
千葉県テニス協議会は８月１０日から９月１５

日までの４日間、全国テニス選手権大会の千葉県

予選会を開催しました。（全国大会は１１月１６

日・１７日に愛知県名古屋市で開催）

予選会には男子シングルスに１６名、女子シン

グルスに４名、男子ダブルスに１８組、女子ダブ

ルスに３５組、混合ダブルスに１６組、壮年男子

シングルスに１７組、壮年女子ダブルスに７組の

エントリーがありました。

今年は例年に比べ申込が少なかったのは、昨年

レベル高い選手が参加しており自分の実力では難

しいと判断して申し込まなかった選手が多かった

のではないかと推測されます。

結果は以下の通りでした。

男子シングルス

優 勝 島村 光輝（フリー）

女子シングルス

優 勝 沢出 亜矢子（フリー）全国大会出場

男子ダブルス

優 勝 佐久間威行・永田 優組（フリー）

佐久間・永田

組 全国大会

出場

女子ダブルス

優 勝 鈴木沙央里・鈴木智美組（フレームショット。ラ・フェット）

鈴木・鈴木組

全国大会に出

場

混合ダブルス

優 勝 鈴木智美・坂本真吾組（ﾗ･ﾌｪｯﾄ ﾗ･ﾌｪｯﾄ)

左 鈴木さん

は男子壮年シ

ングルス全国

大会出場

右 沢出さん

は女子シング

ルス全国大会

に出場

壮年女子ダブルス

優 勝 佐藤桂子・川村千鶴組（フリー・Ｔ．ＡＳＵＫＡ）

第３位の庄司・

成瀬組

壮年男子シングルス

優 勝 鈴木邦男（フリー）全国大会出場
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優勝 佐久間威行・永田 優 組（男子ダブルス）
鈴木沙央里・鈴木智美組（女子ダブルス）

ダブルス４ペア・シングルス３名が全国大会に出場
千葉県スポーツ祭典・テニス大会（県予選会）終了



９月１日（土）千葉県テニス協議会は高浜庭球

場で混合ダブルスチーム対抗テニス大会を開催し

ました。

この大会は千葉県スポーツ祭典・全国大会の予

選会として会場を確保した大会で、年間計画には

明記されてなくしかも８月２５日の締切でしたが、

テニス好きの１７チームが馳せ参じました。

試合方法は混合ダブルス３チームの団体戦、男

子３名、女子３名で参加出来るものでした。

４～５チームのリーグ戦は６ゲーム先取、ノー

アド方式で行いました。

Ａブロック

ミッドナイト テニスＢゆりあーず

Ｒｉｓａ ブラックソックス

Ｂブロック

プラスワン チームＰ テニスＢ冷しおでん

謙心 チーム飛鳥

Ｃブロック

プラスワン チームＬ 生グレ

きりんストローカー テニスフリーク

Ｄブロック

ミッドナイトテニス テニスＢ夏祭り

グッド ＲＯＯＫＩＥＳ 憧れのＡ定食

リーグ戦の結果、ブラックソックス・謙心・生

グレ・グッドの４チーム１位トーナメントにが進

出し、ブラックソックスを２－１で制した謙心が

優勝しました。

（優勝 謙心のメンバー 日向・大野・折野

坂本・小倉・大野そしてベービー）

（順優勝 ブラックソックスの皆さん 杉浦

藤原・野中・吉原・大塚・荒川）

１位トーナメント

優 勝 謙心 準優勝 ブラックソックス

第三位 グッド 第三位 生グレ

２位トーナメント

優 勝 Ｒｉｓａ 準優勝 チーム飛鳥

３位トーナメント

優 勝 ミッドナイトテニス

準優勝 テニスＢ冷しおでん

４位トーナメント

優勝 テニスＢゆりあーず 準優勝 ＲＯＯＫＩＥＳ

一般大会 シングルスの優勝・準優勝は下記

の選手でした。（前号で紹介出来ませんでした。）

優勝

小林さん（左）

準優勝

西谷さん（右）

優勝

島村さん（左）

準優勝

近藤さん（右）

優勝 謙心 準優勝 ブラックソックス
テニス協議会 混合ダブルスチーム対抗戦を開催



第４９回千葉県スポーツ祭典（兼）第１９回全

国テニス選手権・関東ブロック千葉県予選（混合

ダブルス大会）が７月２１日の日曜日に、参加３

９チームで熱戦が展開されました。当日は、薄曇

りで風もなく絶好のテニス日和で、午前中は予選

リーグ各チーム２試合を行い、午後からは１位～

３位に分かれてトーナメントが行われました。

関東ブロックの代表は１位の相田ひとみ（フリー）

奥田真也（てんぐ）組、２位の鈴木春佳・淵上剣

太朗（テニスコミュニケーション千葉）組、３位

の葛西麻衣子・近藤淳輝（フリー）組、４位の西

谷雅子（Ｔ・ＡＳＫＡ）鈴木啓之（てんぐ）組と

決まりました。以上４チームは１０月５日埼玉で

行われる、関東ブロック代表選考会に千葉県テニ

ス協議会の代表として推薦で参加します。

この代表選考会はオープンの大会で、一般募集

もあります。代表として推薦されなかった方も出

場することが出来ますので皆様の参加をお待ちし

ています。詳しくは千葉県テニス協議会のＨＰを

ご参照下さい。 （運営委員長 渡辺伸明）

（優勝 相田ひとみ・奥田真也組）

（準優勝 鈴木春佳・淵上剣太郎組）

混合ダブルスの他に男子ダブルス・
女子ダブルス及び男子シングルス・

女子シングルスも行われました。
男子ダブルス大会は６月３０日（日）高浜庭球

場で開催されました。

この大会には１１チームが参加。５～６チーム

によるリーグ戦の後、順位トーナメントが行われ

フリーの奥田真也・鈴木啓之組がラ・フェットの

是枝亜樹・佐久間 朗組を８－４で制し優勝しま

した。

優勝

奥田・鈴木組

準優勝

是枝・佐久間

組

女子ダブルスは７月６日（土）青葉の森テニス

コートにて開催。１８チームが熱戦を繰り広げま

した。試合方法は男子ダブルスと同様、４～５チー

ムによるリーグ戦の後、順位トーナメントを行い

ました。

結果はフレームショットの畠中蘭子・田仲恵美

組が６－４でフレームショットの椎名真紀子・フ

リーの下間智恵美組を制し優勝しました。

優勝

畠中・田仲組

準優勝

椎名・下間組

関東ブロック代表選考会への代表チーム決定
千葉県スポーツ祭典・テニス大会(一般)を開催



１１回目となるシニア団体戦は６月２２日（土）

青葉の森公園テニスコートで開催されました。

今回は６名の合計が男子３８０歳、女子３５０

歳以上でチームを編成しなければならない事から

今春１月のシニア団体戦に比べると参加団体は少

なかったものの男子・女子共に４チームが参加、

和やかな中にも白熱した試合が展開されました。

男子は優勝がスマートテニスＡ、準優勝がスマー

トテニスＢ、第３位ｎｎｐ、第４位がチーム春木

でした。

（男子優勝 スマートテニスＡの皆さん）

男子

団体戦

女子は冨田登喜子さんを中心メンバーとするサ

ンライズが女子の出場制限年齢をはるかオーバー

する３８５歳と最高年齢チームでありながら若さ

溢れるパワーで他の３チームを寄せ付けず、最後

はポケットを制して優勝しました。

準優勝 ポケット

第３位 まりりんず、第４位 ブレンド・Ｔで

した。

（女子優勝 サンライズ 一番右が冨田さん）

女子

団体戦

なお、試合は１セットマッチ６－６タイブレー

ク方式で行われました

なお、この日は同じ青葉の森公園テニスコート

で「チーム対抗テニス大会」も行われました。

試合は男子ダブルス、女子ダブルス、そして混

合ダブルスの順で行われ３～４チームのリーグ戦

の後、１位決定戦、３位決定戦が行われました。

結果は下記の通りでした。

優 勝 フレームショット

準優勝 チーム飛鳥

第３位 ラーメン研究会

第４位 テニスＢレッド

そして ミッドナイト２，テニスフリーク、テ

ニスＢと続きました。

６人の年齢合わせて３８５歳が優勝（女子）
第11回シニアテニス大会・団体戦を開催

千葉県テニス協議会



テニス協議会では今年の‘なのはなテニス大会

’が天候に恵まれ、順調に試合が進行したことか

ら、３月２３日（日）にチーム対抗テニス大会を

千葉県総合スポーツセンターにて開催しました。

加盟クラブを中心にインターネットで参加を呼

びかけましたが募集期間が短かったことから何チー

ム集まるか心配されましたが、１８チームが参加

しました。試合は３チームのリーグ戦の後、順位

トーナメント戦を行いました。

各ブロック結果

Ａブロック

１位 まりも ２位 だぶるふぉると

３位 テニスフリーク

Ｂブロック

１位 ピンクパンサー ２位 ＹＭＴ

２位 ＮＭＡ

Ｃブロック

１位 チーム・ヘビー ２位 ＫＯＮＡＭＩ

３位 ポケット

Ｄブロック

１位 ＴＭテニスチーム２位 プラスα

３位 テニスＢえ～？

Ｅブロック

１位 チェリー ２位テニスBブラック＆ホワイト

３位 きりんダッシュ

Ｆブロック

１位 グッピーズ ２位 グッドラック

３位 ＪＯＫＥＲ

決勝トーナメント

１位トーナメント

優勝 まりも 準優勝 ＴＭテニスチーム

３位 ピンクパンサー 同 ポケット

（１位トーナメント優勝 まりも）

（１位トーナメント準優勝 ＴＭテニスチーム）

２位トーナメント

優勝 プラスα 準優勝 チーム・ヘビー

どのチームも和やかに楽しくプレーが出来ました。

優勝 まりも 準優勝 ＴＭテニスチーム

チーム対抗テニス大会（３月）

テニス協議会総会
期 日 ４月２８日（日）

会 場 青葉の森庭球場・クラブハウス

時 間 午後４時３０分～午後６時

この日は春季テニス大会男子ダブ

ルスの開催日です。試合に参加後

お集まり下さい。女性は男子の応

援のためにも是非出席して下さい

内 容 2012年度総括及び2013年度方針

2012年度決算報告及び2013年度予算



恒例のチーム対抗シニアテニス大会（団体戦）

は、昨年の１２月２４日（月・休）千葉県総合ス

ポーツセンター庭球場において開催されました。

年末の押し迫った時期の大会とあってあまり集

まらないのではないかと危惧されましたが、男子

７チーム、女子３チーム合計１０チーム、５６名

の愛好者が集まりました。冨田副会長の“年末に

なっても家に居られない人がこんなに沢山いると

は驚きました”との挨拶に爆笑。好天にも恵まれ

老人パワー『若さ』溢れる大会となりました。

（総勢５６名が一同に会しました）

試合は６ゲーム先取、ノーアド方式、男子が３

～４チームリーグ戦の後、順位決勝戦、女子は３

チームでのリーグ戦を行いました。

参加者からは「沢山試合が出来て良かったです。」

との満足した声が聞かれましたが、中には「もう

疲れましたよ。」との声も。

試合結果は以下の通りでした。

男 子

総合優勝 スマートテニスＢ

（芦塚・小林・藤田・鞘脇・井上・木本）

準優勝 チーム春木

第三位 ｎｎｐ

第四位 チームラリー

（スマートテニスＢの皆さん）

女 子

優 勝 サンライズ

（冨田・菊池・柳澤・細江・森田・佐藤）

準優勝 カーネーション

第三位 ドライフラワー

（サンライズの皆さん）
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優 勝
スマートテニスＢ（男子） サンライズ（女子）

第１０回シニアテニス大会（チーム対抗）



恒例の鈴木杯テニス大会は昨年の１１月～１２

月に開催されました。（一部は前号で紹介済み）

男子ダブルスは１１月２４日（土）高浜庭球場

で開催、９組が出場しました。

出場ペアが少なかったこともあり、５ペアと４

ペアのリーグ戦で楽しみました。

結果はフリーの木津・関根組が１位トーナメン

ト戦を制し優勝しました。

１位トーナメント

優 勝 木津 進・関根一大組（フリー・フリー）

準優勝 佐野欣秀・水信 元組（フリー・フリー）

同 福島和幸・遠藤俊輔（びぎな～ず・びぎな～ず）

優勝

木津健二さん

関根一之さん

女子シングルスも１２月９日（日）同会場にて

行われ、男子同様１７名が参加しました。

当日は天候も良く、シングルスが早く終わったの

で日没まで目一杯ダブルスを楽しみました。

１位トーナメント

優勝

西谷雅子さん

（Ｔ ＡＳＫＡ）

男子シングルスは１２月９日（日）高浜庭球場

にて開催。１７名が参加。試合は４～５名のリー

グ戦の後、順位トーナメントを行いました。

１位トーナメント

優勝

保土田寛章さ

ん（ラ・フェッ

ト）

準優勝

柴田徳雄

さん

（ＬＥＴ）

柴田さんは年齢を感じさせない若々しいプレー

で参加者から“さすが”との声が聞かれました。

試合は４～５名のリーグ戦を行い、順位トーナ

メントを行い

ました。

準優勝

野中由美佳

さん（びぎなず）

優 勝（鈴木杯テニス大会）
保土田寛章さん（ラ・フェット）男子シングルス

西谷雅子さん （Ｔ．ＡＳＫＡ）女子シングルス

木津 進さん・関根一大さん（フリー）男子ダブルス


