
第50回千葉県スポーツ祭典・テニス大会が終了

しました。各種目を日程に沿って吉田常任理事に

纏めて貰いました。
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第50回千葉県スポーツ
祭典テニス大会終了

今年も8月31日(日)～9月27日(土)の日程で天

候に恵まれ、一人の怪我人も無く無事終了し

ました。

8月31日（日）男子ダブルス・女子ダブルス

は千葉県のトップクラスがエントリーして来

たため大熱戦でした。男子ダブルス優勝は松

本・園田ペア。女子ダブルス優勝は水野・若

山ペアでした。

9月21日 男子シングルスは第一・第二シー

ドが当日棄権すると言うアクシデントがあり、

優勝した村上さんは大喜びでした。

9月21日 壮年女子ダブルスもエントリーは

少なかったのですがリーグ戦で大激戦の末、

からくも丸一・森田ペアが逆転優勝、技術の

引き出しの多さに驚かされました。

9月23日（休）壮年男子シングルスは昨年優

勝の鈴木さんが決勝で敗れ、金さんが優勝し

ました。

同じ9月23日（休） 女子シングルス 今年

はエントリーが多かったのですが、昨年と同

じ優勝は沢出さんでした。

9月27日（土）混合ダブルスは例年はエント

リーが多い種目でしたが、今年は19ペアと少

数精鋭で小田・大貫ペアが優勝です。

今年は全国大会が12月20日・21日に浜松で

開催されます。選手の皆様の活躍を期待して

おります。

フレーフレー！千葉県！



1位 ＪＵＳＴ（稲毛区）2位木更津クラブ（木更津市）

3位 ＴＲＦ（市川市）

男子50才以上

1位 ＦＣＣ（佐倉市）2位チームへなちょこ（船橋市）

3位 ＪＵＳＴ（稲毛区）

男子60才以上

1位 ＪＵＳＴ（稲毛区）2位 ＡＯＫクラブ（船橋市）

3位 卓愛会（Ａ）（若葉区）

一般女子

1位 八日市場ク（八日市場）2位千葉クラブ（稲毛区）

3位 赤翔馬（市原市） 4位 千葉大学（稲毛区）

女子30才以上

1位 山口企画（富津市）

女子40才以上

1位 富士電機ク（市原市）2位チームへなちょこ（船橋市）

女子50才以上

1位 フリーダム（茂原市）2位大網クラブ（大網白里）

3位 ウエル （市川市）

女子60才以上

1位 松戸さざんか（松戸市）2位西船レディース（船橋市）

3位 幸 （美浜区） 4位 みどり（八千代市）

女子70歳才以上

1位 杏仁クラブ（船橋市）2位市川フレンズ（市川市）

3位 ベルダム土気（緑区）

８月１７日（日）千葉県総合スポーツセンター庭

球場にて千葉県スポーツ祭典・テニス大会県予

選会のダブルス戦が開催されました。

この大会は全国大会の関東ブロック大会予選

会も兼ねて行われ、３２ペアが参加しました。

試合方法は４ペアのリーグ戦の後、１位と２位

が１位トーナメント、３位と４位が２位トーナメント

を行いました。

この日はお盆の時期と重なり例年よりは参

加が多くなかったものの、レベルの高い試合と

なりました。８月中旬ではありましたが、曇り空

でまずまずの条件の中でプレーが出来たので

はないでしょうか。

試合結果は以下の通りです。

１位トーナメント

優 勝 千葉尚美・篠原直貴組（フリー・フリー）

準優勝 沢出亜矢子・大岡友浩組（フリー・フリー）

第３位 清水真弓・小松健太組（フリー・フリー）

第４位 菊地みゆき・島村宏樹組（フリー・フリー）

（優勝 千葉・篠原組・フリー）

（準優勝 沢出・大岡組・フリー）

優勝 千葉・篠原組
スポーツ祭典テニス大会

混合ダブルスを開催

今年は全国大会で決勝トーナメントに進め

るよう頑張ります。今日はエアコンをつけて

頂き涼しい中でやらせていただき有難かった

です。（先日の大会で熱中症になってしまい

ました） 山口企画 牧野さん

ギリギリ勝てました。人生ギリギリで丁度

良いかも。 AOKクラブ 堀田さん



（第３位 清水・小松組・フリー）

７月６日（日）高浜庭球場で開催されたスポー

ツ祭典・一般大会の男子ダブルス戦が開催され

ました。当日は１２ペアが参加。４ペアリーグの後

１位～３位の順位トーナメントを行いました。

曇り空の下、参加者は沢山試合が出来たと満

足そうな様子でした。

試合結果は以下の通りです。

１位トーナメント

優 勝 森 陽・川津正輝組（フリー・フリー）

準優勝 福田志郎・徳永淳一郎組（フレームショット・フリー）

第三位 新貝聖士・平野智一組（フリー・フリー）

第四位 田中優人・彦田俊輔組（フリー・フリー）

２位トーナメント

優 勝 小林圭一郎・浅野徹組（TASUKA・フリー）

準優勝 柳沼圭一・佐藤学組（ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾃﾆｽ･ﾌﾘｰ)

第三位 庄司達也・長谷川浩一組（フリー・フリー）

第四位 武藤満章・森田英人組（ﾗ･ﾌｪｯﾄ･ﾗ･ﾌｪｯﾄ)

３位トーナメント

優 勝 野澤広次・西尾亮平組（フリー・フリー）

準優勝 木村彰記・高橋創介組（フリー・フリー）

第三位 西川正夫・伊東秀史組（フリー・ヴィルフォーレ）

第四位 松田 裕・中山慶組（フリー・フリー）

上記大会とは別大会

関東ブロックでは初めての試み「第1回スポー

ツセミナーin 箱根」が夏休みの最後の二日間

（8月30日～31日）富士箱根ランドで開かれまし

た。 夏とは思えない涼しい箱根の山の一軒宿

という環境の中、東京・神奈川・千葉・埼玉の各

連盟から約40数名が参加。午前11時から第1講

義「指導の場面でのペップトーク」（日本ペップ

トーク普及協会会長 岩崎吉純氏）、お昼休み

を挟んで、午後1時30分から第2講義「スポーツ

連盟の50年の歴史」及び「組織運営のあり方」

（新日本スポーツ連盟会長 永井 博氏）をそ

れぞれ行い、講義終了後は、ソフトバレーとウオー

キングの二班に別れ「スポーツ交流会」を実施。

千葉から参加の皆さんはウオーキングに、ホテ

ルの周囲に広がる「函南原生林コース」での森

林浴を兼ね汗を流しました。そして夕食後はお

待ちかねの「交流会」各県の芸達者の一発芸、

アコーディオンの調べに乗せた歌声ライブで締

めくくり。翌日は第3講義「体幹を鍛えるトレー

ニング」（グローバルボイスボディーファースト

代表 関口 智之氏）による講義を行い、終了

後に参加者にセミナー修了証を授与し昼食後

に散会というみっちりとスポーツ連盟のエキス

が詰まったセミナーでした。

このような中身の濃いセミナーでしたが、参加

者が一様に感銘を受けたのは、第1講義のペッ

プトークのお話。スポーツ大会はよくも悪くもメ

ンタル面が結果を左右する。わかっちゃいるけ

ど指導者やコーチの口から出てくる言葉はネ

ガティブな言葉ばかり。「何やってんだ！」「こ

んなこともできないのか！」思えば思い当た

ることばかり。これじゃ選手はやる気が萎える

ばかり。それを発想の転換！すべてアクティブ

な言葉に置き換えると「あら、あら不思議！あ

ら、不思議！」今まで無理と思っていたことが

出来てしまう！

「短くて」「分り易く」「肯定的な」「人を勇気づ

良くなる／能くなる／善くなる・・・

エッ！ そんなに効き目があ 目

からうろこのペップトークに思わず
ウルウル！
～第1回関東ブロックスポーツセミナー

in 箱根～～～～

男子ダブルス戦(テニス）

の結果



第33回春季テニス大会はｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｲｰｸ前半の4月

29日（休）から6月28日までの2か月に渡り開催さ

れました。種目は男子ダブルス（4/29）混合ダブ

ルス(5/25)女子ダブルス（6/15)男・女子シング

ルス(6/22)チーム対抗戦（6/28)で会場は高浜・

県総合スポーツセンター・青葉の森の各庭球場で

行われました。 期間中は梅雨や真夏日そして試

合最中の雷雨ありで大変な天候の中での開催とな

りました。6月7日のシニア大会と6月8日のチーム

戦は雨で中止となりました。

6月28日の男女別チーム対抗は試合開始時に雨

が降り出しましたが、コートが新しくなったため

試合には支障がなく、びしょぬれになりながらも

好プレーが続きました。

試合結果は以下の通りでした。

男子団体戦

優 勝 ピンクパンサー

準優勝 ５ｔｈ＋Ｆｉｔ

参加チームは７チームでした。

（優勝 ピンクパンサーの皆さん）

（準優勝 ５ｔｈ＋Ｆｉｔの皆さん）

女子団体戦

優 勝 ピンクパンサー

準優勝 チームミラクル

参加チームは７チームでした。

（優勝 ピンクパンサーの皆さん）

（準優勝 チームミラクルの皆さん）

男子シングルス 参加選手は２６名

１位トーナメント

優 勝 大岡友浩（フリー）

準優勝 金 泰泳（ポケット）

第三位 須藤靖之（フリー）

２位トーナメント

優 勝 中島 憲（夏は冷して）

女子シングルス 参加選手は１５名

１位トーナメント

優 勝 畠中蘭子（フレームショット）

準優勝 橋田未知子（フリー）

第三位 吉本由起子（ラルカンシェル）

２位トーナメント

優 勝 齋藤沙織（フレームショット）

ピンクパンサー アベック優勝
春季テニス大会団体戦



３月１５日（土）好天の下、シニアテニス大会

が千葉・青葉の森庭球場で開催されました。

今年は例年より回数を増やし年４回の開催する

ことになりました。今回も締切間際に参加申込が

増え男子１０チーム、女子３チーム合計１３チー

ムでの開催となりました。

（開会式に全員集合・主催者の挨拶を聞きました）

試合は５５才以上の方、１チームの合計年齢は

男子は３７０才以上、女子は３５０才以上、原則

として６ゲーム先取、３ペアによる団体戦。

３～５チームによるリーグ戦の後順位トーナメン

ト戦をおこないました。

男子 Ａリーグ（５チーム）

スマートテニスＡ 球友会

Ｆ・ハート 銀座テニスクラブ チーム飛鳥

男子 Ｂリーグ（５チーム）

スマートテニスＢ メイユール

シックス・ラブ さんらいず６ 御影台

１位決定戦（１位トーナメント）

優勝 御影台 準優勝 チーム飛鳥

３位決定戦（２位トーナメント）

５位決定戦（３位トーナメント）

５位 銀座テニスクラブ ６位 さんらいず６

女子

サンライズ ポケット まりりんず

女子は３チームのため２戦を行いました。

１戦目

優勝 サンライズ 準優勝 まりりんず

２戦目

優勝 ポケット 準優勝 まりりんず

参加者にお聞きしました。

全体的に、安い参加費で良いコートでしかも沢

山楽しめたと好評でした。この日の大会で新たに

会員登録をした方が１名、年間の大会要項を貰い

に本部に見える人もいらっしゃいました。

優勝 御影台（男子）サンライズ（女子・１戦目）
第13回シニアテニス大会団体戦 開催

昨年も参加しましたが久しぶりにお会いした

人たちもかなりいました。和気藹々とまた試

合の勝ち負けにもこだわり、楽しい大会でし

た。次回も楽しみにしています。（清宮さん）

天候に恵まれ４試合が出来て楽しかったです。

天台でしたらもっと良かったです。（佐藤さん）

色々なプレースタイルの人がいて楽しい大会

でした。自分のプレーが出せたチームが勝っ

ていて如何に日頃の実力が出すかが大変でし

た。多くの試合ができて充実した一日でした

（桑村さん）



先月に続いてテニスのクラブを紹介します。

１月２６日（日）千葉県総合スポーツセンター

庭球場で開かれたクラブ対抗テニス大会でお聞き

しました。

①クラブ（サークル）名

ＢＬＡＣＫ ＳＯＣＫＳ

（ブラックソックス）

②代表者 吉原朋征

③連絡先 市原市五井西

gbabasan@yahoo.co.jp

④クラブの概要（名前の由来・チームの特徴・練

習日程・人数等）

2009年 ケインズテニススポーツクラブの合宿

の時にクラブを創ろうと言うことになり結成しま

した。当時も約１０名程度でした。

（当日の大会参加者 ハイ。ポーズ！）

チームの名前は代表の私が黒のビジネスソック

スをテニスの練習中によくはいていたため付けま

した。練習は川鉄跡地の千葉市ヒルステニスで行っ

ていますが不定期です。普段は対戦風に練習をし

ています。

人数は現在男子５名女子６名の合計１１名。

チームの特徴は微妙に仲が良い事です。

⑤クラブのアッピール（１４年度の抱負等）

今年の抱負は１回位は新日本スポーツ連盟の団

体戦で優勝することです。

対戦してくれるチームを募集しています。

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）

スポーツ連盟の大会には団体戦に１０回位、

個人戦にも出場しています。いつもありがとう

ございます。

クラブ紹介
ＢＬＡＣＫ ＳＯＣＫＳ

千葉県テニス協議会

第33回春季テニス大会

期日４月２９日（休）男子Ｗ 高浜

５月２５日（日）混合Ｗ 稲毛海浜

６月 ７日（土）チーム対抗 青葉

６月 ８日（日）Ｗ戦団体戦 青葉

６月１５日（日）女子Ｗ 天台

６月２２日（日）男子・女子Ｓ 青葉

６月２８日（土）チーム対抗 青葉

協議要項

①原則として６ゲーム先取

②３～６チームのリーグ戦

③選手の変更は当日でも認めます。

④試合開始は９時です。その前に速やか

に受付を済ませて下さい

⑤雨天の場合も現地に集合して下さい。

参加方法（メールでの申し込みは出来ません）

①申込は郵便振替の用紙で申込締切日ま

でにお申し込み下さい。

②必ず払込取扱票を利用して下さい。

③通信欄には下記内容をお書き下さい。

大会名 参加種目・選手名 所属ク

ラブ名

④参加費はＷ4,000円 Ｓ3,000円



久々にテニスクラブの紹介です。

１月２６日（日）千葉県総合スポーツセンター

庭球場でクラブ対抗テニス大会が開かれていると

お聞きし伺いました。

①クラブ（サークル）名 ミッドナイトテニス

②代表者 柳沼圭一 副代表 大槻吉毅

③連絡先 gp.funer.mhb@gmail.com

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）

私自身はテニスを始めて６～７年目。天候など

で予定が左右されるのがとても嫌で、自宅近くの

美浜テニスガーデンを利用するようになりました。

それと土日よりも平日の仕事後の方が家を出や

すく、夜（ミッドナイト）にやることにしました。

すると思ったより皆さん利用してくれるようにな

り、下は１０代から上は６０代まで熱心な方々が

集まっています。

（真ん中で寝ている人は？ 大勢さん）

私共は特にサークルではありません。団体戦など

試合に出る都合上名前をつけているので諸々な規

則も特になく、唯一試合に積極的に挑戦している

またはしようと思っている方々にお声をかけてお

りまた、参加している方々で紹介下さっています。

また、土日も試合やイベント以外の日に、フクダ

電子ヒルスなどで練習しています。

⑤クラブのアッピール

サークルではないので特に規則もありません。

唯一、トーナメント思考な方々にお声かけしてい

ます。

○毎週金曜日の21時～25時は美浜ＴＧで３面

○毎週（水）（木）の22時45分～24時15分

美浜ＴＧにて

○（土）（日）は13時～17時ないし17時～21時

フクダ電子ヒルス

昨年から団体戦にも積極的に参加するようにな

りました。今年は上位を狙っていきたいと思いま

す

（準決勝戦 男子ダブルス 篠原・田川組）

⑥その他（スポーツ連盟に期待する事など）

連盟さんには大勢の方の取りまとめありがとう

ございます。近年はコート確保も大変難しくなっ

ていますので募集人数や組数に制限をつけてはい

かがでしょうか、それか２日間に渡ってとかいか

がでしょうか。

クラブ紹介
ミッドナイトテニス

千葉県テニス協議会

第13回シニアテニス大会
期 日 ３月１５日（土）

会 場 青葉の森・庭球場

種 目 男子ダブルス（3ペアによる団体戦）

女子ダブルス（3ペアによる団体戦）

集 合 ８時３０分 ９時試合開始

参加費 １人１０００円 試合当日受付にて

協議会会員は１人５００円

競技方法

①原則として６ゲーム先取試合方法は

当日発表するものに従って下さい。

②３ペアによる団体戦

③３～５チームのリーグ戦を行い、そ

の後順位トーナメントを行う予定。

④選手の変更は当日でも認めます。

⑤参加チームはホームページのみ発表

します。

⑥雨天の場合も現地に集合して下さい。

参加方法 ①ホームページ ②郵送 ③FAX



１月２６日（日）千葉県総合スポーツセンター

庭球場において恒例の新春チーム対抗テニス大会

が開催されました。１月ということで、何チーム

集まるか心配されましたが、４５チーム２７０名

と過去最高の参加者数でした。

当日は午前中は春を思わせる暖かさ午後はみぞ

れが降りだす真冬の天候で大会事務局としてはど

うなるかと心配しました。

参加チームが多かったため、予選リーグと順位

トーナメント２回戦までは試合が出来ましたが、

日没のため３回戦からは６人全員のジャンケンの

勝ち抜き戦を実施。熱戦？が繰り広げられ夕方暗

くなってからやっと優勝チームが決まりました。

（開会式に先立ち全チームに集まって頂きました）

予選リーグは４～５チームで行われました。

各ブロックの結果

Ａブロック

１位 ラスティック ２位 オニオンスープ

Ｂブロック

１位 ピンクパンサーB ２位 ラスティックⅡ

Ｃブロック

１位 グッピーズ ２位 Ｔ－ＡＳＫＡ

Ｄブロック

１位 まりも（ラ・フェット）２位 千羽鶴

Ｅブロック

１位 ﾗ･ﾌｪｯﾄ･ﾊﾙｸ ２位 TenniSports

Ｆブロック

１位 テニコミ千葉 ２位 炭酸水

Ｇブロック

１位 Aming-1 ２位 ブラックソックス

Ｈブロック

１位キイロイトリ ２位 Ａｍｉｎｇ－２

Ｉブロック

１位 ミッドナイトテニス ２位 Ｎ・Ｔ・Ａ

Ｇブロック

１位 TEAM NARASHI ① ２位 チームベビィ

Ｋブロック

１位 ゆうすけﾗﾘｱｯﾄ ２位 スマイル

各ブロックの１・２位決勝トーナメント結果

１位トーナメント

優 勝 ピンクパンサーB

準優勝 オニオンスープ

第三位 Ａｍｉｎｇ－１ 同 Ａｍｉｎｇ－２

２位トーナメント

優 勝 ＩＫＵＭＡ

準優勝 えむえむてぃ

第三位 らくれん 同 疾風

Ｓｐｏｒｔｓ Ｎｅｔ

ち ば NO.142
New Japan Sports Federation in Chiba Prefecture

2014年2月10日

「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

優勝 ピンクパンサーＢ（１位トーナメント）

新春チーム対抗テニス大会開かれる

テニス協議会では現在、なのはなテニス大会

を千葉青葉の森公園テニスコートにて開催し

ています。


