
８月に入り第３２回全国スポーツ祭典テニスの

部千葉県予選が旺盛に展開されています。

千葉県を代表し全国に出場する資格を勝ち取っ

た選手の皆さんを紹介します。

８月１９日に開催された、壮年女子ダブルスは

以下の皆さんです。

１位 花崎珠美・平山貴子

２位 石橋知佐子・細川恵美子

３位 川崎典子・板倉美知代

８月２５日に開催された男子ダブルスは以下の

皆さんです。

１位 福島晴之・栗並 慧

２位 成田創・大串光太郎

３位 長浜功明・渡辺怜冶

８月２６日に開催された女子ダブルスは以下の

皆さんです。

１位 高山 亜矢子・鈴木 智美

２位 中園 美和・豊田 幸恵

３位 川崎典子・板倉美知代

優勝・準優勝には宮城県泉総合運動公園庭球場

で開催されるが出場資格が与えられ、３位は補欠

登録の扱いになります。

＊写真は左から優勝・準優勝・３位になります

８月２７日(月)新日本スポーツ連盟千葉県連盟事

務所において、第６回常任理事会が開かれました。

７月２４日から８月２７日までの主な取り組み。

（主な報告）

ランニング：４日～６日

反核・平和のつどい（広島） ３名参加

バレーボール：８月１２日 関東大会（ﾎﾟｰﾄｱﾘｰﾅ）

卓 球：７月２５日 運営委員会（事務所）

８月１９日 祭典・個人戦（ﾎﾟｰﾄｱﾘｰﾅ）

テニス：４日・１８日 祭典・ｵｰﾌﾟﾝ大会

１９日 祭典壮年男女Ｗ（県ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）

２５日 祭典男Ｗ（県ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰＢ）

２６日 祭典女Ｗ（青葉の森）

野 球：リーグ戦実施中（６月～１１月）

スキー：１９日 役員会（事務所）

２５日 関東ﾌﾞﾛｯｸ技術部会（池袋事務所）

バドミントン：１８日 個人戦全国予選（四街道）

サッカー：リーグ戦開催中

ミックスバレー：１２日

千葉市交流大会（磯辺ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）

関東ﾌﾞﾛｯｸ会議８月２１日（神奈川）佐々木 出席

全国理事会 ８月２５日（池袋）金子・佐々木出席

主な討議は以下のとおりでした。

野球：９／８ キャプテン会議 吉川常任理事挨拶

／２４リーグ戦決勝戦 園川理事長挨拶

卓球：祭典ダブルス大会 園川理事長挨拶

１．事務所移転について黒川氏と再協議していく

２．署名活動 ８・２７現在

千葉市長宛 １５４筆

千葉県知事宛 １５８筆

３．ポーツネットちばの原稿執筆確認

４．総会準備について

５．その他

・野球・ランニング等でのホームページ作成

・各種目等に於けるエントリーをインターネット

上でできるよう検討

（常任理事 吉田 記）

常任理事会報告



①ＱＵＡＴＴＲＯ（クアトロ）
②三浦 雅也、西尾 健成
③260-0824 千葉市中央区浜野町122-26

takezoujp@yahoo.co.jp
④チームの概要
名前の由来：
ピザのクアトロフォルマッジは、イタリア語で4種類のチー
ズ」を意味しています。お店によってブレンドされるチーズ
の種類やトッピングされる具によってその味わいは大きく変
わってきます。
チームを構成するメンバーも同様に、「テニス」というフィー
ルドにおいて、その個性は「みんな違って、みんな良い」。
メンバーの掛け合わせ次第で様々な強さを出して行き、
どんなに強いと言われているチームにも立ち向かって、そし
て勝つ！
そんな想いが込められています。
・・・ですが、単にボスがピザが好きって噂もっ ？！
チームの特徴：
試合に勝ちたい！」という想いの下、いろいろなサーク
ルに所属していたメンバーが少しづつ集まり、3年前にチー
ムを立ち上げ。
千葉市男子団体戦は11部からスタートし、2年連続
優勝。
2018年度は5部にエントリー。今年も優勝して3部入
りを目指しています。
仲良く楽しくエンジョイテニスを少しだけ封印し、勝つこと
に喜びを求める体育会系のチームです。
チーム結成時のメンバー男女合わせて約10名程度に
加え、一緒に練習、試合に参戦し切磋琢磨してくれるメ

ンバーが約10名。全体
で約20名程度のチーム
になっています。
年齢構成は20～50
歳代。メインは30歳代
になります。
自分の試合がない時
でも、メンバーの試合の
応援に行っています。

大きな大会の後は打ち上げをしたり、ＢＢＱをしたり、
ホームパーティーをしたりと3年間の時を経て「仲間」意識
がさらにチームの結束を強くしています。
なので、チーム方針は「人物重視」ともに戦いともに、
上達をしてゆくために新メンバーにおいては人となりを重
視しています。
練習日程：
毎週土曜日 9-14時 ケンズ佐倉サテライトコートをメ
インコートとして活動しています。
前半3時間を球出し、フォーメーションなどの練習に費
やし、残り2時間を練習したショットを活かしてゲームを行っ
ています。
また試合からの学びが大きいという考えのもと、いろいろ
な市の個人戦、団体戦に積極的に参戦。ほかのサーク
ルと対抗戦も行っています。

⑤クラブのアピール
今年は「勝ち切る」を目標に、接戦をいかにものにする
かというテーマを持って練習をしています。
テニスコーチ経験者数名が、今のチームに必要な練習
は何かを考えて練習メニューを作成。
皆で互いにアドバイスをしながら、目標に向かって意味
のある練習を行っています。

⑥その他
チーム内で「クアトロ パデル部」を立ち上げ、一部メン
バーでパデルの練習、試合の参戦と楽しんでいます。
ＰＡＤＥＬ（パデル）はスペイン発祥のラケットスポー
ツで、スペインではテニスの4倍の競技人口があります。
テニスとスカッシュを合わせたような競技で壁に跳ね返っ
たボールも打てるのが特徴です。
日本に入ってまだ4年と、まだベンチャースポーツの域で
すが、海外のプロテニスプレーヤーにも愛好者が多く、ナ
ダルやウィリアムス姉妹のアカデミーなどでもテニスコートに
併設してパデルコートが設置されています。

クラブ紹介

ＱＵＡＴＴＲＯ（クアトロ）

テニス



① クラブ（チーム）名 〔 検見川の風 〕
② 代表者 〔 庄野 嘉高 〕
③連絡先
〒261-0012 千葉市美浜区磯辺
メール：shouno700@gmail.com

④チームの概要
20年以上前に検見川浜でウインドサーフィンを楽しん
でいた仲間の一部がマラソンを始め、そのうちの何名かが
テニスを熱心に楽しむようになり、地元（千葉市美浜区
磯辺）の町内のテニス仲間を巻き込んでチームを発足
させました。
その後は、テニスコートやテニススクール等、何かの縁で
知り合いになったメンバーが加入しています。
登録するクラブ名は発足のきっかけとなった浜辺の名前

（検見川浜）と昔、ウインドサーフィンで遊んでいたので、
検見川浜の風としました。
チームの特徴は50代が仲良く楽しく活動しています。
練習場所は千葉市の稲毛海浜コートを抽選で確保し
て、土日祝の9時から13時までをメインに練習しています。
現在、火曜日の夕方だけですが、千葉市美浜区北
磯辺公園のテニスコートが確保出来ています。平日とい
うこともあり、参加メンバーが少ないので火曜日にテニス
が出来る方は連絡ください。お待ちしています。メンバー
数は男性13名、女性7名で50代が一番多いメンバー
構成となっています。

⑤ クラブのアッピール（１８年度の抱負等）
平均年齢５０代で、新日本スポーツ連盟の若いテニ

スチームの皆さんには、とても敵いませんので、年齢別の
大会で良い成績を残せるように頑張りたいです。
今後は、暑い時期は避暑地で、それ以外の時期は白
子や近隣で朝から晩まで時間の許す限りテニス練習を
行い、腕を磨きたいと考えています。
いくつになっても練習は裏切らないという言葉を信じた
い。

⑥その他
（スポーツに関する情報・スポーツ連盟に期待すること等）
テニス大会を数多く企画してくれて感謝しています。
大会毎に参加チーム数が多かったり少なかったりと運
営の方は大変だと思いますが、今後も同じように大会の
主催を継続していただけると気軽に試合を楽しめて嬉し
いです。
受付チーム数の制限、団体戦はチーム単位での一律
の参加費など、2018年度の総会で改善しており、現時
点では更なる要望はありません。
参加者の立場に立った運用ルールですばらしいと思い
ます。
強いて要望をあげるとすれば、 大会すべて、メール、ま
たはHPからの申し込みとし、参加費は当日徴収するよう
にしていただけるとエントリーが楽になりチーム幹事は助か
ります。

クラブ紹介

検見川浜の風
テニス

スポーツのひろばを
購読しましょう

スポーツ連盟の活動から最近のスポーツ

科学まで、生涯スポーツに役立つ情報を発

信しています。

年間購読料3,600円（年10回発行）

申込み 千葉県連盟043(287)7353へ



2018年度最初の大会が春季テニス大会です。

例年通り沢山の参加ペアで幕開けでした。６

ゲーム先取・ノーアド方式でリーグ

戦後４トーナメントに分かれて同じレベルの熱

戦が繰り広げられました。

１位トーナメント決勝戦は逆転６－５で中園・

安藤ペアが優勝！見応えのある試合でした。

参加が少なかった為、男Sは総当たりで８ゲー

ムプロセット（8－8タイブレーク）方式で行い

ました。

皆さんの感想は疲れたけれどたっぷり堪能で

きて良かったとのことでした。

女Sも総当たりで１セットマッチ（6－6タイ

ブレーク）方式で行いました。

なのはな大会で女S参加者が増えたので期待

したのですがシングルスの楽しさを知ってもら

い、もう少し増えると良いなあと思いました。

例年より少ない参加者で寂しい大会になって

しまいました。優勝の女子中園さんは女Wも優

勝、２種目制覇です。

試合方法はリーグ戦後１・２位トーナメント、

６ゲーム先取で行いました。

参加２7ペアは例年になく多く、これからも

増加してくれると嬉しいです。

中級者が増えると良いのですが？如何でしょ

うか？試合方法なリーグ戦後1・2位トーナメン

ト、1セットマッチで行いました。

春季大会無事終了です！！
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女子ダブルス

中園・安藤ペア 男Ｓ優勝 鈴木勇人さん

男・女子シングルス

女Ｓ優勝 御園 泉さん

混合ダブルス

中園・加藤ペア

男子ダブルス

三浦・野方ペア



新年早々フルスロットルで
千葉県テニス協議会

千葉県テニス協議会は、2018年早々から、

「第31回シニア大会」、「新春チーム対抗」「なの

はな女子ダブルス」と立て続けに大会を開いて

きました

第1弾： 新春チーム対抗テニス大会

１月２８日、２０１８新春チーム対抗テニス大

会を開催、大盛況でした。

この大会は毎年年の初めに千葉県テニス協の

お祭りになりつつあり、全日本級の選手から一

般のテニス大好き選手まで参加の大会です。

昨年からＡブロック・Ｂブロックに分けてそ

れぞれ１６チーム、４チームでリーグ戦終了後、

順位別トーナメントを行います。

試合方法も１日で終了させる為、リーグ戦は

７ゲーム方式・トーナメントは６ゲーム先取。

それでも夕方５時過ぎてしまい真っ暗な中の決

勝戦でした。優勝はＡブロック・ストローク命

チーム、Ｂブロック・just Zoo itチームです。

第2弾： なのはな大会女子ダブルス

２月１２日、なのはな大会女子ダブルスを開

催、こちらも５０ペアの申し込みがあり大盛況

でした。

リーグ戦は７ゲーム方式・トーナメントは６

ゲーム先取。何とか１日で終わりました。

優勝１位トーナメント：西岸・渋川ペア、２位

トーナメント：森田・浅井ペア、３位トーナメ

ント：大西・谷岡ペアです。

どちらの試合もお断りしたチーム・選手、ほ

んとうにごめんなさい。

付録：「 第31回シニア大会」

2018 新春チーム対抗テニス大会
～～2月にはなのはな大会女子ダブルスも～～

1位トーナメント

優勝ペア

２位トーナメント

優勝ペア

３位トーナメント

優勝ペア

大会優勝チームの皆さん


