
関東ブロック混合ダブルスで優勝し、全国大会混合３位

にはいったお二人からメッセージを頂戴しました。

「関東ブロック大会では、

コートをぜいたくに使わ

せていただきほぼ待ちな

しで、かつ大会関係者の

温かいご対応で心地よく

テニスをさせて頂きました。

大会参加者のレベルも高く、ずっと気の抜けな

い試合で、自身のレベルアップにも繋がりました。

全国大会が地元開催でもあり、今回初めて参加し

ましたが、いい結果が残せるよう頑張ります。」

関東ブロック予選 優勝チーム 三枝美哉・田口正一郎

関東大会は、全国大会への切符をかけて各県からの推

薦に一般申し込みを加えた１４ペアで戦われ、千葉県代

表の森本・尾崎ペアを破った一般参加の三枝・田口ペ

アが優勝しました。

全国大会３回戦男子

単の秋山選手からもコメ

ントを頂きました。

「「今回の全国大会では千葉県のメンバーの方みなさん暖

かく、レセプションから楽しい二日間を過ごせました！

シングルスに出場するのは数年ぶりとなりました。

試合は不本意な結果となってしまいましたが、また来

年もチャンスがあれば出れたらと思っています！

ありがとうございました！ 秋山 陽（あたる） 」

１１月２４日（金）穴川コミュニティーセンター３階で

開催されました。

<報告･連絡事項>
ランニング：反核平和マラソン、ランナーの高齢化、来年

はランナーを増やしたい。

ウォーキング：日野さんの車で年金者組合のメンバーと

8/18、10/3に房総方面で２回実施した

バレーボール：関東ブロック大会７／２３

卓 球 ：11/16スポーツ科学センターアリーナで26名
参加で講習会を実施

テニス ：8/27，10/30シニア大会

サッカー ：リーグ戦９チーム参加

野 球 ：リーグ戦第５１回全国軟式野球大会に向け

9/18青葉の森で県大会決勝。埼玉で関東大会

空 手 ：7/9宮野木SCで夏季大会16団体143名参加

バドミントン：全国祭典に参加

スキー ：6/25総会、スキー祭典に向け準備、朝出発バ

ス1台

<協議事項>
・2020開催予定の全国スポーツ祭典を関東ブロック主管で

開催できるか

（関東ブロック会議）

・各大会の参加状況、「ひろば誌」の現状と課題

・スポーツ基本法の具体化を求め県教育委員会と懇談

（11/17）
・県総会に向けて役員選考委員（理事から７名）を選出

【当面の活動】

・野球協の祭典（ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦）参加ﾁｰﾑの減少について、試

合方法（ﾘｰｸﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式など）を検討してはどうか

・フェイスブック講座 ひろば誌の佐藤編集長が１／１３

に18：00から

・千葉市教育委員会に向けての署名12/15まで、もう少し

集めよう

・第3回理事会、体育施設予約調整会議、事務所床の張り

替え、ＡＥＤのレンタルなどについて

その他各理事からたくさんの意見が出され、後半は駆け

足になってしまいましたが、活発な理事会でした。

（田久保 孝一）

理事会報告
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第５３回千葉県スポーツ祭典テニス大会が、

６月２５日から７月３０日まで開催されました。

今回の特徴は、初めて参加したチームが多い

ことと、入賞したチームも新しいチームが多かっ

たことです。

男子ダブルスで

は、１１ペアで開

催で、大学生の仲

間で参加した高浦・

矢島ペアが優勝し

ました。

女子ダブルスでは、

３７ペアで開催し、

野村・笹島ペアが優

勝しました。

混合ダブルスは、

関東ブロック選考

会も兼ねて行われ、

初参加の森本・尾

崎ペアが優勝しま

した。選考会は

２３ペアの参加で行われ、上位４チームが１０

月１日の関東ブロックの全国予選に参加します。

４チームともに、初めて新スポ連の大会に参

加したメンバーです。

男女シングル

スは７月２３日

に県スポーツセ

ンターで開催さ

れ、男子は久保

さんが優勝。

女子は細川さんが

優勝されました。

第５３回千葉県スポーツ祭典テニス大会は残

すところ男女ダブルスの100歳・110歳ペア

の大会になります。

この大会は９月１８日(月・祝）に青葉の森

テニスコートで開催されます。

千葉県スポーツ祭典は、テニスを始め、スキー

卓球など全１１種目が、千葉県、千葉県教育委

員会、千葉市、千葉市教育委員会、市原市教育

委員会などの後援のもと開催されています。

今後の予定としては、9月からは野球大会(トー

ナメント戦）が、11月には陸上競技大会、12

月には空手大会、クロスカントリー大会が、2

月にはスキー祭典が行われます。
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第21回全国テニス選手権千葉県予選を8月5

日から9月24日まで開催しています。

今年は、全国大会が埼玉での開催なので、千

葉県から複数ペアの参加要請が有りました。運

営委員会で検討した結果、上位2チームを推薦

することになりました。

８月５日は男女ダブルスの予選会が行われ、

女子26ペア、男子16ペアの参加がありました。

男子ダブルスでは、優勝した北野暢平・山口

哲平組と準優勝の松野純也・パク・ジス組が、

女子ダブルスでは優勝の鳰川歩・中山未紅子組

と、準優勝の鈴木智美・川井佑希子組が全国大

会出場を決めました。

8月19日には混合

ダブルスが23ペアの

参加で開催され、優

勝した宮坂舞・長浜

孔明組と準優勝の大

野則子・山下幸志組

が出場権を獲得しました。

シングルスは8月20日に開催。女子はやや

少なめの7人が、男子は17人の参加があり開

催しました。

全国選手権には、男子は優勝した秋山陽さん

と準優勝した篠原直貴さんが、女子は畑山彩貴

さんと飯塚玲さんが出場されることとなりまし

た。

全国大会の種目には、 壮年女子ダブルスと

壮年男子シングルスがあります。

この大会は9月18日に青葉の森テニスコー

トで予定されています。

テニスに興味のある方はもちろん、そうでな

い方も、時間がある方は是非応援に来てくださ

い。

全国大会出場切符を手に入れた選手は、現在

16名です。壮年男子と壮年女子を加えれば、

20名以上の選手団になります。

全国選手権での千葉県代表選手の活躍を皆

さんと一緒に祈念しましょう。

（文責 テニス協議会 渡辺 ）

第21回全国テニス選手権千葉県予選

北野暢平、山口哲平組

鳰川歩、中山未紅子組

宮坂舞・長浜孔明組

秋山陽さん

畑山彩貴さん



今年度初のシニア大会が5月21日(日）千葉県スポー
ツセンターで開催されました。
参加は男子6チーム，女子9チームでした。
待ち時間が長すぎるという会員の皆さんからの要望を
受け、今回は男子の集合時間を遅くしてみました。
男女合計15チームでは終了は17時を回ってしまい，
今後の検討課題です。
男女とも3チームでリーグ戦を行い、その後男子はそれ
ぞれ１・２・３位で、女子はそれぞれの１・２・３位でリー
グ戦。男子には不満の残る大会だったかもしれません。
【成績】
男子1位決勝 優 勝：グリーンウッド

準優勝：ガーネットワン

男子２位決勝 優 勝：球友会
準優勝：リーベワン

３位決勝 優 勝：さつきが丘
準優勝：メイユール

女子１位リーグ 優 勝：チェリーボーンズ
準優勝：チーム飛鳥

女子２位リーグ 優 勝：サンライズ
準優勝：ポケット

女子３位リーグ 優 勝：もくれん
準優勝：リーベニャン

男子は優勝常連のグリーンウッドがやはり強かったです。
女子は初参加のチェリーボーンズが優勝です。今回女子
初参加が２チーム有ったのはこの大会が少しづつ広がっ
ていると嬉しくなりました。
もう少し参加が増えるとそれぞれの１日大会になるので
すが．．．
５月２７日（土）一般チーム対抗：今回は混合

ダブルス３ペアの大会です。９チームの参加でした。
３チームのリーグ戦後、1・2・3位のリーグ戦を行いました。
成績 １位リーグ 優勝：ひもテニス

２位リーグ 優勝：チームミラクル
３位リーグ 優勝：テニファミ

千葉県テニス協議会のホームページを是非見て頂きた
いと思います。
写真・結果をアップしております。 (文責 吉田）
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悔しかったこと
そして共感できてうれしかったこと

千葉県連盟理事 冨田登喜子

６月のある日、東京昭島にある「昭和の森テニ

スコート」で、ダブルスの決勝戦を行っていました。

毎日新聞社主催「毎日トーナメント（いわゆる『毎トー』」

のテニス大会です。

緊張した試合の終盤、突如上空からバリバリバリｯ

という、ものすごい音がしました。

全てのコートの試合は中断となり、私も何事が起

きたかと，空に、その姿を求めました。

「ファントムです。ものすごいスピードなので、ここ

に爆音が響いたときには，戦闘機はかなり先を飛

んでいます。こういうときは，いつも試合を中断して

います。」係の方の説明があり、１０分くらいたった

後、試合を再開しました。

試合は苦戦しながらも優勝できました。大きなポ

イントをいただき、「全日本ベテラン大会」出場へ

の道につながりました。

しかし、あの耳をつんざく爆音に、私は、とてもショッ

クを受けました。首都東京で，こんなことが日常的

に行われているのかと思うと、悔しさがこみ上げて

きました。

「天気が良い日には、大きな機体が低空飛行す

るので，みんながびっくりするんです。」

横田基地が近くにあるため、屋根すれすれに飛

ぶ物体の不気味さと、全身に響いてくる爆音に驚

かされている住民の人々は、どんなに、つらく悔し

いだろうと思いました。

アメリカ本土では、こんなことはしていないでしょう。

まして、首都ワシントンで、絶対にないでしょう。

「赤ちゃんや病人、老人の方々など、どんなにつ

らい日々を送っていることか・・・」とロービングの方

は悲しそうな顔をしていました。

優勝できてうれしかったこと、ファントムに激しい

怒りを持ったこと、ベテランロービングの人の正しい

認識力に共感できてホッとしたこと。

体力、技術力、認識力、やるべきことは・・・、等、

考えさせられた一日でした。

６月30日（金）穴川コミュニティーセンター（千葉市）

において、第1回理事会が開催されました。

トライアスロンの大会で欠席された園川理事長からは文

書による挨拶があり、佐々木常任理事の司会で進められま

した。

金子事務局長から、総会から6月までの活動報告があり、

「組織状況」「各協議会の取り組み」「全国･関東ブロックの

動き」について経過と活動内容の確認をしました。

とくに、今年は軟式野球の全国大会が千葉県で開催され

るということで、会場確保や後援申請の状況などについて

野球協議会からの報告もありました。

また、組織拡大や財政状況についても報告があり、連盟

の厳しい財政状況を共通の認識としました。

会員拡大、ひろば誌の拡大については、6月3日から4日

にかけて池袋で行われた「全国組織拡大交流会」での全国

での経験や教訓が参加した佐々木理事から報告されました。

具体的には

・フェイスブックやツイッターなどのＳＮＳの活用

・参加費の一部を会費として納入いただくことの検討

・財政透明化の必要性

等について報告を受けましたが、議題との関係もあったこ

とから、スキー協議会からは「中高年向けの講習や子供た

ち二も参加してもらえる企画の必要性について」、卓球協

議会からは「女性を中心にダブルスの参加者が増えている

こと」、テニス競技会からは「シニア層の取り込み」、ウォー

キング協議会からは「参加費や会費の位置づけ」などにつ

いて発言がありました。

その後、夏季募金について『7万5千円』（年間15万円

目標）の提起が竹村理事からありました。

当面の活動については空手の夏季大会が7月9日に宮野

木で開催されることを初めとした、各協議会での大会予定

が示されました。

最後に次回理事会を11月24日に開催することを確認し

閉会しました。

理事会報告

右端が冨田さん



しましたが見事完走を達成。天候にも恵まれ参加チーム
の全員が満足した走りを見せてくれました。
各部門の結果は次のとおりです。
〇総合部門
1位 JR EAST ランナーズＡ 2時間7分51秒
2位 千葉韋駄天アスリーツ風神 2時間9分10秒
3位 千葉韋駄天アスリーツ雷神 2時間14分4秒
4位 広域連合（走） 2時間16分37秒
5位 JR EAST ランナーズ Ｂ 2時間17分43秒
6位 船ミク 2時間19分32秒
以下1位チームのみ掲載します。
〇職場部門
1位 下志津GTC 2時間36分52秒
〇男女混合部門
1位 ウイングＡＣ 2時間26分12秒

〇女性部門
1位 チームなすび 2時間54分40秒
〇クラブ部門
1位 浦安ランナーズクラブ 2時間20分54秒
〇ファミリー部門
1位 青葉の森爆走ウルトラソウル 2時間46分31秒
〇小学生部門
1位 美杉ＭＢＣ 3時間5分15秒
〇中学生部門
1位 ランニングマン 3時間14分30秒
〇特別賞
50位 東レ･ダウコーニングA
100位 ISE走遊会
150位 爆走どんぐり
200位 八千代走遊会超アダルト (文責：園川)

2017年度千葉県テニス協議会の大会は春季テニス大会
から始まります。

今年は４月２３日～５月２７日計６日間、お天気にも
恵まれてまずまずの大会でした。

４月２３日男子ダブルス（高浜庭球場）１６ペア
参加者が少なかったのでリーグ戦後、順位別リーグ戦を
行いました。１位リーグ結果は次の通りです。
優勝： 平塚雅暢（ＢＢ）・月脚亘崇（ＢＢ）
準優勝：関智史（フリー）・関博史（フリー）
三位： 山本康裕（いちご大福）・鈴木寛克（いちご大福）

準優勝の関兄弟は双子でウエアーも揃えて息がピッタ
リ！応援に見えているお母さん
に聞きましたら学校は別々でも
テニスのダブルスは絶対２人で
と兄弟で決めて居るそうです。
普段も物凄く仲が良いそうです！
羨ましい！

５月３日混合ダブルス（県ス
ポーツセンター庭球場）２８ペ

ア、８ブロックに分けてリーグ戦後、リーグ１・２位が
１位トーナメント、リーグ３・４位が２位トーナメント
で行いました。１位トーナメント結果は次の通りです。
優勝： 酒井千代子（ラ．フェット）・中村元彦（フリー）

準優勝：野中由美佳（ラ．フェット）・林英二（ラ．フェット）

三位： 大野則子・山下幸志（庭猿）

やはりラ．フェットクラブは
強かった！優勝・準優勝を独占！
優勝の酒井さんは女子連全国レ
ディース千葉県代表で全国２位
の方です。新日本スポーツ連盟
千葉県テニス協にもよく参加し
てくださいます。三位の山下さ
んは昨年全国スポーツ祭典男子

ダブルス千葉県代表です。見ていて素晴らしさに感激し
ました。

５月４日女子ダブルス（青葉の森庭球場）３０ペア
８ブロックに分けてリーグ戦後、リーグ１・２位が１位
トーナメント、リーグ３位が２位トーナメント、リーグ
４位が３位トーナメントで行いました。（リーグ戦１勝も
出来なかったペアに是非１勝をと企画しました）１位トー
ナメント結果は次の通りです。
優勝： 高山亜矢子・小川めぐみ（Ｔ．ＡＳＫＡ）
準優勝：野村悠希（Ｇテニスクラ ブ）・
藤谷里美（フリー）
三位： 野木佳子・小野礼子（ラ．
フェット）

今回の中に中学生ペア１ペアの 参
加がありました。若いってすがす
がしいですね！結果は残念ながら
お姉さん達に敵わなかったけど大
変楽しそうでした。
優勝の小川さんは女子連全国レディース千葉県代表で全
国２位の方です。

５月２０日男女シングルス（青葉の森庭球場）男子２
１名・女子６名 男子は３名のリーグ戦後、それぞれ
１・２・３位トーナメント

女子は３名のリーグ戦後、１位同士で決勝、２位同士
で決勝、３位同士で決勝

男子シングルス１位トーナメント結果は次の通りです。
優勝： 中嶋雄大（ＱＵＡＴＲＯ）
準優勝： 久保孝夫（ウィナーズテニス）
三位： 奥田弘樹（ヒガフナ）

女子シングルス１位同士対決結果は次の通りです。
優勝： 中園美和（フリー）
準優勝： 高橋志津恵（テニスフリーク）
女子高橋さん初準優勝おめでとうございます。
５月７日の男女別チーム対抗・２１日のシニアチーム大
会は次回のニュースでお楽しみに！！

（文責：吉田）

第36回春季テニス大会無事終了

準優勝ペア

混合優勝ペア

中学生ペア






