第９５号 平成３０年４月

2018 年度を迎えて
副会長

工藤正人

１９９８年（平成10年）より、20年に渡り会長として浦安市テニス協会を引っ張ってこられた鈴木勝会長が、今
年3月24日の総会をもって会長職から勇退されました。今後は、テニス協会顧問兼体協理事として協会及び体協を支
えていただくことになります。新年度からは、高濱牧人新会長のもと、役員全員心をさらに引き締め、引き続き浦安
のテニスの普及活動に努めてまいる所存です。今後ともよろしくお願いいたします。
昨年は、台風の影響により、ダブルス市民大会が協会史上初、中止となる事態が発生しましたが、それ以外のすべ
ての大会は順調に運営を行うことができました。
今年も例年通りの大会やスクールを多数計画しており、年間を通じて会員、市民の皆様方に楽しんでいただける諸々
のプログラムがありますので、多くの方々にご参加いただけるようお願いいたします。
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３６回 浦安テニスクラブ団体戦
日 時 ： 平成２９年 11 月 12 日（日）、19（日）、26（日）
会 場 ： 運動公園、中央公園、高洲
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団体戦優勝コメント
★男子Ａクラス優勝

青べか

岡崎

運営に携わってくださったテニス協会の皆様、最終日風が強い中応援してくださった青べかの皆様ありがとうござ
いました。年々チームの平均年齢が上がっていく中、今回数年ぶりの優勝が出来て嬉しく思います。
今年は決勝も含め２−２で最後に掛かる展開、競る試合が多くギリギリの状況が続いた中、優勝できたのもチームの団
結力、盛り上がり力が強かったからだと思います。今年の勢いをそのまま連覇出来るように頑張ります！

★男子 B クラス優勝

163 ㎝

若宮

前回 A クラスに上がれた時は準優勝でしたので、良いリベンジトライが出来ました。
次はまず A クラスでの一勝を目指して一歩一歩頑張ります！
★女子Ａクラス優勝

アトミック

垂石

今年も寒い中、熱い戦いが行われました。どのチームも団体戦を目指して練習して来たことを存分に発揮する場。
応援にも力が入ります。私たちのチームも自分たちに優勝を課して頑張りました。プレッシャーもありましたが当初
の目標通り、優勝できて良かったです。来年も頑張ります！
★女子 B クラス優勝

浦安グリーン

永仮

昨年、A クラスから降格し、来年は必ず昇格しよう！の目標の元に一年間練習してきました。今回初参加のメンバ
ーもいました。楽しく！でも勝ってね‼と軽くプレッシャーも掛けながらコートに送り出したいつものメンバー達。
それぞれの役割分担も阿吽の呼吸でチームワークも良く、楽しい二日間でした。昇格に加え優勝のご褒美まで頂き、
その後の打ち上げも楽しいものとなりました。歳を重ねても同じ目標に向かって、共に励ましあったり戦える仲間が
いることを嬉しく思います。次は初戦突破を新たな目標に又、みんなで頑張りたいと思います。

第 28 回浦安市ジュニアテニス大会
日

時 ：

平成 30 年１月 21 日（日）、28（日）、2 月 4 日（日）

会

場 ：

総合運動公園、中央公園
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準優勝
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宋 智毅

坂庭 風雅

荒木 絢斗

該当者なし

(TEAMZERO 日の出小)

(Ken's 海浜幕張)

(ﾒﾃﾞｨｶﾙ TC)

（QF 両者ノー・ショウ）

白井 勇輝

池末 直生

村田 大弥

鎌田 啓吾

(蒲原中学校)

(篠崎二中)

(葛西二中)

(村上東中)

加澤 秀弥

近藤 駿平
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会田 諒

(市川市立第七中)

(東京学館浦安高)

(東邦大東邦高)

(都立城東高校)

檜山 はな

齋藤 来実

堀場 ゆりか (A-one)

(A-one)

(第五葛西小)

谷島 和実

大澤 琴葉

和田 紗英

森田 瞳

(A-one)

(fellows SPORTS)

(TEAM ZERO)

(市川中)

藤原 萌乃

鈴木 麗美

井上 美優

猪股 五月

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川)

(専修大松戸高)

(山脇学園高)

(東京学館浦安高)
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女
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(SF 両者ノー・ショウ、３位決定戦実施せず)

ジュニア大会観戦記
ジュニア担当

直井

2017 年度のジュニアテニス大会も皆様の多大なるご協力によりまして大きなトラブルもなく無事に終了する事が
できました。改めて感謝申し上げます。
長年、ジュニアテニス大会の主担当をさせて頂いておりますが、回数を重ねる毎によりまして技術面・マナー面が
向上しているかと思います。特に印象的な事は男子 12 歳以下クラスで試合慣れしている選手と本大会が試合デビュ
ーの選手の対戦にて、試合慣れしている選手が試合デビューの選手に対して懇切丁寧に試合の進め方をレクチャーし
ていました。どのような対戦相手であっても相手をリスペクトするという事に我々も関心しました。
次年度の大会につきましても選手に喜んで頂ける大会になるようにしっかりと準備してまいります。

第 28 回浦安市ミックスダブルステニス大会
日

時 ：

平成 30 年 3 月 11 日（日）、18 日（日）、25 日（日）

会

場 ：

総合運動公園、中央公園

Ａクラス

優勝

準優勝

３位

４位

林(昌)・水野(理)

片岡(大)・片岡(広)

古籏(隆)・大野(志)

磯貝(俊)・垣屋(美)

(TEAM ZERO・ｱﾄﾐｯｸ)

(MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ)

(Air-K・ｱﾄﾐｯｸ)

(青べか)

油谷(将)・堀切(真)

森田(貫)・八木(彩)

早川(浩)・野村(彩)

関(浩)・菅原(多)

(浦安市役所)

(MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ)

B クラス

(ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)
木村(壽)・永仮(和)

風間(俊)・風間(麻)

友田(耕)・友田(朱)

小林(昂)・小林(祐)

(浦安ｸﾞﾘｰﾝ)

(一般)

(一般)

(舞浜)

小川(智)・植草(順)

熊谷(玲)・熊谷(美)

藤井(正)・梅津(真)

原田(義)・原田(紀)

(一般・浦安ｸﾞﾘｰﾝ)

(青べか)

(TEAM ZERO)

(MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ・一般)

大貫(潤)・小田(智)

國定(仁)・國定(明)

渡辺(友)・油屋(文)

佐藤(達)・御代(左)

(ｱﾄﾐｯｸ・WITH )

(ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ・翼)

(SOL・翼)

(NSTC・翼)

田邉(學)・牧野(千)

小林(俊)・松本(街)

森本(稔)・垣屋(美)

宮木(忠)・仲田(恵)

(NSTC・ｱﾄﾐｯｸ)

(ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ・ｱﾄﾐｯｸ)

(青べか)

(ﾏｽﾀｰｽﾞ・一般)

佐々木(修)・工藤(千)

川口(勝)・高橋(真)

森(昇)・北條(恵)

花垣(秀)・佐藤(ゆ)

(舞浜・ｴﾙｼﾃｨ)

(NSTC・翼)

(舞浜・翼)

(NSTC・MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ)

初級者クラス
90 才クラス
110 才クラス
120 才クラス
130 才クラス

(一般・TEAM ZERO)

ミックスダブルス優勝コメント
★A クラス優勝

林 昌幸（TEAM ZERO）

この度は、ミックスダブルス大会を優勝でき嬉しく思います。まずは、準優勝だった片岡夫婦に「凄く良い試合
でした。おめでとうございます」と、伝えたいです。更に、運営に携わって方に、良い大会を運営して頂いたことに
感謝いたします。
決勝戦では、フルセットのスーパータイブレークに突入し、何方に勝敗が転んでも、分からない試合でしたが、前
回初戦敗退したことをバネに、勝ちきることができ、良かったです。次回は連覇を、狙って行きたいと思います。
★B クラス優勝

油谷将行・堀切真桜（ワンワールド）

急造ペアでミックス初参戦な事もあって、道中紆余曲折ありながらも最後は結果として優勝出来て大変嬉しいです。
最後まで一緒に戦ってくれた堀切さん、連日応援に来てくれたワンワールドのサークルの皆さん、本当にありがとう
ございました。また、ドローが多いなか試合の遣り繰りを上手く調整してくださった協会の皆様もありがとうござい
ました。来年は A クラスでの参加となりますが、一勝出来る様に頑張りたいと思います。（油谷）
この度は優勝することが出来、とても嬉しく思います。運営に携わってくださった協会の皆様、応援に駆けつけて
くれたワンワールド の皆様、そして一緒に試合を戦い抜いた油谷くん、本当にありがとうございました。皆様のおか
げで、最後まで楽しく試合が出来ました。また良い結果が残せるように、頑張りたいと思います！（堀切）
★初級者クラス優勝

永仮和子（浦安グリーン）

天候にも恵まれ素晴らしい3日間となりました。久しぶりのミックスは一つ勝つのが目標での参加でした。一つ勝つ
とペアの木村さんにもう一つ出来ますね！と声を掛けて頂き楽しみながら試合を重ね、優勝のご褒美まで頂き信じら
れない思いです。木村さんには正確なショット、最後まで諦めず何球も返す粘り強いプレーに何度も助けられました。
ありがとうございました。いつも練習を共にし、叱咤激励してくれる女子部の仲間、男子部においては33年振りの優
勝とのことで大変喜んで頂き感謝しております。最後に今大会に携わって頂きました皆様に心より感謝申し上げます。
これからもチャレンジする気持ちを忘れずにテニスを楽しみたいと思います。

★90才クラス優勝

植草順子（浦安グリーン）
・小川智行（一般）

初めての90歳クラス挑戦でこのような嬉しい結果を出すことができ、またテニスが楽しくなりました！
大会を運営していただいたスタッフの皆様、応援をしてくれた仲間達に感謝です。ありがとうございました。
★110才クラス優勝

小田智子（WITH）

初戦から、厳しいドローでなんとか返して返して…SF、Fはお互いに体が動かずに、なかなかペースがつかめなか
ったのですが、一本一本ラリーで取る!!の精神で粘って頑張りました。まぁ、私はそれしか出来ないのですが、ペアの
大貫さんの決定打でポイントしてくれて勝つことが出来ました！ともあれ、二連覇出来て嬉しいです！
最後に いつも大会運営をしてくださっている関係者の皆様、ありがとうございましたm(__)m
★120才クラス優勝

田邉 學（NSTC）

今年も顔なじみの皆さまと楽しく、厳しい試合をさせていただきました。何とか優勝できた原因は三つあります。
一つ目はパートナーに恵まれたこと、次に天候に恵まれたこと、最後は早朝から試合の準備、運営をしてくださった
協会員の皆さまのおかげだと思っています。本当にありがとうございました。
★130才クラス優勝

佐々木 修（舞浜）・工藤千恵子（エルシティ）

今回の優勝にはビックリしました。大会前に股を痛め初戦から普段のテニスが出来なくて、初めて組んだパートナ
ーの工藤さんに助けられ勝ち続けることが出来ました。しかし決勝の対戦相手は過去3年負け続けていたので、対戦前
には半分は勝利を諦めて試合にのぞみました。ところが、2人のコンビがうまく合い、ミスの少ない試合をして優勝す
ることが出来ました。パートナーに感謝々々。また来年もお互いに頑張る決意を固めました。最後に、運営スタッフ
の皆さん、大変お世話になりました。（佐々木）
佐々木さんの堅実なテニスに助けられ、私も頑張る事ができました。ありがとうございました。役員の皆様、いつ
もありがとうございます。（工藤）

内田市長大会参戦
今回の大会では内田市長が一般初級者クラスに出場しました。現役の市長が浦安市テニス協会の試合に出場されるの
は今回が初めてとなります。（詳しい模様は協会 HP に画像付きレポートとしてアップ中ですのでご覧下さい。）

第５回 千葉県郡市交流中学生テニス大会
開催日：平成30年２月25日（日）

場 所：フクダ電子ヒルスコート

身を刺すような風の吹く寒空の下、早朝より薄暗くなる迄一日、選手全員元気に参加してきました。
結果は３位トーナメント準優勝でした。
出場選手：男子
女子

水上 琉希・丸尾 航輝・高橋 悟央・堀場 政信・田口 颯大・臼井 涼馬
谷島 和実・大澤 琴葉・長野 リサ

新規クラブ紹介

≪テニスチーム AUT≫

この度テニス協会に加盟させていただくことになりましたテニスチーム AUT です。
生涯テニスを通して幅広い交流及び社会貢献を含め楽しく気楽に月 1 回（土・日・祝日）活動するテニスチームです。
宜しくお願いいたします。

AUT 代表

小田徹志

退会クラブ
今年度をもって、WITH テニス倶楽部と fellows SPORTS が退会されることとなりました。
fellows SPORTS さんにおかれましては退会とはなりますが、継続して協会スクール活動を主体にご協力を頂けると
の事です。今後とも宜しくお願い致します。

