
第９８号 2019年４月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 副会長 藤井 ミサト 

桜の花が満開の中、新元号も“令和”に決まり、いつもの春より些か世間も浮足立っている様に感じられます。 

髙濱会長の下、浦安市テニス協会も新メンバーでスタートして一年がたちました。最初は不慣れな事も多々ありまし

たが、少しずつ前向きに進んでおります。市との交渉事、企画、備品の整備・改善・購入等も分担・協力しつつ何と

かこなしております。 

今期は夏のオープン大会を日本テニス協会公認大会として、開催することになりました。担当者一丸となって取り

組んでいるところです。初めての試みで、右も左もわからない状態ですので、皆さまのご理解ご協力をいただけまし

たら幸いです。今後ともご支援のほど宜しくお願い致します。 

 

 
 

日  時 ： 平成 30 年 11 月 11（日）、18（日）、25（日） 

会  場 ： 総合運動公園、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 青べかＡ 青べか B Air-K トウェンティワン A 

準優勝 Bay Wave A 入船東 A アトミック A Bay Wave 

３位 ワンワールド A ウインズＢ 翼Ａ ポンカラ 

４位 Air-K Bay Wave C 浦安グリーン A 翼 B 

 

団体戦優勝コメント 

 

★男子Ａクラス優勝                                  青べか 岡崎 貴史 

運営に携わってくださったテニス協会の皆様、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。 

今年度は青べか初のＡチーム、Ｂチームのダブル優勝と私達Ａチームの２連覇という２つの喜びがありました。 

青べかのチームの厚さを改めて実感致しました。去年に引き続き、２-２で最後に掛かる試合が多かったですが、当チ

ームのキャプテンが６連勝してくれています。この流れを逃さぬ用に来年の３連覇に向けて頑張りたいと思います！ 

 

★男子 B クラス優勝                                  青べか 砂川 豊 

この度は幸運にも浦安団体戦男子 B クラスで優勝いたしました。A クラスと共に団体戦の優勝は青べかテニスクラブ

の念願でありました。これは参加者と応援に来ていただいたの皆様が心を合わせて戦った結果だと思います。 

今後もクラブの益々の充実した活動に取り組み実力の向上を図る所存です。最後になりましたが、協会スタッフの皆

様お世話になりありがとうございました。 

第３7 回 浦安テニスクラブ団体戦 

201９年度を迎えて 



★女子Ａクラス優勝                                   Air-K 小暮 綾子 

大会運営の皆様いつも本当にありがとうございます。ここ数年は３位が続いていた私たちにとって優勝は数年ぶりの

事で本当に嬉しく思います。子育てや仕事など様々な事情があり、中々一緒に練習をすることが出来ない現状ですが、

年に一度この大会のために集まると『やっぱり最高の仲間だな！！』と実感します。大人になってもこのような機会

を持てることのありがたさを噛み締め、来年もまた頑張りたいと思います。いつもギリギリでの準備なので、もっと

早く始動をしなければという反省も忘れずに・・・ 

 

★女子 B クラス優勝                           トウェンティワン 窪園 真理 

2000 年に産声を上げたトウェンティワン。女子チームはお酒大好きマダム？の集まり、ゆる〜い楽しいチームです。 

上り坂を登り、2005 年 A リーグに昇格、１２年間生き延びました。しかし、世には上り坂、下り坂、まさかの坂が

ありまして、昨年、まさかの坂に転げ落ちたのです。その夜、マダム達は親父化し、やけ酒で荒れました。 

"ボーっと生きてんじゃねえよ！"とシマちゃんに叱られて…（島田会長は優しいから嘘です）今年は心を改め団体戦に

臨み、少し工夫もしてみました。選手は頑張り、声援が勇気になり、まさかの優勝、Ａリーグに一発で返り咲く事が

できました。対戦相手チームの皆様、手が冷たくなるまで応援してくれたチームメイト、お優しい大会役員の皆様、

感謝の言葉しかありません。ありがとうございました。もういくつ寝るとお正月🎶もう 330 回寝ると団体戦🎶来年も

美味しいお酒を楽しみにマダム達はテニス頑張ります。 

 

 
 

日  時 ： 平成 31 年１月 20（日）、27（日）、2 月 3（日） 

会  場 ： 総合運動公園、高洲、高洲中央                

 

ジュニア大会観戦記                        

ジュニア担当 直井 

第２９回浦安市ジュニア大会も大きな問題もなく無事に終了する事ができました。ご協力を頂いている皆様に改め

て感謝申し上げます。今回も合計３０９名の方に参加を頂きましたが、ここ数年は回を重ねることにより参加選手の

レベルアップがみております。１２歳以下の試合において不慣れな選手からの審判の要請件数もほぼなく、見ごたえ

がある試合も多く見受けられました。また１５歳以下・１８歳以下クラスの選手におきましてもハイレベルな試合も

多数あり、浦安市ジュニア大会も対外的に認められた大会に成長してきているかと思います。しかしながら引き続き

大会に不慣れな選手も積極的にエントリーして頂き、この大会をきっかけに試合の楽しさ、試合に勝つためにどのよ

うなすればよいのか考えて頂けるきっかけになって頂ければと思います。 

  優勝 準優勝 ３位 ４位 

 

 

男

子 

12 歳以下 
川井 小太郎 

(東京都ﾃﾆｽ協会) 

長沼 悠貴 

(VOTA) 

森本 悠央 

(てにしんぐ) 

伊藤 良晟 

(A-one) 

15 歳以下 
高村 洋佑 

(両国高付属中) 

須藤 佑也 

(篠崎二中) 

江森 慎之介 

(小松川二中) 

池末 直生 

(篠崎二中) 

18 歳以下 
狩野 快晴 

(第三砂町中) 

原川 聡志 

(白鷗高) 

竹内 裕哉 

(日大習志野高) 

近藤 太陽 

(都立小岩高) 

 

 

女

子 

 

12 歳以下 
石川 颯姫 

 (A-one) 

齋藤 来実 

(第五葛西小) 

中島 果 

(A-one) 

小堀 美侑 

(A-one) 

15 歳以下 
 大澤 琴葉 

(A-one) 

堀場 ゆりか 

(A-one) 

大橋 美音 

(かえつ有明中)  

深澤 奏 

(かえつ有明中) 

18 歳以下 
谷島 和実 

(A-one) 

里見 心 

(東京学館浦安高) 

森島 汐音 

(fellows SPORTS) 

 野上 珠緒 

(東京学館浦安高) 

第 2９回浦安市ジュニアテニス大会 



 

 

日 時 ： 平成 30 年 3 月 10（日）、17（日）、24（日） 

会 場 ： 総合運動公園、中央公園 

注)QF 両者のﾉｰｼｮｳの為 

 

ミックスダブルス優勝コメント 

 

★A クラス優勝                                  油谷 将行・堀切 真桜 

昨年のＢクラス優勝ペアとしてのＡクラス挑戦という事もあって、色々と厳しい戦いになるだろうと思ってしっかり 

コツコツ準備を重ねた結果、優勝出来て本当に嬉しいです。大会前の連日、練習相手として、また仲間として応援に 

来てくれたワンワールドのサークルの皆さん、最後の１ポイントまで一緒に戦ってくれた堀切さん、本当にありがと 

うございました。また、幸か不幸か欠場も多い中、試合の遣り繰りを上手く調整してくださった浦安市テニス協会の 

皆様もありがとうございました。これからもペアでの練習を積んで、２人でまた強くなって帰ってこれたらと思いま 

す。（油谷） 

この度は大会運営をしてくださった教会の皆様、ありがとうございました。また、たくさん練習に付き合ってくれて、 

連日応援に来てくれたワンワールドの皆様、楽しくプレーさせてくれた油谷くん、本当に感謝しかありません！ 

連覇を狙って一生懸命練習したいと思います！！（堀切） 

 

★B クラス優勝                                          林 英樹・志摩 直子 

今回 4 回目のペアでの試合でしたが、優勝という最高の結果が出ました。勝った事も嬉しいですが、楽しく出来た事

がなによりです。応援してくださった皆様、ありがとうございました。 

 

★初級者クラス優勝                                         中村 真美 

2 人とも初めて浦安市の大会に出ました！  ３週間お天気の中、親切な会場スタッフの皆様のおかげで試合が出来て

とても楽しかったです。運動神経抜群なのをいいことに元上司をたくさん走らせてしまった上に、田村さんのメンタ

ルの強さに引っ張られましたとてもいい思い出になりました。ありがとうございました。 

 

 

 優勝 準優勝 ３位 ４位 

Ａクラス 
油谷(将)・堀切(真) 

(ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 

磯貝(俊)・垣屋(美)  

(青べか) 

片岡(大)・片岡(広)  

 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 
注)該当ペア無し 

B クラス 
林(英)・志摩(直) 

(NSTC・翼) 

井出(慎)・伴(み)  

(Bay Wave・ﾄｳｪﾝﾃｨﾜﾝ) 

渡辺(龍)・渕上(陽) 

 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 

田口(佳)・田口(典) 

 (ｱﾄﾐｯｸ) 

初級者クラス 
田村(圭)・中村(真) 

 (一般) 

平石(健)・猪狩(み) 

 (浦安市役所) 

菊池(毅)・東地(裕) 

 (青べか) 

近藤(慎)・近藤(汐) 

 (美浜東) 

90 才クラス 
 小田(徹)・小田(小) 

(AUT) 

堀(真)・堀(幸)  

(AUT) 

平良(肇)・温井(香) 

(Bayside) 

島崎(真)・樋口(佳)  

(ﾎﾟﾝｶﾗ・Bayside) 

110 才クラス 
國定(仁)・國定(明)  

(ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ・翼) 

渡辺(友)・油屋(文) 

(SOL・翼) 

神谷(秀)・神谷(宏) 

 (ﾄｳｪﾝﾃｨﾜﾝ)) 

藤本(俊)・中島(有) 

 (ﾎﾟﾝｶﾗ) 

120 才クラス 
佃(喜)・佃(真)  

(舞浜・翼) 

田邉(學)・牧野(千) 

(NSTC・ｱﾄﾐｯｸ) 

小林(俊)・松本(街)  

(ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ・ｱﾄﾐｯｸ)  

森本(稔)・垣屋(美) 

(青べか) 

130 才クラス 
佐々木(修)・工藤(千) 

(舞浜・ｴﾙｼﾃｨ) 

森(昇)・北條(恵) 

(舞浜・翼) 

川口(勝)・高橋(真) 

(NSTC・翼) 

花垣(秀)・佐藤(ゆ) 

(NSTC・MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 

第 29 回浦安市ミックスダブルステニス大会 



第６回 千葉県郡市交流中学生テニス大会 

 

★90才クラス優勝                                      小田 徹志 

この大会運営に関わられたすべての皆様に感謝いたします。また、いつも楽しく一緒にテニスをしてくださる仲間の

皆様、試合で対戦していただいた初めましての皆様、本当にありがとうございました。大きな夫婦喧嘩もなく、足が

途中でつることもなく、無事に最後まで終えることができました。試合を見守っていただいた方々や、“おめでとう”

と声をかけていただいた皆様にも感謝の気持ちでいっぱいです。感謝の気持ちを忘れずに、テニスを楽しめることに

幸せを感じ、これからも上達を目指していきたいと思います。ありがとうございました！！ 

 

★110才クラス優勝                                  國定 仁・國定 明美 

この度は、運営に携わるスタッフの皆様、応援に駆けつけてくださった方々、また参加されていたすべてのプレーヤ

ーの方々に心より御礼申しあげます。とても華やかかつスムーズな進行でシステマチックに管理された素晴らしい大

会でした。その中で、栄誉ある賞を頂けたことはとても良い思い出となりました。家に帰ってからの、カミさんの優

しいこと、優しいこと。  すっかり忘れていた30年前の可愛い明美ちゃんに戻っていました。（まっ、ほんの束の間

でしたけどね） 今回はたまたま優勝できましたが、組み合わせの運不運、アマチュアならではのスケジュールやコ

ンディション調整の難しさなどなど不確定要素の多い市民大会。参加された方々のどなたがこの位置に立っていたと

しても不思議ではありません。来年は、相当なプレッシャーを感じながらの参加となるでしょうが、あまり気負わず

に楽しみたいと思います。 

 

★120才クラス優勝                                     佃 喜雄・佃 真由美 

「今回の優勝が、最初で最後にならないよう楽しく練習して、来年もチャレンジします！（喜雄）」 

「パワーバランスが難しい夫婦MIX、今回はうまくいきました〜！夫に感謝。（真由美）」 

いつも一緒に練習してくれる心優しい仲間、スムーズな大会運営をしてくださった協会スタッフの方々ありがとうご

ざいました。 

 

★130才クラス優勝                                                     佐々木 修 

今年もパートナーの工藤さんに助けられ、2 連覇を達成することが出来ました。決勝の相手は男ダブのパートナーで

ある森さんとの真剣勝負になりました。日頃、練習試合をしている関係で、お互いの弱点を責め合う試合となりまし

たが、中盤からは工藤さんが大事なポイントを取って優勝することが出来ました。パートナーに感謝。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。” 

 

  

 

 

 

開催日：平成31年２月17日（日）   場 所：フクダ電子ヒルスコート 

 

藤井副会長 

県内を16ブロックに分けて、各ブロックの中学生の代表16チームが参加して、4グループの予選リーグを実施後、

順位別トーナメントを行いました。朝早くから暗くなるまでの長時間、選手・ご父兄の皆様お疲れ様でした!  

選手全員元気に参加してきました。結果は以下の通りです。 

 

結 果：予選Dリーグ2位 2位トーナメント4位 

 

＜浦安市チーム出場選手＞ 

男子：高野 隼征・本間 友規・小堀 裕太・永井 大凱・井上空太 

女子：谷島 和実・大澤 琴葉・堀場 ゆりか   


