
第２２回全国テニス選手権、千葉県予選が８月

３１日（土）男子ダブルスに始まり、女子ダブル

ス、混合ダブルス、９月２１日（土）の男女シン

グルスまで熱い大会が開催されました。

すべての試合、リーグ戦後順位別トーナメント

（コンソレ有り）方式で行われました。

県予選には他の大会出場者に加えて一段上の上

級者が参加する為、見応えのある試合が多くあり

ました。

試合の進行上、１セットマッチにしてみました

が、タイブレークになった試合は意外に少なかっ

た様です。

その中にあって女子ダブルスの川崎・板倉ペア

はコンソレトーナメント準決、決勝と２試合連続

のタイブレーク！。 日没ぎりぎりまでお疲れ様

でした。

優勝出来て良かったで

すね！来年は本戦で是非

全国に！

県予選全体を通し、今年は終了してみれば全体

的に番狂わせが無く順当に代表が決まった感じが

します。

男子ダブルスは昨年準優勝した成田・大串ペア

がリベンジ、今回は優勝！２年連続全国です。

混 合

ダ ブ ル

ス は 、

中 村 ・ 三

國 ペ ア が

優勝！

絶 対 に

全国へと闘

志溢れるプ

レーが印象的でした。中村・三國ペアは，昨年３

位で全国に出場したペアです。

男子シングルス、ベスト４は全員を全国に送り

出したい程レベルが高かったです。

昨年全国準優勝の八尋さんが優勝！お母様も応

援に来てました。

今年は全国期待出来そうです！

川崎・板倉ペア

←男子ダブルス優勝

成田・大串ペア

準優勝 →

岩橋・山口ペア

今年で７回目となるスポーツ予算増額・公共スポー

ツ施設改善要請行動を千葉県教育庁教育振興部と千

葉市文化スポーツ部に対し実施いたします。

両部局との話し合いに際しては、署名を（昨年は

約４５０筆）持参し、多くのスポーツ愛好者の声と

いう形で要請を行っています。

スポーツセンターの路面標示やテニスコートの管

理棟の改修など身近な課題から千葉公園体育館の建

て替え問題など大きな問題まで様々な課題に取り組

んでいます。

課題実現のため現在連盟では署名に取り組んでい

ます。

各種目の大会会場で集約しています。

是非ご協力をお願いします。

お詫びと訂正
SportsNetちば１０月号、野球トーナメント戦の写真のキャプション「土屋投手」は「土谷投手」の

誤りでした。お詫びすると共に訂正させていただきます。



８月２２日（木）事務所にて常任理事会を開催し、

50周年記念行事の日程についてなどについて調整確認し

ました。

討議に先立った「スポーツのひろば」の読後感想では、

自身が写真を含めて記事になった常任理事の日野さんが記

事になったウォーキングの感想も含め、話されました。

主な活動報告は

ﾐｯｸｽﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ８月１１日（日）磯辺スポーツセンターで

の交流大会を開催。８チームが参加し、初参

加のＭａｃｏｔｔｓ が優勝。

ウォーキング 酷暑により中止に

テニス 天台総合スポーツセンター、青葉の森庭球場や高

浜庭球場で、千葉県スポーツ祭典の男女ダブルス・

混合３ペアチーム対抗戦・チーム対抗戦などを開

催。

バレーボール ７月２０日（土）２１日（日）関東大会を

開催。男子ｚｏｏ、女子健友会（共に千葉県）が

優勝。

空 手 ８月１８日（日）に運営委員会と暑気払いを開催

※ 各協議会との懇談では、野球協議会の運営委員会（７

／２２）の際に懇談。

※ 広島の反核平和マラソン交流集会（８／５～６）に

園川理事長と佐々木事務局次長が参加。

※ 大型の組み立て棚を購入し、事務所の収納が改善。

主な討議事項

２０１９年度活動方針がどのように実践されているか話

し合われました。

１．組織・財政関係

〇 自治体要請署名を民主団体を中心に２５団体に送付。

集約に入る。９月３０日一次集約。１０月下旬二次集約。

〇 夏季カンパ63,000円に。目標に到達できず。不断の

追求を。

〇 各協議会との懇談会は９月１４日（土）にスキー協議

会役員会の開催前に行う。田久保副理事長が参加。本田

副理事長・佐々木事務局次長はスキー協側で出席。

２．平和・護憲関係

〇 ２０２０年福島～長崎平和マラソンの下野（栃木）～

夢の島（東京）区間を千葉が担当する。

３．組織運営関係

○ ２０２０年の全国スポーツ祭典の会場確保の一環でミッ

クスバレーボール会場としてポートアリーナ、花島体育

館の２箇所を仮予約。

○５０周年記念行事日程を変更。

第1候補：2020年11月8日（日）

第2候補： 同 年11月3日（火・祝）

〇 全国連盟でWebを利用した大会エントリーシステム

を開発。各協議会にお知らせする。

『リハビリ治療は予防治療ですよ』

－－スポーツドクターからのアドバイス

2017年10月、全日本ベテランテニス選手権大会に

シングルス、ダブルス両方の出場決定となりました。

ところが大会１週間前、左足底が痛くなり、歩く

ことも苦しく、当然出場辞退となりました。

痛みや、今後の不安からスポーツドクターのいる病

院へ駆け込みました。

『リハビリを中心とした治療をしましょう。自分

の全身が、どのようになっているかを知らなければ

なりません。足底の痛みも、股関節の硬さから来て

います。』

「え？ 痛み止めの注射や薬は？ 今まで股関節が

硬いなんて考えてもいなかったし、このままでは、

これからも、いろいろな部位に故障が出てくるなん

て考えてもいませんでした。」

ストレッチ、マッサージの治療が始まりました。

２週間ほどで痛みもなくなり、これで通院も終わり

かと思っていたら、『今後もテニスなどのスポーツ

を続けるのなら、リハビリ治療を続けて、股関節を

柔らかくしなさい。』

スポーツドクターとリハビリ室との話合いで、現

在も週１回のリハビリ治療が続いています。

ストレッチ指導と『コリを抜く』（担当リハビリ

医師の言葉）治療のおかげで、２０１８年１９年と

大きな故障がありません。

若い時両足の半月板損傷をした、現在７７歳の私

でも、シングルスの試合をこなせる・・・・リハビ

リ治療の大切さ、ありがたさを痛感しています。

毎回、ドクターやリハビリ担当医師は言います。

『リハビリ治療は、故障してから受けるではなく、

故障しない予防のためにも受けるものです。自分の

身体がどんな状況になっているかわかるからです。』

身体のメンテナンスのためにも、週一程度の病院

又はマッサージ医院のリハビリ通院をお勧めします。

冨田 登喜子（千葉県テニス協議会副会長）

常任理事会報告



２０１９年度新春大会、
シニア大会終わる

２０１８年度新春大会は、今年で１１年目、

２０１９年１月５日、２８チーム、１７０名で

県スポーツセンター１６面で開催されました。

予選は、２試合で１位から４位にランクを分

けてから、決勝トーナメントに入り各ランクの

優勝チームには商品が、渡されました。

シニア大会は、男子は積雪の為中止、女子は

１０チームの参加で、３月１６日に、開催され

ました。

平成最後の「なのはな大会」終了

令和時代の幕明けは、なのはな大会から

１月１３日混合ダブルス ２８ペア、

２月１６日男子シングルス ２６人

女子シングルス １８人

２月２４日男子ダブルス ２８ペア

３月３日 壮年女子ダブルス ８ペア

（雪の為中止）

３月１６日壮年男子ダブルス ５ペア

３月２３日女子ダブルス ５２ペア

近隣地域で市民大会が無い為か、強豪選手が

多数集まり、初心者が参加しにくい大会になっ

てしまいました。

その為、来年度からは、春に開催する事にな

りました。

春は、各市町村で大会が開催され、新スポ連

の参加者が少なくなります。

そこで、初心者を多数集めて開催したいと考

えています。

試合未経験者の方に声を掛けて参加して下さ

い。

女子ダブルス

１位トーナメント

１位 田辺（たまねぎ＋１）・鈴木（フリー）

２位 高崎（フリー）・高木（フリー）

３位 高杉（ナイスオーラ）・高澤（ザウルス）

２位トーナメント

１位 川島（UDON)・川口（フリー）

２位 櫻井（NAGISA)・森重（フリー）

３位 大沼（ポケット）・岩田（フリー）

３位トーナメント

１位 近藤（まりりんず）・熊谷（まりりんず）

２位 高橋（クラージュ）・高橋（フリー）

３位 田中（フリー）・安江（フリー）

混合ダブルス

１位トーナメント

１位 高橋ひらり（Gテニス）・関博史（フリー）

２位 野中由美（ラ・フエット）

・野中貴之（ブラックソックス）

３位 針生仁子（FSTS)・後藤直哉（U

２位トーナメント

１位 平岡香織（まりりんず）

・鈴木啓之（フリー）

２位 宇田川由紀子（MPZ)

・島津祐太（MPZ)

３位 伊藤圭子（UDON)

・武井規雄（リフレッシュ）



壮年男子W

１位 山田謙二（フリー）・鈴木孝幸（フリー）

２位 庄司秀則（チーム飛鳥）

・武田祥治（フリー）

３位 西川正行（メイユール）

・菅原満浩（メイユール）

男子ダブルス

１位トーナメント

１位 曽我（フリー）・西村（フリー）

２位 石川（フリー）・千葉（フリー）

３位 石川（ザウルス）・飛知和（フリー）

２位トーナメント

１位 高木（フリー）・山田（フリー）

２位 木村（フリー）・平田（フリー）

３位 金坂（フリー）・福士（フリー）

男子シングルス

１位トーナメント

１位 吉原雅人（フリー）

２位 山口哲平（T・ASKA)

３位 矢島秀平（フリー）

３位 三浦雅也（QUATTRO)

２位トーナメント

１位 松村宗一（フリー）

２位 佐田正樹（フリー）

３位 金坂淳（フリー）

女子シングルス

１位トーナメント

１位 安田恵美（まりりんず）

２位 石崎香代子（フリー）

３位 平岡香織（まりりんず）

２位トーナメント

１位 岩見素子（フリー）

２位 川村亜優（フリー）

３位 高橋美穂（チーム飛鳥）



「若い力は、すばらしい」

千葉県テニス協議会の歴史には、いろいろなこと

がありました。

ここ数年、協議会を運営している委員会には、

「前向きさ」を感じます。

「いつも会員･選手は,どう思うだろうか」を考えて

いるからだと考えます。

運営委員会に若手（50代）が２名入ってくれた

ことが大きな要因です。何かがあると会員･選手の

意見を聞こうとアンケート活動が多くなりました。

若手の委員は、自分も大会に出場し、参加者の立場

からの意見を提供してくれます。

当たり前のようですが、「選手･参加者が主人公!!」

のスポーツ連盟には、このことは大切です。

運営委員会のメンバーには、仕事やテニス活動、

病院通いでの多忙、しかもいつの間にか高齢者、住

居方面がバラバラで遠いなどの困難なことがたくさ

んあります。

年６回程度の運営委員会でも全員が集まれるには

大変な事で「運営委員長」の悩みのタネです。現役

選手で若手が運営に携わってくれることは、大きな

エネルギーとなっています。

テニス協議会の課題のひとつに、「会員の増加」

があります。昨年の12月と今年の1月にかけてうれ

しいことがありました。

若手委員たちの意見で、「この冬の団体戦は３チー

ム（従来）による対抗戦ではなく、２チームにしよ

う」と提案されました。なんと、申込みチームが殺

到し、会員優先の規定により、出場できないチーム

が続出しました。

「大会に参加できるように会員になろう」と、こ

の２ヶ月で従来の会員数の倍近くになりました。

３チームは作りにくいけれども、２チームなら参

加しやすいというテニス愛好者たちの希望に添った

大会案となったわけです。

千葉県テニス協議会は、有能な人による運営では

ありません。いつも討議は前へ進んで戻ったり。ケ

ンカしたりボヤイたり。それでも若い人を迎える事

ができ、よく生まれてくる問題や困難に対処してい

ます。

千葉県テニス協議会副理事長

冨田登喜子（77歳）

今期最後の理事会が2月22日（金）千葉市・穴川コニュ

ニティセンター講習室で理事13名と顧問1名の参加で開

催されました。

今回の理事会は昨年11月30日以後の各協議会の主な活動

報告と3月17日開催の県連盟総会に向けての議案の討議

と代議員確保の確認でした。 主な活動としては

ランニング 検見川クロカン大会報告と千葉・青葉の

森リレーマラソンの取組状況

ﾐｯｸｽﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 初めての柏中央体育館での新春ミックス

バレーボール大会の成功。

ウォーキング 東金古道・館山城公園などの月例ウォー

キングの様子。

卓球 千葉・花島体育館での加盟杯大会・冬季

卓球大会が盛況。

テニス 県総合SCをメイン会場となった鈴木杯テ

ニス大会・新春テニス大会・なのはなテ

ニス大会を開催・

サッカー 青葉の森・稲毛海浜競技場を使用しての

リーグ戦が進行中

スキー 2月8日～11日 59名の参加で志賀高原で

のスキー祭典が終了。

特にテニス・スキーで昨年を上回る参加者があったこ

とが報告されました。

県連盟総会に向けての討議としては

総会議案書ではスポーツを巡る情勢・18年度活動総括・

19年度活動方針が原案を基に話し会われました。

情勢では不祥事が頻発した一因として日本を代表する

選手がいろいろな圧力の中でも自分の意見を出し始めて

いるのではないか。

活動総括の中ではHP等の活用が少しずつでも前進し始

めて来たこと。活動方針の中では実際にスポーツを行っ

ている愛好者の声をもっと反映するための方策を考えな

ければならないのではないか。そのための方策として県

連盟と各協議会を結ぶ連絡会・懇談会を新設してはどう

か等の議論が出されました。

代議員確保については20名の代議員数に対して17名に

留まっている事から代議員報告締切日の3月2日まで引き

続き努力する事が確認されました。

なお一般会計・ひろば誌会計・特別基金会計も同時に

報告されました。

2020年に創立50周年を迎える県連盟の行事企画等を検

討することが提案されました

文責 金子泰夫

常任理事会報告




