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日 時： 平成３０年８月１８日（土）、１９日（日）、２５日（土） 

会 場： 運動公園テニスコート 

 

観戦記                                       企画部 津田純一 

青い空と近く感じる太陽、猛暑が続く夏は 24 回目を迎える真夏のトーナメント浦安オープンテニス選手権大会の

季節。一般男/女シングルス・ベテラン男子 45/55/65 才クラスシングルスの 5 種目にて開催しました。参加申し

込みは昨年より若干ではありますが参加者増となりました。初日・2 日目は猛暑一休みで大会役員・選手は一安心で

したが最終日は猛暑に襲われる中熱戦が繰り広げられ、大会はトラブル無く終了いたしました。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、誇りに思うとともに、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： 平成３０年7月７日、８日、１４日、１５日 （計４日間） 

場 所： 高洲テニスコート 

参加者： 43名（低学年25名、高学年18名）、4日間の延べ人数157名 

 

セントラル D-tennis よりコーチを派遣して頂き、例年よりも多くラケットを使っての練習をしました。猛暑により

コーチ・指導員、生徒ともに体力的に厳しく、数名体調不良・熱中症症状等みられ、休憩・介抱、自宅送り届けなど

行いました。ご協力いただきましたコーチ・指導員、協会関係者の皆様に御礼申し上げます。 

                                          指導部 田口佳史 

 一般男子シングルス 男子４５才シングルス 男子５５才シングルス 

優 勝 神田 留尉 （A-one） 山根 知  （船橋さくら） 森本 稔  （青べか） 

準優勝 鈴木 啓之 （ワンワールド） 矢野 明  （ORTC） 吉川 実  （サンコーポ） 

第 3 位 上泉 貴靖 （青べか） 中本 洋志 （SOL） 藤本 俊  （ポンカラ） 

第 4 位 奥田 真也 （ワンワールド） 阿部 雅重 （フリー） 永井 優  （日の出） 

 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 ﾃﾆｽｱﾘｰﾅ） 佐々木 亨 （日の出） 

準優勝 高橋 純子  （フリー） 小林 紀久雄（日の出） 

第 3 位 北村 雅美 （BAY WAVE） 小西 英雄 （サンコーポ） 

第 4 位 橋田 未知子（ポンカラ） 河野 晶二郎（日の出） 

第 2４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３０年 10 月 1４日（日）、2０日（土）、2１日（日） 

会 場： 運動公園、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 
村上（準）・金子（佑） 

（Bay Wave) 

山脇（正）・上保（雄） 

 （ワンワールド） 

野口（慶）・上山（寛） 

（一般） 

準優勝 
奥田（真）・森田（純） 

（ワンワールド・青べか） 

鈴木（紀）・林（英） 

（SOL・NSTC） 

須藤（貴）・雁部（洸） 

（一般） 

第 3 位 
佐藤（靖）・古旗（隆） 

（青べか・Air-K） 

矢橋（春）・木村（彰） 

（ウインズ） 

北川（浩）・中村（聡） 

（一般） 

第 4 位 
高田（康）・神谷（宜） 

（ワンワールド） 

板橋（隼）・塩見（郷） 

（ワンワールド） 

為我井（理）・岡田（武） 

（翼） 

 ★男子５５才クラス ★男子６５才クラス ★男子７０才クラス 

優 勝 
坂井（宣）・髙濱（牧） 

（美浜東・INTC） 

佐々木（修）・森（昇） 

（舞浜） 

川口（勝）・砂川（豊） 

（NSTC・青べか） 

準優勝 
田邊（學）・久保（公） 

（NSTC・アトミック） 

阿部（均）・鈴木（清） 

（NSTC・日の出） 

長坂（充）・眞壁（武） 

（AUT） 

第 3 位 
古美山（茂）・藤本（正） 

（日の出） 

室伏（雅）・工藤（正） 

（エルシティ） 

津野（秋）・舟橋（省） 

（NSTC・入船東） 

第 4 位 
佐藤（達）・松井（康） 

（NSTC・アトミック） 

山北（洋）・河内（建）  

（INTC） 

花垣（秀）・鷲主（克） 

（NSTC・エルシティ） 

 ☆女子 A クラス ☆女子 B クラス ☆女子初級クラス 

優 勝 
佐藤(恵)・鈴木（智）  

（Air-K） 

狩野（加）・長岡（直） 

（SOL） 

斎藤（順）・遠山（美） 

（Bay Wave） 

準優勝 
冨貴塚（優）・温井（香） 

（Bayside） 

田口（典）・西原（知） 

（アトミック） 

西浦（亜）・陳（玉） 

（青べか） 

第 3 位 
吉野（香）・河合（理） 

（翼・Air-K） 

緒方（利）・鍵山（文） 

（ポンカラ・Bayside） 

小山田（都）・青木（ち） 

（浦安ｸﾞﾘｰﾝ・ウインズ） 

第 4 位 
笹田（陽）・仲田（恵） 

（ウインズ・一般） 

岩楯（純）・湯本（智） 

（ポンカラ・トウェンティワン） 

並木（友）・坂野（恵） 

（舞浜） 

 ☆女子５０才クラス ☆女子６0 才クラス 

優 勝 
井上（悦）・中山（真）  

（東野・入船北） 

上坂（る）・清水（礼） 

（日の出・翼） 

準優勝 
相川（万）・水谷（陽） 

（ポンカラ） 

甫守（真）・北條（恵） 

（MF ｽﾀｰﾀﾞｽﾄ・翼） 

第 3 位 
鈴木（巳）・御代（左）       

（翼） 

佐藤（久）・佐藤（ゆ） 

（青べか・MF ｽﾀｰﾀﾞｽﾄ） 

第 4 位 
木村（正）・嘉山（和） 

（Air-K・アトミック） 

今井（美）・関屋（千） 

（入船北） 

 

 

 

 

第３５回 秋季市民体育大会（ダブルス） 



 

 

 

★男子 A クラス優勝 村上・金子（BaｙWave） 

 大会運営のみなさん、どうもありがとうございました。昨年度から協会役員になり、私自身も市民大会等で運営の

協力もさせていただいてますが、役員の皆さんのご協力にいつも感謝しています。昨年のダブルス大会は悪天候が続

き残念ながら中止になりましたが、今年は天候に恵まれ快適に試合が出来ました。優勝と言う結果はとても嬉しいで

す。（村上） 

 今回このような大会を開催、運営して頂き有難うございます。今は大学の部活でテニスをしていて、市民大会に出

るということ自体が初めてでとても緊張しましたが、ペアの村上さんに支えてもらったおかげで優勝することができ

てとても嬉しいです。また Bay Wave の名前を背負って試合に勝てたことが自分にとってはとても大きくて、来月

には団体戦にも出させて頂くので力になれるようにこれからも頑張りたいと思います。（金子） 

★男子Ｂクラス優勝 山脇・上保（ワンワールド） 

夢が叶い、とても嬉しいです。一緒に戦ってくれた上保君、応援してくれたワンワールドの仲間たち、そして当大

会関係者の皆々様に感謝申し上げます。 決勝戦 1st セットを落とした時、ふと 8 年前の決勝戦を思い出しました。

その時は 1st セットを取りましたが逆転負けで準優勝となったことを。ただ今回は 2nd セットから流れが変わりセ

ットオール 10 ﾎﾟｲﾝﾄ先取のスーパータイブレークも勢いで取り勝利できました。人生 100 才時代、66 歳のリベン

ジでした。 

★男子初級優勝                                  野口・上山（一般） 

 初出場ペアなので、楽しむことをモットーとして出場させていただきました。出場前のペア練習が一度も出来ず、

試合が始まるまでは不安で一杯したが、試合が始まるとお互いの良さを活かしつつ、弱点を補完する息の合ったプレ

ーが炸裂！！まさかの初出場＆初優勝することが出来て大変うれしく思っております。これも、応援してくれた家族

や友人の声援があったからです。いつもテニス活動を温かく見守ってくれる家族(奥様)には感謝しています。また日

頃テニスを教えていただいているフェローズの高橋コーチ、林コーチ、古川コーチ、羽田コーチにもこの場をお借り

して感謝申し上げます。最後に大会を運営して頂きました多数のボランティアの皆様を始め浦安市テニス協会、体育

協会、教育委員会の皆様にはこのような機会を頂きました事を感謝申し上げます。 

★男子 55 才クラス優勝                            坂井・髙濱（美浜東・INTC） 

今回は「必ず優勝する」という決意をもって試合に臨みました。それだけにプレッシャーはありましたが、「今の

自分にできることを全うする」と心掛けた結果、高濱さんと二人で結果を残せたことに喜びを感じています。また、

大会を通じてテニスの難しさも改めて痛感しました。『ホントはもうちょっとうまいはずなのに何でこんなショボい

ショットしか打てないんだよ』いやんなっちゃうなあ』『だけどたぶんみんなそうなんだよ。』『だからテニスは面白

いんだよね』と独り言。という訳で、これからもテニスを愛し続けることを誓います。大会役員の皆様、応援に来て

くれたテニス仲間の皆さんありがとうございました。 

★男子 65 才クラス優勝 森・佐々木（舞浜） 

 佐々木さんと組んで 10 年以上、いつも今一歩のところで優勝を逃してきました。ようやく今回、相棒と奇跡のお

陰で初優勝できました。長くやっていればいつかは褒美が貰えるものだと嬉しさと満足感でいっぱいです。６５才ク

ラスの 4 位・3 位・準優勝・優勝の賞状が揃いグランドスラムが達成できました。来年も健康に精進（？）し、古

希に相応しい楽しいテニスを目指して参加するつもりですのでよろしくお願いします。最後にこのような機会を与え

てくださった大会関係の皆様に感謝いたします。感動！！ 

★男子 70 歳クラス優勝 川口・砂川（NSTC・青べか） 

 この度は浦安市のテニス大会男子ダブルス 70 才以上に優勝することができ大変光栄でございました。これはダブ

ルスペアの川口様をはじめとして、何時も練習のお相手をして頂いていますテニス仲間のおかげであると心より感謝

申し上げます。小生は高齢にはなりましたがこれからも体力の続く限りテニスを楽しみたいと思いますので、テニス

仲間の皆様にはもうしばらくお付き合いをお願いいたします。最後になりましたが運営スタッフの皆様に感謝申し上

げます。 

 

★女子Ａクラス優勝 鈴木・佐藤（Air-K） 

 久しぶりの試合でかなり緊張しましたが、ペアの智美さんにおんぶに抱っこで何とか最後まで勝ち切ることが出来

ました。まだ体が戻っていなかったけれど久しぶりのテニスはやっぱり楽しくて。子供の子守をしてくれた家族に感

謝です。ありがとうございました。 

 

優勝コメント 



★女子 B クラス優勝 狩野・長岡（SOL） 

 いつも浦安市テニス協会の方々に感謝いたしております。運営等のお仕事有難うございます。この度女子 B で優

勝させていただきありがとうございました。サークルの SOL、いつも練習してくれる仲間、コーチ、家族そして大

切なペアさんのお陰です！また今大会で戦ってきた方々が決勝戦応援してくださり大変うれしかったです。有難うご

ざいました。来年 A は茨の道ですが、一球入魂で頑張ります♪今後ともご指導よろしくお願いいたします。 

★女子初級優勝 斎藤・遠山（Bay Wave） 

 大会を主催して下さった皆様、運営有難うございました。当日はスムースに全てが行われ気持ちよく試合に臨めま

した。頂いたかわいいドルフィンのトロフィーはこの日の記念として大切にします。 

★女子 50 歳クラス優勝 井上・中山（東野・入船北） 

 このところ、動きの鈍い自分のプレーに自信なく不安のままの当日。ペアの中山さんが試合前に、レッドブルを一

本くれました。缶の赤い牛を見ながら、これを飲んでもプレーは変わらないとは思いながらも一気飲みしました。案

の定、序盤は鈍臭い動きの私でしたが、途中からあの赤い牛を思い出し、そうだ！ブルになろう！と、中山さんの決

めショットの度にナイス！ブル中山！と声をかけ、私も迷いを捨て攻めろ！ブル井上！と自分を奮い立たせました。 

対戦相手は皆さん強敵ばかりでしたが、最後までブルペアになりなりきったおかげで、いい結果につながりました。

中山さん、有難うございました。 

★女子６０歳クラス優勝 清水・上坂（翼・日の出） 

 ペアを組んで 10 年以上になる大好きな清水さんと、拾って、ねばって、私達らしいプレースタイルで勝つ事がで

きて、とても嬉しいです。市民戦ならではのプレッシャーを感じ、チームメイトの試合の応援に市民戦ならではの楽

しみも感じ、今年も元気で参加できたこと、（久場ちゃんが参加していなかったのが寂しいですが）いろいろなこと

に感謝です。 

 

 
  
 

日 時： 平成３０年９月２７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：さくらチーム 

下間真理子（サンコーポ）・北村雅美（Bay Wave）・有馬陽子・東地裕美・垣屋美恵子（青べか） 

竹内恵子・花咲紀子（ウインズ） 

 

朝から雨が降ったり止んだりで開始時間を 30 分遅れで 9 時半から開始しました。が又雨が強くなり 11 時から

30 分中断しましたがその後なんとか最後までケガもなく終えることが出来ました。 

昨年と同様に 20 分時間制の試合方法で、また乱数表でのペアリングを決めておいたのでスムーズな進行でした。 

ラフィノ様、企画部長上平様、その他多数の景品をご提供いただきました。ご協力ありがとうございました。                          

組織部 済田恵子 

 

 

日 時： 平成 30 年 10 月２７日（土）、２８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> 佐藤靖高・上泉貴靖・山本賢史郎    <ベテラン一部男子> 小田徹志・石田英明・斎藤俊      

<ベテラン二部男子> 髙濱牧人・藤本正之・吉川実 

<一般女子> 中山未紅子・富田七菜子・大西沙依  <ベテラン一部女子> 油屋文子・大谷聖子・後藤智子 

 

試合結果：1 回戦 ７-０ 南房総市・安房郡（合同チーム）、 2 回戦 １－６ 船橋市 

本年度も主力選手の怪我等アクシデントもあり、残念ながら昨年と同じく２R で敗退してしまいました。 

大会終了後浦安に戻り出場選手を中心に来年度に向けて反省会を行いました。応援して頂いた皆様に感謝いたします。 

監督 髙濱牧人                                           

第３２回浦安レディース大会 

第６８回千葉県民体育大会 


