープンしました。これで
市営のコートは２８面になりました。東京パラリンピックで車いすテニスの出場を目指している日本ジュニアラ
ンキング１位の坂口竜太郎選手(13)らの要望で実現したものですが一般の方も使用できますので、ハードコート
の練習を望んでいる方にはうれしいニュースです。
例年通り、テニス協会では年間を通して会員の皆様方に楽しんでいただける諸々のプログラムを提供しており
ます。春はナイスミドル・シングルス・ワンデー、夏はオープン、秋はレディース・ダブルス・団体戦、冬はジ
ュニア・ミックス等の大会、そして各種スクールなども開催しております。皆様がより楽しく参加して頂けるよ
うにこれからも改善を重ねていきますので、ご意見ご要望がありましたら各クラブの役員さんへお伝え下さいま
すようにお願いいたします。
これからも浦安市が掲げている「生涯スポーツ」に鑑み「生涯テニスプレイヤー」を目指して大いにテニスを
楽しんで頂きたいと願っております。今後ともテニス協会へのご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。

第３5 回 浦安テニスクラブ団体戦
日 時 ： 平成２８年 11 月 1３日（日）、２０（日）、2７（日）
会 場 ： 運動公園、中央公園、高洲
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

fellows SPORTS

アトミック A

準優勝

サンコーポＡ

ワンワールド C

翼Ａ

SOL

３位

青べかＡ

サンコーポ B

Air-K

ワンワールド A

４位

Air-K

MF スターダスト B

浦安グリーン A

日の出 B

Bay Wave B

団体戦優勝コメント
★男子Ａクラス優勝

TEAM ZERO

佐藤

ありがとうございました。
★男子 B クラス優勝

fellows SPORTS

羽田

「しがらみ０（ぜろ）」をモットーにコーチがすべての運営を行い、市民大会や団体戦へ出場するため練習会を行
っています。レベル差、年齢差、男女問わず和気あいあいながらも密度の濃い練習をしています。
去年の団体戦では女子が初出場ながら B で４位入賞、今年はついに男子が B クラス優勝を果たしました。
来年も市民大会へ積極的に参加していきたいと思いますのでよろしくお願いします。
★女子Ａクラス優勝

アトミック

垂石

優勝、奪還できました！対戦したチームは手強いいいチームばかりだったので、その中で優勝できてよかったです。
今回アトミックは３チームエントリーしました。Ｂ・Ｃチームは惜しくも途中で負けてしまいましたが、ペア練習
をしたり、個々に努力をし、試合の中で自信になったこと、課題や反省が見えたと思うので、きっと次につながる
と思います。来年も優勝できるよう、また１つでも多く勝てるようにチーム内でも切磋琢磨して頑張りたいと思い
ます。
★女子 B クラス優勝

Bay Wave

野村

メンバー全員が顔を合わせたのは試合当日、浦安市の団体戦も初めてという中で、チームとして優勝できたこと大
変嬉しく思っています。チームとして初めは少しぎこちなさもありましたが、試合を勝ち進む中で一丸となること
ができました。コートの中で応援していいというのには驚きましたが、その分近くで仲間の声が聞こえ、頑張るこ
とができたと思います。ビギナーズラックと言われないよう、来年まで練習に励み A クラスにチャレンジしたいで
す。寒い中大会を運営してくださった役員の皆様、応援してくださったみなさん、そして出場のきっかけをつくり
チームを支えてくれた監督！ありがとうございました！！

第２７回浦安市ジュニアテニス大会
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平成 27 年１月２２日（日）、２９（日）、２月５日（日）
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直井

今年度も無事にジュニアテニス大会を終了する事ができました。ご協力を頂きました役員の皆様どうもありが
とうございました。ここ数年参加者が急増しており今年度より３日間開催になりました。今回も３６２名の選手
から参加申し込みを頂きまして、選手の皆様が満足頂くような大会運営を心掛けておりましたが若干のトラブル
が発生しており一部の選手の方にご迷惑をおかけし反省しております。大変申し訳ございませんでした。
今回のジュニアテニス大会の観戦を通して感じたことは、大会レベル（技術及びマナー）が昨年に比べ非常に
向上していると思いました。これは各先生方の日頃のご指導の成果であると考えられます。
次年度も技術面・マナー面においても誇れる大会にできればと思います。来年度もどうぞよろしくお願いします。

第２７回浦安市ミックスダブルステニス大会
日

時 ：

平成 2９年３月１２日（日）、１８日（土）、１９日（日）

会

場 ：

総合運動公園、中央公園
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佐藤(靖)・佐藤(恵)

古籏(隆)・細井(麻)

阿部(太)・中(毬)

磯貝(俊)・垣屋(美)

(青べか・Air-K)
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新井(潤)・新井(美)
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(BAY WAVE)

(青べか)

島崎(真)・樋口(佳)

露崎(博)・増田(智)

中本(洋)・高橋(純)
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久保(公)・油井(孝)

森(昇)・北條(恵)

小林(俊)・松本(街)

宮木(忠)・仲田(恵)

(ｱﾄﾐｯｸ・翼)
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(ｱﾄﾐｯｸ)
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川口(勝)・高橋(真)

佐々木(修)・川田(幸)

花垣(秀)・佐藤(ゆ)

井富(正)・済田(恵)
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ミックスダブルス優勝コメント
★A クラス優勝

佐藤 靖高（青べか）

まず初めにこの大会を支えて下さった大会関係者のみなさま、いつも素晴らしい大会運営ありがとうございます。
また浦安市テニス協会のみなさま、いつも協会運営いただきまして本当に有り難うございます。
ミックスでの優勝は長女が生まれた 2010 年以来 7 年ぶりで、子供が 2 人生まれてから初めてミックスでの優勝
で喜びも一入です。来年も夫婦仲良くして連覇できるよう色々と頑張ります！
★B クラス優勝

西 康二（日の出）

初めてミックスの大会に出て、最高の結果が残せて嬉しいです！

決勝では 1 セット目をあっさり取られ、これは

マズいと作戦変更！！うまいことハマって 2 セット目のタイブレ、次のスーパータイブレを取って逆転することが
出来ました(^-^)

自分は緊張してハードヒットできないなか、ペアの須賀さんに頑張っていただき感謝です。

そして日の出 TC の名を刻むことができて良かったです。日の出 TC バンザーイ！

★初級者クラス優勝

新井 潤一・美希（BAY WAVE）

今回、夫婦ではじめて優勝することができ、本当に嬉しく思います。試合中は、サークルの仲間をはじめ、たくさ
んの方々に応援してもらえて、とても力になり、また大変幸せな時間を過ごすことができました。ありがとうござ
いました。次回は、上のクラスでのチャレンジになりますが、また、夫婦で力を合わせて頑張りたいと思っていま
す。いつも試合運営でご尽力いただいているテニス協会の皆さまにこの場を借りて、感謝申し上げます。
★90才クラス優勝

島崎 真（ポンカラ）

初戦から強敵ばかりの厳しいドローでしたが、優勝できて本当に嬉しいです。特に決勝戦では、昨年の準決勝で完
敗した露崎、増田ペアに勝ちきれたのは、ペアの樋口さんのがんばりのおかげだったと思います。
最後に大会運営にご尽力いただきました関係者の皆様、本当にありがとうございました。
★110才クラス優勝

大貫 潤（アトミック）

浦安のミックスダブルスで初めて優勝できて大変うれしいです。優勝出来たのはペアの小田さんのおかげです本当
に感謝しています。小田さんは横で見ていると魔法の様に何でもボレーで返して繋いで、また素晴らしいコースへ
正確に打ち返してくれて頼りになり何度も助けられました。
最後にドロー数も多く3日間の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。
★120才クラス優勝

油井 孝子（翼）

試合初日、崖っぷちを凌ぎ2日目に進みました。どの試合も厳しいゲームでした。久保さんの強力で的確なショット
と勝負強いメンタル面、とても勉強になりました。今年も120歳クラスで優勝することができて嬉しかったです。
協会運営役員の皆様、そして雨の中、ペア練習してくださったお友達やMKEのお仲間に感謝です。ありがとうござ
いました。歳を重ねさらに元気でテニスライフを楽しみたいと思います。
★130才クラス優勝

川口 勝章（NSTC）

今回の大会は好天に恵まれ19組の参加があり苦戦の連続でしたが、パートナーの好プレイに助けられ何とか優勝
することができました。また来年もこの大会に参加出来るよう健康管理に努めたいと思っています。
大会運営に関わった皆様ありがとうございます。

第４回千葉県郡市交流中学生テニス大会
開催日：平成２９年２月２６日（日）
場 所：フクダ電子ヒルスコート
1２の県内郡市代表チームが参加して、４ブロックに分かれての総当り予選リーグと各予選リーグの順位別に
トーナメントを行う団体戦（シングルス男女各1ポイント、ダブルス男女各２ポイントの計６ポイント）が
行われました。浦安市は直前メンバーの欠場があり、残念ながら始めからポイントを失うかたちでの参加となり
ました。男子５名、女子４名で１チーム参加し、予選リーグB組３位で３位トーナメントに進出し、３位トーナ
メント４位で大会を終えました。
出場選手
男子：臼井涼馬・田口颯大・堀場政信・和田雅季・高橋悟央
女子：堀江理央・長野リサ・谷島和実・大澤琴葉

