
第23回鈴木杯が、10月16日から11月23日の4日
間、青葉の森コートと高浜コートにて開催されました。
大会最終日の23日(祝)は高浜コートで、男子シングル
ス29名の参加で、リーグ戦とリーグ内1・2位で1位トーナ
メント、3・4位で2位トーナメントを行いました。
この日は曇り空・無風、少し肌寒い状況でしたが、どのコー
トでも熱戦が繰り広げられました。
今回は1位トーナメント準決勝で秋山 忍さん(お父さ

ん）・耀君(次男)の千葉県テニス協議会初の親子対決
がありました。試合前、耀君は「今までお父さんに1回しか
勝ったことがない」とちょっと緊張した様子！ 始まって見る
と耀君の勝利でしたが、お父さんは負けても耀君の成長
に満足していました。
決勝はお父さんに勝利して自信が付いたのか？全国スポー
ツ祭典混合ダブルス3位の渕上君とお兄さんの陽君の応
援のお陰か？０－３からの逆転で見事優勝！！ 準
優勝の宮川孔志君もやりづらかったと思います。耀君は
０－３になったとき錦織圭選手のみたいに《スイッチが入っ
た》とコメントしていました。役員として親子対決共通の場
に立てって素晴らしいし、微笑ましい！仲の良さも羨まし
い！その他のエントリー数と優勝者は以下の通りでした。
男子ダブルス 8ペア 優勝 平塚・月脚組
女子ダブルス 27ペア 優勝 林・斉藤組
混合ダブルス 17ペア 優勝 村上・窪澤組
女子シングルス 参加者が少なく今回は中止
（テニス協議会運営委員 渡辺伸明・吉田嬌子）

編集部連絡 今月は『クラブ紹介』をテニスに変更です
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村上・窪澤組



ＮＯ 氏名 チーム名 ＮＯ 氏名 チーム名

二宮　典栄  C ANN ON－B AL L 神田　亜希子 フリー

本岡　徹  C ANN ON－B AL L 神 保・神 保 神 田・ 中岡 中岡　和也 埼玉・会員

神保　佐知子 埼玉県代表 6月 3日 6月2日 阿萬　春香 フリー

神保　和宏 埼玉県代表 関・ 戸川 神田 ・中 岡 上泉　貴靖 フリー

関　真由美 フリー 関・ 戸川 6月 4日 6月 4日 横田　遥菜 フリー

戸川　貴雅  TE AM　N AR AS HI 6月 1日 横田・佐々 木 佐々木　優人 フリー

広瀬　るりえ  TE AM　N AR AS HI 6月4日 浅野　瑞枝 埼玉県代表

松本　純  TE AM　N AR AS HI 山野　真一 埼玉県代表

神保　佐知子 埼玉県代表 横田　遥菜 フリー

神保　和宏 埼玉県代表 佐々木　優人 フリー
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１０ 月 １ ０日 （祭 ）青 葉の 森テ ニス コー ト
1位 トーナ メン ト

3 4
神 田・中 岡

10月10日（月・休）青葉の森テニスコートで埼玉・東
京・千葉の各県推薦選手と一般募集選手の20ペアで全
国大会関東ブロック予選会が行われました。
全国スポーツ祭典は各県代表の他に関東ブロックと関西
ブロックとして1ペア出場出来ます。
当日は曇り空で涼しい陽気でしたが、白熱した戦いが展
開されました。試合は4ブロックに分けて5ペア総当たりリー
グ戦を行い、その後、リーグ戦の1.2位が1位トーナメント3・
4位が2位トーナメント、リーグ戦5位が3ペアのリーグ戦を行
いました。
代表は1位トーナメントの優勝ペアですが、それぞれのトーナ
メントも決勝まで行いました。優勝するには1日で7試合を
戦うので体力・集中力が要求されます。決勝に残ったのは
埼玉県会員の一般参加と千葉県会員の一般参加関・
戸川ペアでした。
SCU方式（審判が付く）で厳しい試合が予想されまし
たが、埼玉の会員で一般参加の神田亜希子さんと中岡
和也さんペアが先に流れをつかみ、6対1で優勝し、全国
大会の切符を手にしました。神田・中岡ペアは予想外で
感激！！していました。

参加者は、「さすが関東ブロック大会！素晴らしい試合
も観戦でき、その上試合が沢山出来、普段対戦したことの
ないペアと試合が出来て良かった」と喜んで頂きました。
来年も参加しようとの感想でした。

（テニス協議会 運営委員長 渡辺 伸明）

関東ブロック代表予選会を千葉県で初開催

優勝 神田・中岡組

準優勝 関・戸川組

第3位 横田・佐々木組

試合の様子



①クラブ名 グリーンウッドテニスクラブ
代表者 鴫原貞雄

②チームの名前 グリーンウッド
代表者：石井春明

③クラブ所在地 千葉市花見川区柏井町

④チームの概要（名前の由来・チームの特徴・練習日程・人数等）

鷹の台ゴルフ場の西側に隣接した柏井高校の前にあり
ます。深い緑の樹木に囲まれ、夏でも爽やかな涼風が気
持ちよく感じる環境です。
プレーの合間にはのんびりくつろぎながら森林浴も楽しめ
ます。正月から大晦日まで年中無休、早朝から日没まで
プレーが出来ます。 足腰に優しいクレーコート4面は、
他では見られない程素晴らしく整備されています。
若者から後期高齢者まで健康と親睦を優先に和やかに
楽しんでいます。
毎年BBQ大会や忘年会他、５年周期には有名プロ
等を招いて催事を開催しています。現在の会員数は正
会員・平日会員を含め約１４０名です。

シニア
大会
優勝チーム

シニア大会参加のチームの紹介
チームの名前：全員グリーンウッドの会員に因みクラブ

の名前を登録しています。
メンバー構成：５０代後半から７０代後半まで幅広

い世代の試合好きな有志です。
練 習 内 容：６５歳前の現役組は休日、年金組

は平日中心に励んでいます。
抱 負：シニア大会優勝複数回に恥じないプレー

と振る舞いを心掛けてまいりたいと思います。
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）

ワンディで３試合から４試合対戦できる大会は素晴ら
しい企画です。また、参加の条件運営も弾力的、しかも
格安で気軽に申し込みしやすいです。
大会運営関係者のご尽力に感謝とお礼を申し上げます。

クラブ紹介

グリーンウッドテニスクラブ

千葉県テニス協議会

◎ 手賀沼の水辺と文人たちの足跡を訪ねて
関東ブロック交流ウォークのお知らせ ◎

■開催日 2016年12月10日(土)
■集合場所・時間 ＪＲ常磐線 我孫子駅南口 9時45分集合 10時出発

■コース 我孫子駅⇒武者小路実篤邸痕～手賀沼大橋～製糸工場跡⇒我孫子駅解散

■参加費 ５００円

■申込締切 11月26日
■申込・問合せ

東京都連盟 豊島区東池袋2-39-2大住ビル

ＴＥＬ ０３－３９８１－１３４５ ＦＡＸ ０３－３９８１－８３１５

千葉県連盟 千葉市稲毛区穴川3-1-17 黒川ビル

ＴＥＬ ０４３－２８７－７３５３ ＦＡＸ０４３－２５６－１４５４

伝 言 板



11月19日～20日、大阪市・靱テニスセンターで開催
される全国スポーツ祭典・テニス大会に向け、千葉県テニ
ス協議会では男子ダブルス大会を7月24日(日)、女子
ダブルス大会を8月6日(土)、混合ダブルス大会を8月
11日(休)に千葉県総合スポーツセンター庭球場でそれぞ
れ開催しました。いずれも真夏の猛暑の中での開催となり、
各選手は対戦相手との闘いもさることながら暑さとの闘い
も人並みではありませんでした。
男子ダブルスには16ペアが参加。4組に分かれリーグ戦
を行い、リーグ1・2位と3・4位のトーナメント戦を行いまし
た。山下幸志（庭猿)・中村元彦(フリー)組が優勝、全
国大会への切符を手に入れました。
女子ダブルスには暑さの為か例年より参加が少なく19
ペアの戦い。男子同様4組と3組のリーグに分かれて試合
を上位トーナメント・下位トーナメント戦で行いました。
上位トーナメント決勝は、インカレ・インター杯出場のヤン
グパワー対千葉県女子連今年度鳥井杯優勝の鈴木
智美・佐藤恵美組。どちらもトーナメントに入って6-0で勝
ち上がってきたペア同志の対戦！ ダブルスで久々のヤン
グペア岩崎沙央理(フリー)・鳰川 歩(フリー)組が優勝し、
全国の切符を手にしました。
また混合ダブルスには24ペアが参加、8ブロック3ペアのリー
グ戦の後決勝トーナメントを行いました。優勝は鈴木春
佳(フリー)・渕上剣太郎(フリー)組でした。

各大会の優勝者以外の上位入賞者は以下の通りです。
男子ダブルス1・2位トーナメント

優勝 山下・中村組 準優勝 長浜・前田組

女子ダブルス１位トーナメント

優勝 岩崎・鳰川組 準優勝 鈴木・佐藤組

混合ダブルス１位トーナメント

優勝 鈴木・渕上組 準優勝 細川・阿部組

尚、シングルスは8月14日(日)に男女シングルス、8
月21日(日)に壮年女子ダブルス
と壮年男子シングルスが行われまし
た。

千葉県テニス協議会

■男子ダブルス1・2位トーナメント

準優勝 長浜功明（フリー）・前田勝志組（フリー）

第三位 渕上剣太郎（フリー）・栗並 慧組（フリー）

■女子ダブルス1位トーナメント

準優勝 鈴木智美（ラ・フェット）・佐藤恵美（フリー）組

第三位 中園美和（フリー）・安藤雅樹子（フリー）組

■混合ダブルス1位トーナメント

準優勝 細川恵美子（フリー）・阿部雅重（フリー）組

第三位 大野則子（庭猿）・山下幸志（庭猿）組



7月23日(土)千葉県総合スポーツセンター庭球場に
て第24回シニアテニス大会が開催され《元気なテニス大
好きシニア》集いました。

大会の参加資格は今年の12月31日時点で55才以
上男子・女子の3ペアによる団体戦。1チームの合計年
齢が男子370才以上、女子350才以上となっています。
男子、女子とも先着8チームの募集でした。男子は5チー
ムのリーグ戦で総当たり、女子は定数の8チームの参加の
ためＡ・Ｂブロック4チームのリーグ戦の後、1位から4位ま
での決定戦を行いました。

結果は以下の通りでした。

♠男子
優 勝 グリーンウッドＴＣ
準優勝 テニスの好きな仲間たち
3 位 花見川ブラザー

♥女子
優 勝 チーム飛鳥
準優勝 サンライズ
3 位 サイドステップ

今回役員として開会式で挨拶した庄司秀則さんは
「「前回は、高浜コートがハードコートのため参加チームが少
なかったようですが、今回は天台のオムニコートでの試合で
沢山集まって頂きました。これからはシニア大会をコミュニ
ケーションの場として皆さんの意見をもっと取り入れて盛り
上げて行きたい。」「ホームページももっと良いものにしたい。」
と抱負を語って下さいました。

参加チームは上記6チームのほか男子は「チーム飛鳥」
「「メイユール」女子は「いのりんず」「テニスクラブ」「ポケット
「」「ガーネット」「まりりんず」でした。

（テニス協議会運営委員長 渡辺 伸明）

男子の部 優勝 グリーンウッドＴＣ

男子の部 準優勝 テニスの好きな仲間たち

女子の部 優勝 チーム飛鳥

女子の部 準優勝 サンライズ

優勝 グリーンウッドTC チーム飛鳥
盛況！ 第24回 シニアテニス大会開催。

《編集部よりお詫びと訂正》

前号(７月号)２ページ仁部均さんの文中に誤りがあり

ました。お詫びして訂正します。

【誤】 【正】

大腿二頭筋 → 大腿四頭筋

ホームストレッチ→ ホームストレート

壮年男子5,000m → 壮年男子1,500m



第35回春季大会は4月23日から5月21日まで千葉
市・青葉の森庭球場で開催されました。今大会は炎天
下の日が多かったものの、前日までの予報が雨にも拘らず
早朝から晴天になったり、午前中が雨天でやむなく時間
を遅らせての開催となったりと、天候に左右される運営の
難しい大会でした。
また、参加者の多い種目もありましたが、全体的には例
年に比べ参加者が多くはありませんでした。ゴールデンウイー
クの期間中であったり他のテニス団体の大会と重複したこ
とが理由のようです。
私たちの大会は初心者や対外試合の未経験者を歓
迎する大会です。沢山試合が出来るように企画していま
すので、ぜひ皆様の知人友人に声をかけて頂ければ幸い
です。
試合結果は以下の通りです

＜男子シングルス＞
優 勝 尾崎 嘉洋（フリー）
準優勝 寄木 智弘（フリー）
第三位 濱 健司（Gテニス）

＜女子シングルス＞
優 勝 吉本由紀子（フリー）
準優勝 岡山 久美（フリー）
第三位 濱津 由佳（フリー）

＜男子ダブルス＞
優 勝 市川・山口組（フリー・ T・ASKA）
準優勝 遠藤・酒井組（ナイスオーラ）
第三位 春木・庄司組（チーム飛鳥）

＜女子ダブルス＞
1位トーナメント
優 勝 沢出・中山組（T・ASKA）
準優勝 酒井・豊田組（ラ・フェット・フリー）
第三位 永島・実 組（ラ・フェット・フリー）
2位トーナメント

優 勝 末次・濱津組（ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾃﾆｽ・ﾗ・ﾌｪｯﾄ）

準優勝 森田・渡辺組（MPZ）

＜混合ダブルス＞
1位トーナメント
優 勝 斉藤・中川西組（フリー）
準優勝 中原・中原組（フリー）
第三位 鈴木・鈴木組（フリー）
2位トーナメント
優 勝 早川・早川組（フレームショット）
準優勝 栗林・服部組（ザウルス・フリー）

男子S優勝 尾崎嘉洋

女子S優勝 吉本由紀子

男子W優勝 市川・山口

女子W 1位トーナメント

優勝 沢出・中山

混合 1位トーナメント

優勝 斉藤・中川西

2か月にわたる春季テニスが終了

千葉県テニス協議会



今年8回目を迎えるなのはなテニス大会は1月31日か
ら3月27日までの3ヶ月間にわたり、男子・女子ダブルス、
男子・女子シングルス、混合ダブルスの5種目が行われま
した。
男子ダブルス戦は1月31日(日）青葉の森庭球場で
開催、24名が参加しました。3ペアのリーグ戦の後、順位
トーナメントを行い１位トーナメントでは飛川博信・山崎
興八州組が優勝しました。
女子ダブルス戦は2月21日（日）同じく青葉の森庭
球場で開催しましたが、申込が48ペアと多数のため3月2
7日（日）と二日間にわたり開催することになりました。
男子・女子シングルスは2月14日高浜庭球場で開催
予定でしたが、雨天のため中止となり男子シングルスは2
月28日に青葉の森庭球場で改めて開催しました。
参加者は23名で百瀬孝裕さんが優勝、女子シングルス
も同様に2月28日に開催、10名の出場で赤瀬ゆかりさ
んが優勝しました。
混合ダブルスは3月12日千葉県総合スポーツセンター
を会場として募集したところ、女子ダブルス同様48ペアも
の申込が殺到、1日では消化出来ず、3月27日の2日
間で行う事になりました。
そのため、雨天用に計画していた[チーム対抗テニス大
会]が開催できず加盟員からは『団体戦をやりたかった！』
との声があちこちから聞こえました。
来年度は協議会会員が優先的に参加できる大会を
増やすよう計画しています。 （渡辺伸明）

大会結果は以下の通りです。
◆男子シングルス １位トーナメント
優 勝 百瀬孝裕（ミッドナイト）
準優勝 平野智一（フリー）
第三位 山崎興八州（Team BMⅡ）

◆女子シングルス １位トーナメント
優 勝 赤瀬ゆかり（苺大福）
準優勝 入江優子 （フリー）
第三位 佐藤茶織 （フリー）

◆男子ダブルス １位トーナメント
優 勝 飛川博信・山崎興八州組

(Team BMⅡ)
準優勝 中山雅央・若狭宏明組(フリー)
第三位 中島 憲 ．新井浩一組(ﾊﾑｶﾂ･ﾁｰﾑ飛鳥)

◆女子ダブルス １位トーナメント
優 勝 吉田千秋・橋本幸子組(フリー)
準優勝 山口美紀・入江優子組(フリー)
第三位 坪根淑子・松田千佳子組(フリー)

◆混合ダブルス １位トーナメント
優 勝 梅津真弓・藤井正朋組(まりりんず)
準優勝 工藤陽子・杉本雅敏組(ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄ･ﾌﾘｰ)
第三位 富澤紀子・金子哲也組

(フリー・NOAEED)

◆男子シングルス 優勝
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２日間の大会を開催
＝テニス協議会始まって以来の参加者＝

第8回 なのはなテニス大会終了



今年も千葉県テニス協議会の大会は新春チーム対抗
で始まりました。
千葉県総合スポーツセンターテニスコート１６面を借り
切っての一大イベントです。役員は天気予報に一喜一憂
（前日雪予報だったので）。
雪が降らなくてホッとして当日張り切って会場に着いた
途端、晴予報のはずが雪！！。コート一面忽ち真白、
役員・選手は真っ青！！。 20分程で雪が止み30分
遅れで開始することが出来、皆さん大喜びでした。
今年は36チームのエントリー（今までの最高）。残念なが
ら時間の関係で３２チームしかエントリー受付けられない
ので誠に申し訳ありませんでした。記念の集合写真、寒さ
にも負けず皆さんの表情が生き生きしてるでしょう！
レベルが上がった為、最初から大熱戦！！応援にも力
が入りハラハラドキドキ、一喜一憂の試合の連続です。参
加者はジュニアから？歳の昔青年だった方まで幅広い層
でした。 観戦はとても見ごたえのある試合だらけで楽しかっ
たです。最初は４チームの変則リーグ戦、その後順位別1
～４位トーナメント、日没まで時間を延長してやっと終了
しました。

１位トーナメント優勝 はてなチーム
２位トーナメント優勝 チームニトロチーム
３位トーナメント優勝 レグザチーム
４位トーナメント優勝 ＭＭＴＣチーム

優勝写真で日没がお分かりになると思います。
でも皆さんステキな笑顔でしょう！？
来年の新春チーム対抗は、天台の総合スポーツセンター
が８面しか取れない為、会場は天台と青葉の森の２会
場に分かれます。 （運営委員 吉田嬌子）

開会式

全員集合

■1位トーナメント 優勝 はてな

■2位トーナメント 優勝 チームニトロ

■3位トーナメント 優勝 レグザ

■4位トーナメント 優勝 ＭＭＴＣ
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