
11月25日、穴川コミュニティーセンターにて第2回理事会が開催
されました、理事17名中10名の出席でした。
園川理事長の挨拶ではこの間、戦争法案反対の全国的な行動

にスポーツ連盟も大きく寄与したこと、連盟創立50周年の記念行
事が行われたことなどがありました。

第1回理事会以降の各協議会の取り組みは、予定通りなされて
いるとの報告の中でただひとつ、事務局次長の日野氏が病気療養

のため、役を降板せざるを得ないとのことでした。県事務局としては

大変な痛手ですが世代的継承対策を今後も追求していきます。

全国関係の報告として、11月7日に創立50周年の記念行事の、
シンポジュウム（別途秋本報告参照）・レセプションが盛大に開催さ

れ、また、連盟の記念誌「50年のあゆみ」が発刊されました。スポー
ツ連盟の歴史・理念を理解するためにも連盟役員はぜひ購読を！

次年度、関東ブロックセミナーが千葉県連盟主管で「佐倉草笛の

丘」にて9月3・4日に開催します。40名~50名の規模で行う予定
第51回千葉県スポーツ祭典では金子事務局長より各種目別の
参加状況、財政、成果、課題の一覧報告がありました。理事から

はフリー選手が増えレベルアップしている(テニス)、仕事都合で選手
が集まりにくい（バレーボール）の発言がありました。

種目協議会については、協議運営委員会が十分機能していな

い種目協議会がある、会計の明確化を図るなど検討を要する課題
があります。組織状況では会員数2924名。全国への報告としては
1728名としています。（空手の子供を除く・団体種目は1チーム野
球10、バレー7、サッカー12で計算）県総会では１割増としていま
すので奮闘願います。

ひろば誌の普及では千葉県連盟は6月以後10部の増加で現在
180部。全国では2330部、2500部の目標にあと170部。
スポーツ基本法の具現化として県教委体育課との懇談会を行い

ました。（別途園川報告参照）基本法の趣旨を生かした振興策

が作られるかが今後の課題です。市スポーツ振興課との懇談は11
月26日に行います。
財政については予定どおり進行しています。募金については20万
円（現在146046円）を目標にとりくみます。
全国的に行われている「戦争法反対総がかり運動」2,000万署
名について、県連盟としての署名用紙、スポーツ９条の会署名用
紙、各協議会・クラブの署名用紙を用意し集約をします。（新日

本スポーツ連盟は6月7日に「平和の文化であるスポーツと相いれな
い[戦争法案]に反対するアピール発表しています。
淺沼 義明（副理事長）

熟年層の体力向上は？
最近の調査によると熟年層の体力は伸びていると言う。
テニス協議会のシニア男女別チーム対抗も今回の臨時大会
で２２回目の開催となったのも頷ける。現役リタイア後の人生、
好きなスポーツを毎日楽しんでいる方たちが増加し、ストレス
解消・共通の趣味友達・身心共に健康！！
試合も適度の緊張感と目標意識が持てる事によって痴呆症
もある程度は防げると思う。
以下の写真は、11月21日(土) 千葉県総合スポーツセンター・
庭球場 シニア団体戦より

開会式

男子ダブルス試合風景

女子ダブルス試合風景

男子優勝：グリーンウッドチーム

女子優勝：ポケット2チーム

写真を見ての通り、まだまだ若々しく生き生きとプレーしている
姿は見ていても気持ちが良いものです。 吉田 嬌子
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10月12日(月・休)千葉県総合スポーツセンターテニス
コートで混合ダブルスチーム対抗テニス大会が開催され
ました。
大会には12チームが参加、この日は秋晴れのテニス日
和でした。試合内容は3チームのリーグ戦で2試合、その
後の順位別トーナメントでも2試合、合計4試合を行い
ました。 参加者からは安価で沢山試合が出来て楽し
かったとの好評を頂きました。

12チームを紹介します
＜Ａブロック＞
チームミラクル、まりりんず、ブラックソックス１

＜Ｂブロック＞
ともちゃんず、Ｔ－ＡＳＫＡ、めいゆーる

＜Ｃブロック＞
ミッドナイトテニス、平均年齢４８、チーム飛鳥

＜Ｄブロック＞
ブラックソックス２、ミネバル、ブルーローズ

結果は以下の通りでした、
☆1位トーナメント
優勝 ミネバル(渡辺・金谷・沢出・栗原・大岡・山口）
準優勝 ともちゃんず(小田・増田・竹内・大貫・露崎・福

田）

第３位 チームミラクル(高澤・高杉・濱津・横張・並木
・山本）

☆2位トーナメント
優勝 Ｔ・ＡＳＫＡ(西谷・西尾・小林(理)・久泉・渡辺・

小林(圭)）

準優勝 ブラックソックス2(佐々木・山田・杉浦・吉原・
大塚・林）

☆3位トーナメント
優勝 ブルーローズ(佐藤（ひ）・谷口・塙(康)・佐藤(守)・

森・塙(忠)）

優勝 ミネバル

準優勝 ともちゃんず



①クラブ(チーム)名 テニスB
②代表者 村田 実
③連絡先 現在、メンバー募集しておりません。
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）

テニス好きが集まり、雨の日も嵐の日もテニスをしてい
るので「私たちテニスバカだね！」と話していたのが元で、
テニスバカ → テニスBAKA → テニスBとなりました。

メンバーは約120名。特に固定の練習は無く、メンバー
各自がコート確保してメンバー内で参加者を募集してテ
ニスする、皆で集まって試合に参加する等、ゆるい感じで
活動してます。

⑤クラブのアッピール(今年度の抱負等）
Facebookでグループを作り全国展開してます。

そのため、皆で集まるテニス合宿は兵庫県、千葉県、滋
賀県、佐賀県などで行い、今年は山梨を予定！
また、メンバーは初心者～全国レベルまでいますが、
一番の目的は楽しむこと♪テニス（アフター？）を通じ
て各自レベルアップしながら楽しんでます。今年に限らず
抱負は楽しくテニスをする事」と「呑んでも自力で帰る事！」
(笑)

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)

スポーツ連盟の団体戦は楽しんで出させて頂いており
ます。複数チームでのエントリーをお願いすることもよくある
ので、エントリーの確認状況が早めに分かるような仕組
みがあれば助かります。

錦織選手の活躍でテニスが注目されてきてますが、
まだまだマイナースポーツの域を脱してませんので、スポー
ツ連盟様が主催しているような安い費用で参加できて、
テニスを楽しめる機会が増えて欲しいと思います。
出来る協力はさせて頂きますので、これからもよろしくお
願い致します。

クラブ紹介

テニスB
カテゴリー：テニス

来年も日本一広い志賀高原スキー場で開催し
ます。宿泊もお馴染みの発哺・岩菅ホテルです。
ふるってご参加ください！！

◎期日 2016年2月12日(金)～15日(月)
12日の出発は朝発と夜発の２便

【朝発】千葉駅 8時－千葉市役所8時30分
－ＪＲ津田沼駅 9時

【夜発】千葉駅20時15分－千葉市役所20時30分
－ＪＲ津田沼駅21時

◎参加費 43,000円(2.5泊5食・バス代・宿泊代
・スキー教室・交流会費・保険代等）

◎お申込 80名(先着で締切とさせて頂きます)

※申込は郵送で、
詳しいことは千葉県連盟まで・・・・

TEL043-287-7353 FAX043-256-1454

第51回千葉県スキー祭典

開催のお知らせ



男女ダブルスは8月23日（日）千葉県総合スポーツセンター
庭球場にて男子18ペア、女子22ペア、合計40ペアが参加
し全国大会出場権を目指して熱戦が繰り広げられました。
男子優勝は長浜・上村組（フリー）、女子優勝は石黒・中
村組（フリー）でした。

男女シングルスは8月30日（日）千葉県総合スポーツセン
ター庭球場にて男子9名、女子6名が参加。男子は3ブロック
に分かれての予選リーグの後決勝トーナメント、女子は2ブロッ
クでの予選リーグの後決勝トーナメントを行いました。結果、
男子は伊藤雅洋さん、女子は飯塚玲奈さんが優勝しました。

混合ダブルスは9月23日（水・祝）同じく千葉県総合スポー
ツセンターにて26ペアが参加。曇り空ながら天候に恵まれ順
調に試合を行うことができました。優勝は峯村・園田組でした。

壮年男子シングルスは8月8日(土)千葉総合スポーツセン
ターで13名が参加。村上憲生さんが優勝しました。

壮年女子ダブルスも同時に開催されました。
全国大会出場者は次回のSports Netちばに掲載を予定し
ています。

全国テニス選手権大会千葉県大会終了
第51回千葉県スポーツ祭典・テニス大会

51回目を数える千葉県スポーツ・テニス大会は6月28日～7月26日のオープン大会（全国大会には繋がらな
い）に続き、高知県で開催される全国テニス選手権大会予選会を８月～９月にかけて開催。9月23日(水・祝）
の混合ダブルス戦をもって終了しました。



第５１回千葉県スポーツ祭典
テニス大会無事終了！

今回は酷暑と女子ダブルスは雨で予備日開催、選手の皆様本当に良く戦いました。
エントリーが他の試合と重なった為、少なかったのが残念でした。
来年はさらに検討してより皆様が参加出来るように年間予定を調整する様に
頑張りますので宜しくお願いします。

■男子ダブルス 決勝リーグ 1位リーグ 6月28日 高浜庭球場

■女子ダブルス １位トーナメント 7月12日 高浜庭球場

■男子シングルス 1位トーナメント 7月26日

■女子シングルス 7月26日 高浜庭球場

■混合ダブルス 1位トーナメント ８月２日 県総合スポーツセンター庭球場



男子ダブルス
4月26日 高浜コート

エントリー9ペアと少なかったので、予選リーグ、その後順位別
リーグ戦を行いました。参加者のレベルが高く熱戦がくり広げ
られ見ごたえがありました。
終了後選手の方達は心良い汗をかいたようです。

男子シングルス
5月24日 青葉の森コート

男子シングルスは15名エントリーで5名のリーグ戦、トーナメン
トで6試合の戦いになりました。1位トーナメントに進んだ選
手3名は、いずれもベテラン(50代？)。若者を退けての勝利
です。

女子シングルス
女子シングルスは5名エントリーでのリーグ戦。若い選手

で白熱した戦いでした。

6月末からは、千葉県スポーツ祭典が開催中です。
結果を楽しみにしていて下さい。

女子ダブルス
4月29日 青葉の森コート

エントリー29ペア。リーグ戦後1位トーナメント・2位トーナメン
トで行いました。1位トーナメント優勝ペアは昨年の女子連全
国レディース大会千葉県代表、全国準優勝の2人で圧巻の
プレーの連続！さすがです！

混合ダブルス
6月6日 千葉東総合スポーツセンターコート

21ペア。リーグ戦後1位トーナメント・2位トーナメント・3位トー
ナメントで行いました。1位トーナメント優勝ペアは学生時代
からプレーしている2人。さすがダブルスが分かってる！3位に入
賞したお2人は年齢こそ50代半ば？ですが千葉県ベテランミッ
クス優勝者の方でした。若者と戦っても一歩も引けを取らない
すばらしいプレーです。
・

2015年4月26日～6月6日

優勝 酒井・鈴木ペア 準優勝 田内・及川ペア 第3位 鳥塚・福島ペア

優勝 樺島 上野ペア 準優勝 中園・加藤ペア 第3位 丸一・杉山ペア

優勝 今泉選手 準優勝 柴田選手 第3位 金選手

優勝 小林選手 準優勝 斉藤選手 第3位 亀井選手

優勝 大野・松浦ペア 準優勝 紀野・大塚ペア 第3位 新貝・宇田川ペア



第7回なのなな大会は2月8日（日）女子ダブ

ルスを青葉の森庭球場、22日（日）に男子ダブ

ルスを稲毛海浜庭球場でそれぞれ開催しまし

た。この大会は2014年度中の大会で、残念なが

ら入賞出来なかった人達の大会として募集して

おり、数年前から定着しています。

両日とも雨に悩まされた大会でしたが、女子

ダブルスは3月1日の予備日にトーナメントを持

ち越しましたが何とか終了。男子ダブルスは朝

から雨、小雨の中選手の皆さんお疲れ様でした。

ご協力ありがとうございました。

女子ダブルス

1位トーナメント

優 勝 吉本由起子・奥田泰代組ランカンシェル・フリー）

準優勝 木達千春・奥田マリ子組（ポケット・ポケット）

第三位 高杉朋子・高沢恵子組（ナイスオーラ・ザウルス）

第四位 山口美紀・入江優子組（フリー・フリー）

2位トーナメント

優 勝 佐藤千恵子・坂田じゅん組（フリー・フリー）

準優勝 武藤夏子・石山美津子組（ラ・フェット・ザウルス）

男子ダブルス

1位トーナメント

優 勝 藤井正朋・土田 勝組（まりりんず・ラ・フェット）

準優勝 中村勉・平野佳成組（フリー・フリー）

第三位 野澤広次・若狭宏明（フリー・フリー）

第四位 今泉仁・庄司秀則組（チーム飛鳥・チーム飛鳥）

2位トーナメント

優 勝 飛川博信・山崎興八組（TeamBMⅡ・TeamBMⅡ）

準優勝 栗原佑介・小滝和之組（フリー・フリー）

2015年も今大会の入賞を自信に変えて頑張っ

て下さい。

優勝

藤井・土田組

準優勝

中村・平野組

第三位

野澤・若狭組

優勝

吉本・奥田組

準優勝

木達・奥田組

第三位

高杉・高沢組

優勝 女子ダブルス 吉本・奥田組 （ランカンシェル・フリー）

男子ダブルス 藤井・土田組 （まりりんず・ラ・フェット）

なのはなテニス大会開催



昨年の１１月３日（祝）男子・女子シングルスから

始まった第２１回鈴木杯テニス大会は、１月３１日

（土）の女子ダブルスをもって無事終了しました。

シングルスは稲毛海浜庭球場にて男子１９名、女

子８名が参加、好天のもと熱戦が繰り広げられ

ました。

男子ダブルスは１１月１５日（土）同じく稲毛海

浜庭球場にて１４ペア、混合ダブルスが１月２５日

（日）稲毛海浜庭球場にて２４ペア、女子ダブル

スを１月３１日（土）青葉の森庭球場で１月３１日に

て３６ペアでそれぞれ開催しました。

最終の女子ダブルスは前日までの天気予報

では雪。事務局では大会中止の場合の対策を

考えていましたが、当日は朝から快晴でした。

強風の中でしたが無事終了しました。

開催中は試合途中に雨が降り出したり、日没

で暗闇の中での試合を続行しりしたこともあり

ました。来年は更に工夫を凝らし、より良い大会

にしたいと考えています

（文責 渡辺伸明）

試合結果は以下の通りです。

男子シングルス

優 勝 金 秦泳 （ポケット）

準優勝 堀越 健二 （チーム飛鳥）

女子シングルス

優 勝 畠中 蘭子 （フレームショット）

準優勝 斉藤 沙織 （フレームショット）

男子ダブルス

優 勝 金・岩井中組 （ポケット・フリー）

準優勝 徳力・末木組 (ピンクパンサー・ピンクパンサー)

混合ダブルス

優 勝 樺島・山口組（フリー・フリー）

準優勝 月脚・戸川組（フリー・TEAM NARASHI)

女子ダブルス

優 勝 畠中・田仲組(ﾌﾚｰﾑｼｮｯﾄ･ﾌﾚｰﾑｼｮｯﾄ)

準優勝 寺田・平岡組(ﾁｰﾑ飛鳥･ﾁｰﾑ飛鳥)

女子シングルス

優勝 畠中さん（左）

準優勝斉藤さん（右）

男子ダブルス

（優勝 金・岩井中組）

男子ダブルス

（準優勝徳力・末木組）

混合ダブルス

優勝 樺島・山口組）

混合ダブルス

（準優勝 月脚・戸川組）

Ｓｐｏｒｔｓ Ｎｅｔ
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「スポーツは平和とともに」

新日本スポーツ連盟
千葉県連盟

〒263-0024

千葉市稲毛区穴川3-1-17

℡043-287-7353 FAX043-256-1454

http://sports.geocities.jp/njsf_chiba

ﾒｰﾙ njsf1970chiba@gmail.com

ダブルスに７５ペア
シングルスに２７名

第21回鈴木杯テニス大会終了


