
第４７回千葉県スポーツ祭典・テニス大会・県

予選会は千葉県総合スポーツセンターで８月６日

（土）に男・女シングルス、８月１４日（日）に

男子ダブルス、８月２０日（土）には女子ダブル

スが行なわれました。

この大会は１１月１２日（土）・１３日(日）

滋賀県で予定される２０１１年度全国テニス選手

権大会の代表選手を決める大会として開催された

もので県内でも力のある選手が参加しました。

大会には男子シングルスに３２名、女子シング

ルスに１６名が参加、熱戦を繰り広げました。

男男男男子子子子シシシシンンンンググググルルルルススススの結果は以下の通りでした。

優 勝 奥田 真也 （びぎな～ず）

準優勝 鈴木 啓之 （びぎな～ず）

第三位 保戸田寛章（ラ・フェット）

第四位 滝沢 伸行 （フリー）

コンソレ

第一位 佐久間威行（フリー）

女女女女子子子子シシシシンンンンググググルルルルスススス

優 勝 飯塚 玲奈 （フリー）

準優勝 西谷 雅子 （Ｔ・ＡＳＫＡ）

第三位 原田 幸子 （グッピーズ）

第四位 冨田登喜子（サンライズ）

コンソレ 第一位 日色道枝（Ｇテニスクラブ）

男子ダブルスには２１組、女子ダブルスには２

８組が参加しました。 結果は以下の通りです。

男男男男子子子子ダダダダブブブブルルルルスススス

優 勝 近藤淳輝・植田正志組（フリー）

準優勝 奥田真也・鈴木啓之組（フリー）

第三位 松野純也・松本雄吾組（ラ・フェット）

第四位 大里達也・斎藤靖英組（フリー）

女女女女子子子子ダダダダブブブブルルルルスススス

優 勝 細田佐恵子・安藤雅樹子組（フリー）

準優勝 石橋知佐子・佐藤光子組（KASIWA)

第三位 大井貴子・市川早苗組（JOIFUI)

第四位 水野理香・橋本麻友子組（ﾗ･ﾌｪｯﾄ、ﾌﾘｰ)

※混合ダブルス及び壮年男子Ｓは９月に開催
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優 勝
奥田真也（びぎな～ず）男子シングルス
飯塚玲奈（フリー） 女子シングルス
第４７回千葉県スポーツ祭典・テニス大会



女女女女子子子子年年年年代代代代別別別別ＡＡＡＡ（（（（３３３３００００～～～～３３３３４４４４歳歳歳歳））））

第１位 平井由理子（つくばスピナーズ）

女女女女子子子子年年年年代代代代別別別別ＢＢＢＢ（（（（３３３３５５５５～～～～３３３３９９９９歳歳歳歳））））

第１位 藤本 貴子（木更津クラブ）

女女女女子子子子年年年年代代代代別別別別ＣＣＣＣ（（（（４４４４００００～～～～４４４４４４４４歳歳歳歳））））

第１位 鈴木 浩美（木更津クラブ）

第２位 齋藤 博美（富士ＡＥクラブ）

女女女女子子子子年年年年代代代代別別別別ＤＤＤＤ（（（（４４４４５５５５～～～～４４４４９９９９歳歳歳歳））））

第１位 近藤 晴美（富士ＡＥクラブ）

第２位 小林 康子（ウェル）

第３位 座間 ゆみ（あすなろ）

女女女女子子子子年年年年代代代代別別別別ＥＥＥＥ（（（（５５５５００００～～～～５５５５４４４４歳歳歳歳））））

第１位 手島 寿子（千葉クラブ）

第２位 大久保尚子（木更津クラブ）

第３位 森 政子（ウェル）

女女女女子子子子年年年年代代代代別別別別ＦＦＦＦ（（（（５５５５５５５５～～～～５５５５９９９９歳歳歳歳））））

第１位 目原 美幸（幸）

第２位 富沢 範子（アクアマリン）

第３位 高知尾久美子（ウェル）

女女女女子子子子年年年年代代代代別別別別ＧＧＧＧ（（（（６６６６００００～～～～６６６６４４４４歳歳歳歳））））

第１位 五十嵐昭子（千城クラブ）

第２位 竹内久美子（千葉ＴＨＩＮＫ）

第３位 紺野たけ子（幸）

女女女女子子子子年年年年代代代代別別別別ＨＨＨＨ（（（（６６６６５５５５～～～～６６６６９９９９歳歳歳歳））））

第１位 永見 綾子（幸）

第２位 関 照美（かずさ）

第３位 和地 祐子（西船レディース）

女女女女子子子子年年年年代代代代別別別別ＩＩＩＩ（（（（７７７７００００～～～～フフフフリリリリーーーー））））

第１位 三好 清子（千葉ＴＨＩＮＫ）

第２位 宮田 房子（市川フレンズ）

第３位 岸田みゑ子（タウンズエイト）

（女子一般 手前 永見選手 向側 荒木選手）

上記の選手の他、昨年全国大会でベスト４に入っ

た選手が１０名います。この選手はこの大会には

出場しておりません。

前号に引き続き、第４７回千葉県スポーツ祭典・

テニス大会・予選会の内の混合ダブルス大会の結

果をお知らせします。

全国大会予選会の混合ダブルスは９月１８日

（日）稲毛海浜公園庭球場で行なわれました。

大会には１８ペアが参加し、滋賀県で開催される

全国大会の出場権をかけて熱戦が繰り広げられま

した。大会はトーナメント方式で行なわれました。

コンソレ（１回戦の敗者戦）も行なわれました。

試合結果は以下の通りです

優 勝 坂本智美・坂本真吾組（ラ・フェット）

準優勝 水野理香・菊池憲司組（ラ・フェット）

第３位 大野則子・山下幸志組（庭猿）

第４位 日向美志・是枝亜樹組（ラ・フェット）

ココココンンンンソソソソレレレレのののの結結結結果果果果

第１位 中村純子・松野純也組（ラ・フェット）

第２位 大塚理代・丹 晃敏組（フリー）

千葉県スポーツ祭典テニス大会

混合ダブルスの結果

第１８回全国テニス選手権大会
期 日 ２０１１年１１月１２日・１３日

会 場 大石緑地スポーツ村テニスコート

滋賀県大津市大石淀町

種 目 一般の部 男子・女子シングルス

男子・女子ダブルス

ミックスダブルス

壮年の部 男子シングルス

競技方法 ８ゲームプロセットマッチ

使用球 ダンロップフォート

参加費 ８０００円（一般の部・壮年の部）

申込締切 ２０１１年１０月２４日（月）



千葉県テニス協議会主催の第３０回春季テニス

大会が４月２日（土）千葉市・高浜コートで開催

されました。（前号の混合ダブルスの続きです）

大会には未加盟のクラブも含め３２ペアが参加

しました。大震災の影響でほとんどのコートが使

用不可能となり、３月は試合が出来なかったこと

から、震災後初めての試合となりました。

試合は３チームのリーグ戦の後、順位トーナメ

ント戦を行ないました。

試合結果は以下の通りでした。

１位トーナメント

優 勝 大谷美佳・中村晶子組（グッピーズ）

準優勝 高橋 操・松元知子組（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 鈴木良枝・松田隆子組（ＤＲＥＡＭＳ）

（ １位トーナメント 優勝 大谷・中村組）

２位トーナメント

優 勝 加藤めぐみ・澤田尚美組（ラ・フェット）

準優勝 栗林幸枝・佐久間ゆかり組（ザウルス）

３位トーナメント

優 勝 藤井佑実・小玉光子組（FFT-DOGS)

卓球協議会は今年も６月に松戸市運動公園体育

館でレディースオープン大会を開催しました。

（２７台を使用し一日楽しみました）

松戸市を中心に８７チームが参加し１ダブルス

２シングルスの試合を楽しみました。

Ａランク
優勝 ラベンダー②（松戸市）（田中 渡辺 菅原）

Ｂランク
ＡＡＡＡブブブブロロロロッッッックククク

優勝 ドラゴンクラブ（江戸川区）奥島 関口 御園）

ＢＢＢＢブブブブロロロロッッッックククク

優勝 ワッフル （柏市） 山本 青木 浅野

ＣＣＣＣブブブブロロロロッッッックククク

優勝 メルヘン（鎌ヶ谷市）小森 坂本 保坂 蜂須賀

ＤＤＤＤブブブブロロロロッッッックククク

優勝 フリージア（松戸市）小林 佐々木 小谷

ＥＥＥＥブブブブロロロロッッッックククク

優勝 双葉クラブ②（流山市）斉田 石橋 山内 村上

※Ｃ・Ｄランクと感想は４ページをご覧下さい。
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優 勝
大谷・中村組（グッピーズ）

春季テニス大会・女子ダブルスの結果

８７チームが集う
今年も盛況

レディースオープン松戸大会



千葉県テニス協議会主催の春季テニス大会（混

合ダブルス）は５月１日（日）千葉市・稲毛海浜

公園庭球場において開催されました。

大震災の影響で３月の「なのはな大会」が中止

したこともあり稲毛海浜公園庭球場での大会が危

ぶまれていたのですが、コートの損傷が比較的軽

かったため実施しました。

混合ダブルスにはゴールデンウイークにも拘わ

らず４８組の参加がありました。

試合方法はリーグ戦＋順位トーナメント戦方式

で３試合以上出来るようにし、６ゲーム先取。

３ペアは総当り。４ペアはドロー表の順に１－２

と３－４で試合を行い、次に１－３と２－４の試

合をする方法で行なわれました。

大震災の影響で練習も十分出来なかった様です

が、好天にも恵まれどのコートも熱戦が繰り広げ

られていました。

試合結果は以下の通りです。

１位トーナメント

優 勝 葛西麻衣子・近藤淳輝組（フリー・フリー）

準優勝 野中由美佳・鶴川正剛組（びぎなーず・フリー）

第３位 折野一美・小倉清明組 （ＳＤＴＣ・フリー）

第４位 武藤夏子・武藤満章組 （ラ・フェット）

（１位トーナメント優勝 葛西麻衣子・近藤淳輝組）

２位トーナメント

優勝 黒川結夏・横山慶太組（フリー・ラ・フェット）

準優勝 伊藤 栞・奥田真也組（フリー・びぎなーず）

（２位トーナメント準優勝 野中由美佳・鶴川正剛組

（３位トーナメント３位 武藤夏子・武藤満章組）

尚、混合ダブルスに先立ち４月２日（土）には

女子ダブルス、４月２４日（日）に男子ダブルス

がそれぞれ千葉市・高浜庭球場で行なわれました。

結果に次号に掲載を予定しています。

お知らせ
全国テニス選手権大会千葉県予選会は８月６日

（土）から千葉県総合スポーツセンター庭球場に

て開催されます。今年に限り震災で実施出来なかっ

たなのはな大会も特別行事として実施する予定。

優 勝 （混合ダブルス）

葛西麻衣子・近藤淳輝組（フリー）
第３０回春季テニス大会の結果

お詫び
前号（Ｎｏ１０９）Ｐ１宮城県連盟からの

お礼及び報告の中で佐々木啓治理事長と掲載

しましたが佐々木信義副理事長のあやまりで

した。訂正し、お詫び申し上げます。



４月１２日（火）千葉ランニングクラブはスポー

ツ連盟事務所で第９回定期総会を開催しました。

総会には逸見会長以下７名のクラブ員が参加。

昨年の総括・会計報告と２０１１年度の活動方針・

予算について検討しました。

昨年度活動の大きな成果は何と言っても全国ス

ポーツ祭典陸上競技大会を千葉県総合スポーツセ

ンター陸上競技場で開催したことに尽きます。

(一番右 活動報告をする逸見眞一会長）

千葉陸上競技協会の全面的な支援のもとに１０

０名を越す公認審判員により時間通りに進行する

ことができ、各方面から大いに評価されました。

大会には関西からの参加者も含め７０６名が出

場、好天にも恵まれ１０種目に新記録が更新され

ました。大阪教育大陸上部の選手は「普段の試合

と違ってリラックスした中にも緊張感があり自己

ベストの記録を出す事ができました」と話して下

さいました。財政についても赤字を出さずにすみ

ました。地方大会では画期的な事です。

昨年の反核・平和マラソンでは若いランナーの

参加が目立ちました。２０１１年度の取組みに期

待がかかります。

今年の取組みは５月２２日（日）青葉の森リレー

マラソン、７月１７日（日）反核・平和マラソン・

１０月３０日（日）陸上競技大会となります。

青葉の森リレーマラソンでは運営費の一部から

２０万円を東日本大震災の義援金を拠出すること

が決まりました。また、４月２２日千葉陸協にク

ラブ登録の手続きをしました。

２０１１年度の会長には引き続き逸見眞一氏が

その任に就くことになります。

千葉県テニス協議会はゴールデンウイーク中の

５月１日（日）に協議会総会を開催しました。

総括では、２０１１年度は１日で各大会を終了

させる為エントリー人数を制限したことから、財

政的に課題を残した事、東日本大震災のため「な

のはな大会」を中止したが、返金方法や震災の義

援金をどこに送るのかについて議論を深めました。

また、来年の全国スポーツ祭典を東北で開催を

予定していましたが、開催できないことが決定。

場合によっては千葉が受け持たざるを得ない状況

になるのではないか等についても話し合いました。

総会では、チェリークラブ代表の小出さんが大会

参加者を増やすための貴重な意見を述べて下さい

ました。

２０１１年度の役員として下記の方々が引き続

き運営委員として協議会の運営に携わることにな

りました。

会 長 鈴木 守 （ＮＯＭ）

副会長 冨田 登喜子 （サンライズ）

運営委員長 渡辺 伸明 （ＮＯＭ）

副運営委員長 木村 登美子 （個人）

藤原 寛 （生浜クラブ）

会 計 吉田 嬌子（Ｇテニスクラブ）

運営委員 近藤 まり子 （まりりんず）

畠中 蘭子（フレームショット）

会計監査 黒須 直樹 （ＮＯＭ）

テニス協議会の主な大会は以下の通りです

①春季テニス大会 ② 千葉県スポーツ祭典

（全国予選・一般大会）③シニア団体戦

④チーム対抗テニス大会 ⑤鈴木杯テニス大会

⑥なのはなテニス大会

（活動報告をする 渡辺運営委員長 手前真中）

千葉ランニングクラブ総会 千葉県テニス協議会総会



鈴木 守ニス協議会・会長の名前を付けた恒例の

大会も今年で１７回目を迎えました。

１月１５日（土）、１６日（日）・２２日（土）

２３日（日）・２９日（土）稲毛海浜コート及び

高浜コートで開催されました。

今回は男子シングルスに２９人、女子シングル

スに３２人、男子ダブルスに２７ペア、女子ダブ

ルスに３２ペア、混合ダブルスに４０ペアが参加

しました。 いずれも好天に恵まれ、熱戦が繰り

広げられました。

結果は以下の通りです。（シングルスを除く）

男子ダブルス

１位トーナメント

優 勝 奥田真也・鈴木啓之組（フリー）

準優勝 土田 勝・岡 俊之組（ラ・フェット、フレームショット）

第三位 石川 聡・大澤 剛組（フリー）

第四位 石川雄規・塚田明嗣組（ポケット、フリー）

２位トーナメント

優 勝 森田成司・芝田隆征組（フリー）

準優勝 中村大樹・桑野哲司組（フリー）

女子ダブルス

１位トーナメント

優 勝 酒井知代子・飯泉友梨子組（（ラ・フェット、フリー）

準優勝 西谷雅子・小林理沙組（ASKAテニス塾）

第三位 林 りえ子・小野礼子組（ラ・フェット）

第四位 佐竹明子・岡 三輪子組（フレームショット）

２位トーナメント

優 勝 八谷明美・平岡ひろみ組（ラ・フェット、グッピーズ）

準優勝 栗林幸枝・佐久間ゆかり組（ザウルス・フリー）

混合ダブルス

１位トーナメント

優 勝 高品由佳・村田寛彰組（SDTC,フリー）

準優勝 中村晶子・中村雅史組（グッピーズ）

第三位 葛西麻衣子・近藤淳輝組（SDTC,フリー）

第四位 竹越有美子・西賀新二組（SDTC,フリー）

２位トーナメント

優 勝 岩上なつき・大里達也組（ラ・フェット、フリー）

準優勝 藤原由布子・石井翔太組（フリー）

（）

（ ）

（

）

優勝奥田・鈴木組（フリー） 男子ダブルス
酒井・飯泉組（ラ・フェット、フリー）女子ダブルス
高品・村田組（ＳＤＴＣ，フリー） 混合ダブルス

第１７回鈴木杯テニス大会



前号に引き続き、千葉県テニス協議会加盟クラ

ブの紹介です。１月、高浜コートで開催されたク

ラブ対抗テニス大会にお邪魔しました。

明るい雰囲気の会員さん達の中でも一際目立っ

たクラブに、思わずカメラのシャッターをきりま

した。

① クラブ（チーム）名 ピンクパンサー

② 代表者 稲垣由里子

③ 連絡先 船橋市西習志野

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）

アニメで流行しているキャラクターの名前が気

に入ったことと、ピンクのイメージがぴったりの

チームのためです。（はっきり言えば適当に！）

２年前に大会で知り合ったメンバーで結成しま

した。船橋、柏、市川と各自の住いはばらばらの

ため、決まった練習場や練習日はありません。

大会毎に集まってペア等を決め楽しんでいます。

テニス協議会への登録人数は５名ですが、大会

によっては友人・知人も入れて、参加しています。

普段は各地域の大会にも積極的に参加。それな

りの成果を挙げています。

⑤ クラブのアッピール（２０１１年度の抱負等）

明るさが一番のクラブです。年齢は平均すると

４０代で、テニスが好きでたまらないクラブです。

⑥ その他（スポーツ連盟に期待する事等）

沢山試合が出来ること、そして役員が親切なこ

とが魅力です。２０１１度も加盟しますよ！。

《クラブ対抗テニス大会での様子》

最初に各チームの代表者に集まってもらい試合

の仕方を確認しました。説明は木村さん（帽子を

被り背を向けている方）

男子ダブ

ルス・女子

ダブルス・

混合ダブル

スの準に進

行しました。

クラブ紹介
ピンクパンサー

千葉県テニス協議会

第３９回千葉県連盟定期総会について（再）

東日本大震災のために延期した第３９回

定期総会を下記の通開催いたします。

ご多用中とは存じますが各協議会及び各

クラブにおかれましては前回同様、代議員

の選出基準に基づきご出席くださるようお

願い申し上げます。

１．日 時 ２０１１年５月２８日（土）

午後１時３０分～４時４５分

２．場 所 千葉県青少年女性会館

３．議 題

（１）２０１０年度の活動のまとめ

及び２０１１年度活動方針案

（２）決算・監査報告、予算案

４．総会の構成員及び代議員 選出等につ

いては、「総会招請状付記」の通り

５．その他

○各協議会は４月末日（３０日）ま

でに代議員を報告して下さい。

○総会終了後会館近くの｢亀八｣にて

懇親会を行いますのでご参加下さい。



６回目となるテニス協議会主催のシニアテニス

大会が１月９日（日）千葉県総合スポーツセンター

庭球場で開催されました。

シニア大会を始めた頃は参加者が少なく、開催

が危ぶまれた年もありました。前回も多くはあり

ませんでしたが、今回は男女とも６チームずつの

申込みがありました。

（試合前には参加者全員で記念撮影をしました。）

試合は抽選で男女とも３チームずつ２ブロック

に分けました。３ダブルス戦の総当りで各２試合

を行い、その結果で１位～３位の順位トーナメン

トを行いました。

この日は正月明けで寒波が到来、大変寒かった

ものの晴天に恵まれました。天台のテニスコート

は風も無く絶好のテニス日和となりました。

今回は試合数が多くベテランプレーヤーの方々

にも十分楽しめた一日となりました。

試合結果は以下の通りです。

男 子

１位トーナメント

決勝戦 まりりんず２－１ ＬＥＴ

２位トーナメント

決勝戦 ｎｎｐ ３－０ メイユール

３位トーナメント

決勝戦 サンライズ２－１ 南総あんどＣ＆Ｓ

女 子

１位トーナメント

優勝 サンライズ

２位トーナメント

優勝 ＬＥＴ

３位トーナメント

優勝 １Ｍ－ＮＥＴ

参加は以下のチームでした。

男 子ｎｎｐ まりりんず サンライズ

ＬＥＴ メイユール 南総あんどＣ＆Ｓ

女 子ＩＭ－ＮＥＴ 白うさぎ ＬＥＴ

サン・グリーン まりりんず サンライズ

Ｓｐｏｒｔｓ Ｎｅｔ

ち ば NO.１０６
New Japan Sports Federation in Chiba Prefecture

2011年2月16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

盛 況！
第６回シニアテニス大会

千葉県テニス協議会



２月１９日（土）千葉県野球協議会は他の協議

会より一足早く２０１１年度の総会を千葉県スポー

ツ科学センターで開催しました。

小柴 晃理事長の挨拶に続き、脇村事務局長が

２０１０年度の活動報告と２０１１年度の方針を

提案しました。そして会計報告とともに承認され

ました。

また、総会に先立ち浅沼義明県連盟理事長が、

４０年間の連盟活動を基に、今年から新たな連盟

づくりに取り組む決意を表明しました。

承認された役員は下記の方々です。

理事長 小柴 晃 副理事長 赤坂富士美

副理事長 三上昭二（兼審判部長）

副審判部長 佐藤孝男 審判部事務局 福田勝明

事務局長 脇村元夫 事務局次長 槙かがり

理事 郡司国重（兼管理担当）徳田 稔（全国担当）

伊南恵介（会計監査）田久保孝一（会計監査）

総会後第４５回全国軟式野球大会千葉県大会の

キャプテン会議をおこないました。

初めに前年度優勝チーム栄町クラブＺから優勝

旗の返還があり、試合の進め方の確認後、各部毎

に抽選をし、対戦相手を決めました。最後に選手

宣誓があり、キャプテン会議が終了しました。

優勝旗を

返還する

栄町クラブZ

総会後、直ちに審判講習会を開催しました。

この日は研修室内で加藤祥夫関東ブロック審判部

長を講師に座学を行いました。

加藤氏は審判員に関する心得として

①ボールから目を離さずプレイに正対すること。

②プレイは止まって見ること

③大きな声で、力強くコールすること を特に

強調しておられました。

翌日は美浜ふれあい広場にて実技の講習を行い

ました。参加した受講者からは｢審判の大切さを

あらためて感じ、大変勉強になった。｣との感想

を頂きました。 折角の審判講習会だったので参

加者がもっと多ければと残念に思われました。

ストライク

の判定

しっかり立っ

てから

ファールのジェ

スチャー はっきり

手を挙げて

千葉県野球協議会
総会・審判講習会を開催

審判員の心得を強調



久々にテニス協議会加盟チームを紹介します。

１月に開催されたクラブ対抗テニス大会会場の高

浜コートにお邪魔しました。

① クラブ（チーム）名 チーム飛鳥

② 代表者 庄司秀則

③ 連絡先 千葉市花見川区作新台

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）

名前の由来はチーム発足時のメンバーのAriga

Shoji Kimeta の頭文字をとってチームＡＳ

Ｋ⇒チーム飛鳥としました。当初４名の中で残っ

ているのは庄司夫妻のみです。

チームのメンバーは千葉市のグリーンウッドＴ

Ｃ、船橋市の習志野台ＴＣ、印西のスピンＴＣ

から試合好きな人を集めました。

２０～６０才の年齢構成。平均４５歳です。

（試合後コートに集まっていただきました）

練習は週末朝８：００～夕方まで一日中テニ

スができる環境です。相手がいない時は、球出

しマシンで遊んでいます。

メンバーの人数は２０名。発足時は４名でした

が、テニスの仲間の輪を広げました。

⑤ クラブのアッピール（２０１１年度の抱負等）

他のチームに比べると平均年齢が高いチーム

です。でもテニスをやり始めたのが遅いので、

現在テニスが楽しくて仕方ないというメンバー

が大半です。２０１１年の抱負は①２０１０年

より各メンバーが一つ勝ち星を増やすこと。

②テニスの仲間の輪を広げることです。

チーム対抗や個人戦が終わりコートが開放になっ

たら、各チームの皆さん、我チームのメンバー

と遊んでください。楽しみにしています。

（試合が終わってからも楽しんでいます）

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）

安いエントリー費用で沢山試合ができて、新

日本スポーツ連盟の役員の方にとても感謝して

います

クラブ紹介

チーム飛鳥
千葉県テニス協議会

テニス協議会の2011年度の
年間計画が出来ました。

第３０回春季テニス大会

４月２日（土）～３０日 ５月１日（日）

※輪番停電のため中止を予定

第４７回千葉県スポーツ祭典（予選会）

８月６日（土）・１４日（日）・２０日（土）

９月４日（日）・１７日（土）・１８日（日）

９月２３日（祝）天台庭球場他

第４７回千葉県スポーツ祭典（一般）

10月１日（土）・２２日（土）・２３日（日）

11月１３日（日）１９日（土）・12月４日

（日）・１１日（日）天台庭球場他

第１７回鈴木杯テニス大会

１月９日（祝）１５日（日）・２１日（土）

２月４日（土）・１９日（日）・２５日（土）

第３回なのはなテニス大会

３月４日（日）・１０日（土）・１８日（日）

３月２５日（日）高浜庭球場他


