
１１月１１日（日）千葉市高浜庭球場にて鈴木

杯テニス大会の女子ダブルスが開催されました。

例年、翌年の１月に開催していた大会ですが、今

年は早めに会場が確保出来たため実施しました。

大会には１７組が出場。３～５組のリーグ戦の

後、順位トーナメント戦が行われました。

心配された天候でしたが午前中は晴れ間も見られ

和やかな中にも熱戦が繰り広げられました。

結果はラ・フェット、林 りえさんとフリー、

小野礼子さんの若手ペアが優勝しました。

鈴木杯は女子ダブルスに続いて１１月２４日

（土）に男子ダブルス、続いて２５日（日）に混

合ダブルス、そして１２月９日に男女シングルス

が行われました。

女子ダブルスの結果は以下の通りです。

１位トーナメント

優 勝 林 りえ・小野礼子組 （ラ・フェット・フリー）

準優勝 植田麻衣子・土岐ひとみ組（チェリー・フリー）

第三位 早川智美・片山裕子組（フレームショット・フリー）

第四位 実広教子・三羽紀代美組 （フレームショット・Ｔ．ＡＳＫＡ）

（優勝 林 りえ・小野礼子組）

２位トーナメント

第一位 井澤千加子・板倉美知代組（フリー・フリー）

第二位 高品由佳・鶴見直美組（ＳＤＴＣ・フリー）

３位トーナメント

第一位 大野早希・小谷香織組（フリー・BLACK SOCkS)

第二位 大西伸子・清水陽子組（チェリー・チェリー）

１１月２５日に行われた混合ダブルスには３１

ペアが参加しました。 結果です

１位トーナメント

優 勝 佐田三佳子・佐田正樹組（グッピーズ・グッピーズ）

準優勝 黒川結夏・横山慶太組（ラ・フェット ラ・フェット）

第三位 石川宏美・小柳伸作組 （フリー フリー）

第四位 渕上剣太郎・中村香織組（フリー フリー）

２位トーナメント

第一位 佐藤律子・堀切昌博組 （フリー フリー）

第二位 小野 大・ 小野礼子組 （フリー フリー）

３位トーナメント

第一位 大西伸子・植田佳樹組 （チェリー・チェリー）

第二位 島田久美子・山極康宏 （フリー・ＭＯＭＯ太郎）

Ｓｐｏｒｔｓ Ｎｅｔ

ち ば NO.128
New Japan Sports Federation in Chiba Prefecture

2012年12月8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

女子ダブルス優勝
林 りえ・小野礼子組

鈴木杯テニス大会 順調に展開 千葉県テニス協議会



１１月２４日～１５日、青森県マエダアリーナ

で第２９回全国スポーツ祭典卓球大会・一般の部

が開催されました。

（広い体育館に４２台を使用しての運営でした）

千葉県からは男子に全国推薦のＴＲＦ（Ａ）を

含め４チーム。女子に３チームが出場しました。

個人戦は男子に全国推薦の大塚裕貴選手を含め

７名、女子６名が出場しました。

男子団体戦では千葉から初出場のＷＲＭと昨年

優勝のＴＲＦ（Ａ）が決勝戦で対戦すると言う素

晴らしい展開となりました。

結果は実力のある選手の揃ったＷＲＭが連覇を

狙うＴＲＦ（Ａ）を３－０で見事初優勝を飾りま

した。

（準優勝のＴＲＦ（Ａ）の皆さん）

女子団体戦は楠原憧子選手を擁する赤翔馬が予

選リーグを突破トーナメント戦に進出しましたが、

東京の飛鳥クラブ（全国優勝チーム）に敗れベス

ト４を逃しました。

なお千葉から女子団体戦に出場したDeaf☆Star

には身障者世界大会で優勝した小浜京子選手が

エントリーをしていました。

（赤翔馬の皆さん 中央が楠原さん）

個人戦は決勝戦で大塚裕貴選手（ＴＲＦ）が昨

年優勝の三田村宗明選手（東京・卓楓会）に３－

１で勝利し雪辱を果たしました。

女子は楠原選手が宮崎・仙秋クラブの遠藤柊子

選手を果敢な攻めを見せ初勝利を飾りました。

今回も千葉県からの選手団の大活躍が見られた

大会でした。 年代別の部は１２月１５日～１６

日に岡山・桃太郎アリーナにて開催されます。

全国祭典テニス大会は１１月１０日～１１日

岐阜県長良川テニスプラザで開催されました。

１９都道府県から、１８０名がエントリー、１

０日（土）は快晴となり、絶好のテニス日和、一

部ナイターとなりましたが、無事１日目が終了し

ました。

２日目は生憎の雨天、コンソレが中止になりま

したが、屋内会場を利用して、全試合を実施する

ことが出来ました。

千葉県の成績は壮年女子ダブルスに石橋・和田

組が優勝。男子シングルスは秋山 陽選手が優勝

しました。混合ダブルスの大野・山下組は残念な

がら２回戦で敗退、男子ダブルスの市川・神組と

女子シングルスの鈴木沙央里選手は共に１回戦敗

退でした。来年に期待したいと思います

（千葉県テニス協議会運営委員長 渡辺伸明）

ＷＲＭ 初優勝
（一般男子団体戦）

全国スポーツ祭典卓球大会報告

全国テニス大会で優勝！
石橋・和田組（壮年女子ダブルス）

秋山 陽 （男子シングルス）

全国スポーツ祭典テニス大会報告



サッカー協議会は３月１８日から８月５日まで

第４８回千葉県スポーツ祭典・サッカー大会を開

催しました。大会を振り返り決勝戦の様子も含め

有吉正佑運営委員長に感想をお聞きしました。

青葉の

森競技場

にて

青葉の森競

技場にて

ちはら台運動

公園にて
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優 勝 ＦＣリベルタ
千葉県スポーツ祭典・サッカー大会閉幕

今年度は、最多の１９チームで大会が行われ

ました。参加チームは昨年度からサッカー協

議会では１部・２部制を行っていますが、協

議会から１７チーム、協議会外から２チーム

の参加がありました。大会については年々、

レベルが上がってきていることを感じます。

試合方法は４～５チームによる予選リーグ

を行い、順位トーナメント戦を行いましたが

大きな問題もなく、大会を無事終了すること

ができました。

決勝は準決勝でアベニーダに快勝したＦＣ

リベルタと同じく準決勝でＰＫ戦でさむらい

を破ったＦＣバルサンの組み合わせとなりま

した。 序盤はチャンスもポゼッションも拮

抗した試合でしたが、後半が始まってからＦ

Ｃリベルタがこぼれ球を拾う回数が増え、こ

れによりＦＣリベルタのチャンスが増しＦＣ

バルサンのラインが間延びしてきたところで、

ＦＣリベルタが先制しました。

その後微妙な判定でしたが、ＰＫをＦＣリ

ベルタが獲得、２－０としました。しかし、

残り１５分くらいからＦＣバルサンのボール

の保持率が良くなるとＦＣバルサンのカウン

ターが効き出し１点を返しました。しかし残

念ながらここまでで、２－１でＦＣリベルタ

が優勝しました。

第２９回全国スポーツ祭典
サッカー大会

期 日 ２０１２年１１月１７日・１８日

会 場 宮城県 グランディ２１宮城スタジ

アム及び県サッカー場

参加チーム ９チーム（都道府県予選代表ﾁｰﾑ)

参加費 ４００００円

千葉県からＦＣリベルタとＦＣバルサンが出場します。

※ 全国シニア大会も開催されます。



千葉県テニス協議会は１１月１０日～１１日、

岐阜県で開催される第２９回全国スポーツ祭典・

テニス大会の出場権を得る大会として千葉県スポー

ツ祭典・予選会を行いました。

今年は男子ダブルスを６月２４日（日）。男子

シングルスと壮年女子ダブルスを６月３０日（土）。

女子ダブルスを７月７日（土）。女子シングルス

と壮年男子シングルスを７月１６日（休）。混合

ダブルスは８月１１日（土）にそれぞれ開催しま

した。

男子ダブルスは高浜庭球場で開催、１６ペアが

参加しました。

優 勝 市川大輔・神 亨史組（フリー フリー）

準優勝 横尾知則・保戸田寛章組（ラ・フェット ラ・フェット）

第３位 秋山 陽・秋山 忍組（ﾃﾆｽｺﾐｭﾆﾃｨ千葉 ﾃﾆｽｺﾐｭﾆﾃｨ千葉）

第４位 工藤 智・横山慶太組（ラ・フェット ラ・フェット）

コンソレ

優 勝 奥田真也・鈴木啓之組（びぎなーずびぎなーず）

男子シングルスは高浜庭球場で開催、１２名が

参加しました。

優 勝 秋山 陽（ﾃﾆｽｺﾐｭﾆﾃｨ千葉）

準優勝 保戸田寛章（ラ・フェット）

第３位 前木理一郎（フリー）

第４位 鈴木敦史（フリー）

コンソレ

優 勝 市川大輔（フリー）

壮年女子ダブルスは男子シングルスと同じ高浜

庭球場で８ペアが参加しました。

優 勝 藤田美恵・大井貴子組（フリー フリー）

準優勝 石橋知佐子・和田明美（KASIWA・フリー）

第３位 庄司峰子・篠原時子組（チーム飛鳥・フリー）

同 橋本幸子・和田純子組（ポケット ポケット）

コンソレ

優 勝 長島栄子・山本 忍組（DREAMS DREAMS）

女子シングルスは青葉の森テニスコートで開催。

１１名が参加しました。

優 勝 鈴木沙央里（フレームショット）

準優勝 関根康子 （ＳＤＴＣ）

第３位 西谷雅子 （Ｔ．ＡＳＫＡ）

第４位 山城利恵子（チームピジョン）

女子ダブルスは青葉の森テニスコート。３２ペ

アが参加、沢山のペアで賑わいました。

優 勝 水野理香・栗原真紀子組（ラ・フェット･フリー）

準優勝 鈴木沙央里・工藤陽子組（フレームショット・ナイスオーラ）

第３位 大谷美佳・中村晶子組（グッピーズ グッピーズ）

第４位 石橋知佐子・佐藤光子組（KASIWA KASIWA）

コンソレ

優 勝 油屋文子・佐々木明子組（フリー フリー）

壮年男子シングルスは青葉の森テニスコートで

１９名が参加しました。

優 勝 鈴木邦男（フリー）

準優勝 西村信二（フリー）

第３位 矢野弘一郎（ラ・フェット）

第４位 河原昭宏（チーム飛鳥）

コンソレ

優 勝 早川 浩 （フレームショッ

ト）

混合ダブルスは千葉県総合スポーツセンターで

３９ペアが参加。夕方遅くまで熱戦が繰り広げら

れました。

優 勝 中村晶子・大塚伸介組（グッピーズ・フリー）

準優勝 坂本智美・坂本真吾組（ラ・フェット ラ・フェット）

第３位 大野則子・山下幸志組（庭猿・庭猿）

第４位 中村純子・松野純也組（ラ・フェット ラ・フェット）

コンソレ

優 勝 黒川結夏・横山慶太組（ラ・フェット ラ・フェット）

優 勝 混合ダブルスは中村晶子・大塚伸介組
全国スポーツ祭典に向け順調に進行

千葉県テニス協議会



久々にテニス協議会加盟のクラブを紹介します。

スポーツ連盟のテニス協議会結成時から参加して

いるクラブです。８月２６日千葉県総合スポーツ

センターで開催されていた混合ダブルス大会・一

般大会にお邪魔しました。

① クラブ（チーム）名 ラ・フェット

② 代表者 野口 毅さん

③ 連絡先 千葉市若葉区 萱間真奈美さん

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）

〈Ｌａ fete〉とはフランス語でパーティーを

意味します。気の合う仲間同士、好きなテニスを

楽しむ意味を込め、このチーム名に決めました。

今年度は４１人までになりましたが、新日本スポー

ツ連盟の試合に参加したくて１０人かき集めたの

がラ・フェットのはじまりです。

現在は男女共に２０代前半～ベテランに参加で

きる人まで、幅広い年齢層で活動しています。

試合前、大会参加者全員が集合！

残暑のためコンクリートがかなり熱かった！

⑤ クラブのアッピール（１２年度の抱負等）

試合の後は食事を兼ねてパーティーのごとく２

～３時間、ワイワイ騒いでいます。

こんな私達ですが、みんな試合が好きな人ばかり

なので、対抗戦の相手をして頂けるチームを募集

しています。

（試合前のアップ練習 手前が代表者の野口さん、

お相手は連絡先の萱間さん）

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）

スポーツ連盟には気付いた事があれば試合会場

等でその都度、意見や提案をさせて頂いています。

毎回、直ぐに対応して下さっているので、今後も

連盟の方々と協力しながら大会を楽しんでいきた

いと思います。

若手への

ア ド バ イ

ス も し っ

かり

試合前の

アップ練習

クラブ紹介

ラ・フェット
千葉県テニス協議会

第２９回全国スポーツ祭典
テニス大会

期 日 ２０１２年１１月１０日・１１日

会 場 岐阜メモリアルセンター長良川テニスプラザ

岐阜市長良光大野２６７５－２８

種 目 一般の部 男女シングルス・ダブルス

ミックスダブルス

壮年の部 男子シングルス・女子ダブルス

参加費 一般の部・壮年の部とも８０００円

その他 問い合わせは千葉県テニス協議会まで



７月４日（水）県連盟総会後４回目の常任理事

会が開かれました。９名の常任理事中、仕事の関

係で急に参加出来なくなった１名を除き８名が参

加。会議では初めに５月下旬から６月下旬の活動

について報告がありました。

この中では連盟の大きな取組みである、青葉の

森リレーマラソンが２０００名を越す参加者で成

功したこと、スポーツ祭典がサッカー・テニス・

陸上競技で順調に行なわれていること等が報告。

更に５月２６日・２７日に静岡県で開催された全

国選抜軟式野球大会では千葉のセブンスターズが

全国優勝したことも報告されました。

（会議には徳田 稔顧問（右から３番目）も参加）

協議事項では「スポーツのひろば」誌が総会以

後３部は増加したものの大きな動きになっていな

いことについて、原因と対策について話合われま

した。①元の読者に再び購読を呼びかけること②

全国大会や関東大会、そして各大会で入賞したチー

ムや個人に積極的に購読を呼びかけようと確認し

ました。

「スポーツのひろば」誌の担当者に僅かでも財政

的な支援を理事会に提案する事になりました。

また現在の連盟活動の中で、事務局長の負担が

多すぎることから、他の常任理事がどのように補

えるかについても論議されました。事務局次長が

毎週木曜日の午後、事務作業に携わります。

今月中旬に行なわれる反核・平和マラソンは昨

年並みの参加者ではあるが、他の都府県の様に

自治体から後援やメッセージを貰うようにするに

は、担当者がどうしても必要です。

事務所のパソコンが現在使いにくい状況になっ

ている事から新たに購入する事になりました。

テニス協議会は６月２４日から第２９回全国ス

ポーツ祭典にむけて予選会を開催しています。

募集方法がインターネットから、郵便振替になっ

たことや他団体のテニス大会と重複したこともあ

り例年より少なめの参加者数ですが、「スポーツ

連盟の全国大会に是非出場します」との愛好者の

参加で熱戦が繰り広げらました。

男男男男子子子子ダダダダブブブブルルルルススススは６月２４日（日）高浜庭球場で

開かれ１６ペアが参加しました。

結結結結果果果果はははは以以以以下下下下のののの通通通通りりりりででででししししたたたた。。。。

優 勝 市川大輔・神享史組 （フリー）

準優勝 横尾知則・保戸田寛章組（ラ･フェット）

第三位 秋山 陽・秋山 忍組（テニスコミュニティ千葉）

第四位 工藤 智・横山慶太組（ラ･フェット）

ココココンンンンソソソソレレレレ

優 勝 奥田真也・鈴木啓之組（びぎなーず）

壮壮壮壮年年年年女女女女子子子子ダダダダブブブブルルルルススススは同じく６月２４日（日）高

浜庭球場で開催、８ペアが参加しました。

結果は以下の通りでした。

優 勝 藤田美恵・大井貴子組（フリー）

準優勝 石橋知佐子・和田明美組（KASIWA ﾌﾘｰ)

第三位 庄司峰子・篠原時子組（ﾁｰﾑ飛鳥・フリー）

同 橋本幸子・和田純子組（ポケット）

ココココンンンンソソソソレレレレ

優 勝 長島栄子・山本 忍組（DREAMS)

第４回常任理事会報告 全国スポーツ祭典千葉県予選会

男子ダブルス
壮年女子ダブルス

全国スポーツ祭典・テニス大会

１１月１０日（土）・１１日（日）

岐阜県・長良川テニスプラザ



連盟活動の現状と諸課題では、昨年の大震災の

影響で、大会が開催出来ず加盟・登録できなかっ

た協議会があったこと。春季大会が開催出来ず、

予定通りの収入が無く、財政面で厳しい状況になっ

ていることが報告されました。

連盟組織の実態では

２０１１年度は７種目２０５クラブ２３２３名

でした。これは前年度に比べると１４クラブ、１

０６名の減少となり、今まで右肩上がりで増加し

てきた連盟組織としては初めての停滞・減少の傾

向でした。

東日本大震災の影響やゴルフ等での運営する役

員不足も影響しました。スポーツのひろばの活用

と普及でも初めて減少傾向となりました。

財政活動では事務支援費や各協議会からの納入

状況は改善され、明朗な会計状況になっているも

のも、活動する上で必要な電話・リース代の高騰、

交通費等の支給をするためには専従補助費の削減

も検討せざるを得なくなっています。

２０１２年度の活動では

①スポーツ基本法の具体化に向けての取組み。

②更なるスポーツ活動の展開。③フェアプレー宣

言に基づく運動の展開。④憲法及び平和を守る課

題。⑤大きな連盟づくりの課題について討論され

ました。

続いて２年に１度の役員改選が行なわれ、１８

名の理事が新に選出されました。

理事長 浅沼義明 副理事長 園川峰紀（新）

事務局長 金子泰夫 事務局次長 日野正生

常任理事 秋本信孝 竹村 昭 吉田嬌子（新）

小高一修（新）本田 満（新）

理事 有吉正祐 小倉芳治 石原史貴（新）

近藤まり子 冨田登喜子 逸見眞一

三上昭二 脇村元夫 秋庭きみ

（参加者全員の３４名が集合しました。

３月１０日（土）・１１日（日）東京都・綿商

会館において新日本スポーツ連盟全国連盟の定期

総会が開かれました。

総会には都道府県から代議員３９名、全国種目

組織から代議員５０名、及び全国役員３８名が参

加し２０１０年度及び２０１１年度活動総括及び

２０１２年度及び２０１３年度の活動方針が検討

されました

（活動総括並びに方針を説明する和食理事長）

千葉からは県連盟から浅沼理事長、金子事務局

長、秋本広報部長、全国野球協議会から脇村事務

局長、全国卓球協議会から竹村運営委員が参加し

ました。総会では減少傾向にある「スポーツのひ

ろば」をどのようにしたら増誌に転換出来るかの

議論がなされ２０１２年度に限り１部２９０円、

年間購読料２９００円（送料含め３６００円）に

するとの提案がなされました。また、全国連盟理

事として及川氏に代わり浅沼氏が選出されました。

（新役員紹介 右から３人目浅沼県連盟理事長）

第３０回定期
全国連盟総会が開催



今回は久々に野球協議会加盟のチームを紹介

します。第４６回全国軟式野球大会が３月から始

まりました。３月２０日（祝）に千葉県総合スポー

ツセンター野球場で３部の試合が行なわれていま

した。好天に恵まれどのチームもハツラツとした

プレーを展開していました。

１．クラブ名（チーム名）

花見川Ｃａｔｓ

２．代表者 山本大樹

３．連絡先 花見川区

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）

名前の由来は、木更津キャッツアイをパクリま

した。ちょうどユニホームも縦じまが良いと言う

意見が多かったためで、花見川Ｃａｔｓと命名し

ました。

（試合前に集合して貰いました）

ウチのチームは若いチームです。特徴は元気し

かない人が集まったチームではないでしょうか。

若いなりに楽しく野球ができるチームだと思いま

す。人数は１５～１６名位ですが、集まりがあま

り良くなく、練習もあまり出来ていない状況です。

独自にはグランドも取りづらいので、オフシー

ズンなどは近くのチームとの練習試合の方が多い

と思います。

５．クラブのアッピール（１２年度の抱負等）

今年はしっかりと人数を揃えて試合が出来たら

嬉しいです。

（ピッチャー・井上 隼選手

キャッチャー・柴田 裕也選手）

人数が揃わないで負けるよりも、人数を揃えて

勝負して負けるほうがすっきりするので、今年は

ちゃんと勝負をしたいです。勝負するからには頂

点を目指して頑張りたいです。

まだ、３部ですが、２部、１部 関東・全国と

目標をもってチーム全員で頑張りたいと思います。

（バッターは半田 隼選手）

⑥その他（スポーツに関する情報・スポーツ連

盟に期待する事）

野球から今の日本を盛上げていきたいと思いま

す。もっとスポーツ連盟をでかくして、皆で盛上

げましょう。

激を飛

ば す ナ

イ ン の

皆さん

クラブ紹介

花見川Ｃａｔｓ
千葉県野球協議会



第４回目を迎える千葉県テニス協議会主催のな

のはなテニス大会は、３月４日（日）稲毛海浜コー

トで男子・女子シングルス大会。３月１８日（日）

千葉県総合スポーツセンターで男子・女子ダブル

ス大会。３月２５日（日）稲毛海浜コートでミッ

クスダブルス大会が開催されました。

女子シングルス大会には１０名、男子シングル

スには１４名、混合ダブルスには４１ペアが参加

し熱戦が繰り広げられました。

結果は下記の通りです。

女子シングルス
１位トーナメント

優 勝 辻井ツヤ子（ＴＡＳＫＡ）

準優勝 濱 純子 （ラ・フェット）

第３位 井上 有里（フリー９）

第４位 橋本 和子（ＧＭＫ）

２位トーナメント

第１位 三羽 紀代美（フリー）

第２位 大橋 公子 （らんぷ）

男子シングルス
１位トーナメント

優 勝 太田 寿彦（フリー）

準優勝 安田大一郎（フリー）

第３位 塙 敬一（チーム飛鳥）

第４位 中山 忠久（フリー）

２位トーナメント

第１位 望月 主税（フリー）

第２位 松麿康弘（フリー）

３位トーナメント

第１位 庄司 秀則（チーム飛鳥）

第２位 大橋勇人（らんぷ）

混合ダブルス
１位トーナメント

優 勝 赤間・広樹組（フリー）

準優勝 森 ・橋詰組（ピンクパンサー・フリー）

第３位 鈴木・藤木組（フリー）

第４位 山下・夏見組（フリー）

（稲毛海浜公園庭球場の選手控え所）

２位トーナメント

第１位 山田・門間組（フリー・ナイスオーラ）

第２位 堀切・堀切組（ポケット）

第３位 水澤・白井組（ラフェット・ザウルス）

第４位 阿部・天満組（フリー）

３位トーナメント

第１位 鈴木・百瀬組（フリー・High Touch)

第２位 高橋・土屋組（テニスフリーク）

第３位 斉藤・井上組（フリー・High Touch)

第４位 中山・星野組（ミルキーウェイ・フリー）

優 勝
女子シングルス 辻井ツヤ子（Ｔ ＡＳＵＫＡ）
男子シングルス 太田 寿彦 （フリー）
テニス協議会が《なのはなテニス大会》を開催



千葉県内の高校テニス部の実態、抱えている問

題等について千葉県連盟常任理事でもある黒須直

樹さん（千葉明徳高校テニス部顧問）にお聞きし

ました。

毎年新春に開催される鈴木杯テニス大会も今年

で１８回目を迎えました。

今年の予定は

１月１５日（日）混合ダブルス （海浜・高浜）

１月２１日（土）女子シングルス（天台）

２月１９日（日）男子シングルス（稲毛海浜）

２月２５日（土）男子・女子ダブルス（海浜・天台）

でしたが、２月に入り土日になると雨が降り協議

会の運営委員の頭を抱えています。

混合ダブルスと女子シングルスは何とか開催す

ることができました。

混合ダブルスは５５ペアの申し込みがあり稲毛

海浜コートと高浜コートの両方を使用して開催し

ました。女子シングルスは３０名が参加しました。

いずれも４ペア（人）のリーグ戦の後順位トーナ

メントを行い参加者に楽しんでいただきました。

今回は女子シングルスの結果をお知らせします。

１位トーナメント

優 勝 大野則子（庭猿）

準優勝 鈴木沙央里（フリー）

第３位 加藤佳世（チームＭ）

第４位 寺田良子（フリー）

２位トーナメント

優 勝 村田理恵（フリー）

準優勝 今泉志子（チーム飛鳥）

３位トーナメント

優 勝 板倉美知代（ＴＭクラブ）

千葉県内の高校
テニス部の様子
千葉明徳高校テニス部顧問

黒須直樹氏

千葉県にはテニス部のある高校（全日制・

定時制・通信制）が１４２校（男子１３２校、

女子１２５校）あり、１２地区に分かれ１４

校程度の高校が所属しています。

県の大会として、新人戦、総合体育大会、

関東大会などに向けての大会があり、その他

に公立大会、私学大会、テニス協会主催大会、

あすなろ大会、などがあり各地区でも県大会

に向けて、地区大会、１年生大会、各校での

練習試合など活発に取り組んでいます。

部員は小学校よりクラブでやっていた者、

（ジュニア選手）が少数しますが、中学でソ

フトテニス経験者が多少いてほとんどが初心

者からの者が多い状況です。

ただ、女子の部員が各地区、各学校とも少

なくなっていて、団体戦（最少で４人）も揃

わない学校も出ていて大きな問題となってい

ます。

また、各地区での主催大会の会場確保が難

しい状況があります。各学校のコート数は普

通は３面前後で全然足りません。そのため市

営コートや民間のコートを借りざるを得なく、

料金もかかり、安心してコート確保が出来な

い状況が続いています。

優 勝
大野 則子選手（庭猿）
準優勝

鈴木 沙央里選手（フリー）
第18回鈴木杯テニス大会



１月９日（土・祝日）県総合スポーツセンター

にて｢新春シニアテニス大会｣が行われました。

女子７チーム４３名、男子１１チーム６６名、総

勢１０９名という、この大会最高の参加者でした。

各チーム３組によるダブルスの団体戦です。

前半はリーグ戦を行い、１．２位を決定し、後半

はトーナメント戦で優勝を競いました。

（女子団体戦はＢ面を使用）

したがって参加者全員が３～４回の試合をする

ことができました。これもスポーツ連盟テニス協

議会の伝統です。

参加資格は５５歳以上ですが、各チームには７

０歳以上の参加者も多く、配偶者や子ども達の声

援をうけて、ファインプレーで会場をわかしてい

ました。

当日は晴天に恵まれ、風もなく絶好のテニス日

和でした。

（テニス担当理事 冨田登喜子）

（男子団体戦はＡ面を使用しました）

成績は以下の通りでした。

男子

優 勝｢インファミ｣ 準優勝｢チームまりんず｣

第３位｢グリンウッド２｣

女子

優勝｢サンラズ｣ と｢カーネショ｣

準優勝｢アスカテニスシニア｣

（入賞した皆さん 賞品を手に）

Ｓｐｏｒｔｓ Ｎｅｔ

ち ば NO.118
New Japan Sports Federation in Chiba Prefecture

2012年2月15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
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新春初の シニアテニス大会
参加者 １０９名！

千葉県テニス協議会が開催


