NEWS
No.55 2019

千葉県テニス協会

第 74 回いきいき茨城ゆめ国体 2019

全種別 入賞 !!

会長 挨拶 ��������������������������� ２
理事長・副理事長 挨拶 ��������������������� ３
委員会紹介�������������������������� ４
第74回いきいき茨城ゆめ国体2019����������������� ５
第52回新松戸山喜千葉県テニス選手権大会 優勝者紹介 ������� ８
第73回千葉テニストーナメント 優勝者紹介 ������������ ９
日本スポーツマスターズ2019ぎふ清流大会������������� 10
ねんりんピック紀の国わかやま2019���������������� 10
第81回日本商業開発（株）全日本ベテランテニス選手権'19 優勝者紹介 11
第33回全国実業団対抗テニストーナメント������������� 12
第58回全国実業団対抗テニス大会（ビジネスパル・テニス）����� 12
千葉県テニスの日����������������������� 13
第12回千葉県小学生マッチ練習／クリニック������������ 13
ドイツ・デュッセルドルフ派遣事業��������������� 14
東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援事業��� 16
主な大会結果（2019年1月～12月の大会） ������������� 17
表彰受賞者紹介������������������������ 22

CTA NEWS No.55 2019
会長挨拶

テニスとの出会いと思い

千葉県テニス協会
会長

青 木

義 昇

私は、東京都台東区小島町にて昭和17年に、兄弟５人の長男として生まれ育ちました。小学校から
大学まで小島町から通学しておりました。スポーツが大好きでしたので、大学時代は４年間卓球部に
所属して、更に冬は友人とスキーに行き、同好会に参加しておりました。40歳の時、日本工業刃物株
式会社責任者として仕事や会合等で無理が生じて、１か月入院しました。退院の時、担当の先生に、
空気の良い所でスポーツをすることを強く勧められて、松戸市内のテニスクラブに入会し、家族５人
全員でテニスを始めました。テニスを始めてからは、お陰様で、体力が回復いたしました。10年前、
松戸市内の小金原テニスクラブ（KTC）の創立40周年の時、会長の推薦を頂き、会員の皆様と共に松
戸市内で最大の団体として、更に素晴らしいクラブになるようにと努力して参りました。その後、松
戸市テニス協会（MTA）会長の推薦を頂きました。
「日本一テニスの盛んな街まつど」のスローガンの
もと、松戸市は全日本都市対抗への出場連続３回を達成し、ベスト８の成績を残しました。更に、全
日本ランキングを持つ選手が出場する大会を計画し、お陰様で千葉県テニス協会
（CTA）に主催の承
認を頂き、「まつど女子オープンテニス大会」
を開催するに至りました。この大会は今年で７年目にな
り、毎年沢山の方にご来場頂き、身近に素晴らしい選手のプレーを楽しんで頂いております。
令和元年６月の定時総会にて、千葉県テニス協会
（CTA）の会長に就任いたしました。幼児から高
齢者まで多くの人々に明るく、仲良く、元気にテニスを楽しんで頂き、千葉県が日本一テニスの盛ん
な県になることを目指して参ります。更に2020年東京オリンピックの成功に向けて皆さまと共に努力
して参ります。
よろしくお願い申し上げます。
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理事長・副理事長 挨拶

役員改選にあたって
理事長

南 野

泰 造

2019年度総会役員改選で会長が交代されました。前・小野敏郎会長は
2005年より理事長として千葉国体の準備から2010年開催までの総指揮を
とり、2013年会長に就任して６年間、代表としての重責を請けて戴きま
した。誠にありがとうございました。そして今期より新会長、青木義昇
氏をお迎えしています。青木会長は市のテニス協会、体育協会等のトッ
プを歴任されており事業者としても現役トップであり、豊富な社会経験・
行動力を備えておられます。これから様々な分野で指導・助言を仰ぐこ
とができると期待されます。また、今期改選では、副理事長・常務理事・
理事で多くの新規参入の方々が就任されました。新鮮な目で各人の力量を発揮して頂きますようお願
い致します。さて、わたくし事、10年節目と申しますが５期目の理事長職を拝命しました。職務を全
うしつつ、区切りを模索したいと念じています。
今期２年、役員一同の協力を得て会員皆様方にテニスを楽しんで頂けるよう努めてまいりますので
ご指導よろしくお願い致します。

副理事長就任とジュニア委員会事業について
副理事長・ジュニア委員長

加 藤

正

今年度、副理事長に選任していただきましたジュニア委員会の加藤で
す。微力ながら精一杯努めて参りますのでよろしくお願いいたします。
日頃より、皆様方にはジュニア基金への支援を始めとするジュニア強化
活動にご支援ご協力いただきましてありがとうございます。ジュニアテ
ニスの普及、育成、強化は、テニス協会としても協会を長期的に支える
重要な事業であることを踏まえ、様々な事業に取り組んでおります。具
体的には、
“ジュニア大会の開催”
、
“ジュニアテニスの普及・育成、指導
者育成”
、そして
“県内トップ選手の強化”を３大テーマとして、県ジュニ
ア選手権、小学生大会の開催やトップ選手を対象とした強化合宿、対抗戦、海外遠征などを実施して
います。さらに、ジュニアテニスの底辺を支える普及指導事業では、県内5ブロックでの初心者教室、
初心者大会などの活動の他、TENNIS P&S を活用した学校との連携事業などにも取り組んでいます。
その結果、本年度も低年齢ジュニアの試合参加者数が維持されると共に、多くのトップ選手が全国大
会で上位に入り、優秀な成績を収めています。
これからも、これらの事業の更なる充実と継続に努めてまいりますので、
よろしくお願いいたします。
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委員会紹介
〈総務委員会〉

委員長

佐藤 由美子 〈普及委員会〉


6人中4人が新任のフレッシュ
な委員会です。総務は渡邉理事
と会議記録や規程類にかかわ
る 事 を、 会 計 は 青 木・ 深見理
事と会計検査や予算に関する
こ と を、 広 報 は 笈 川・ 宇野理
事と年1回発行の WEB 版 CTA
NEWS の編集を担当しています。力不足ですが
できることをコツコツと、次の方が笑顔で引き継
げる仕事にしていきたいと思います。

〈郡市委員会〉

委員長

〈国体委員会〉

委員長

委員長

竹内

実

千葉県選手権・千葉トーナメ
ント・県民体育大会・クラブ対
抗・シニアベテラン大会等にご
参加・ご協力を戴きまして有り
難うございます。年々、参加者
は減少傾向にあります。これは
テニス人口に比例したものだと
思いますが、なんとか少しでも参加者を増やそう
と
「参加費」
、
「ゲーム形式」
、
「ランク別」
等の是正
を考えています。千葉県テニス協会は参加する人
達で成り立っています。是非とも試合に参加しま
しょう！宜しくお願いします。


佐藤 篤也 〈実業団委員会〉

本委員会は秋に行なわれる国
民体育大会に向けて、成年男女
及び少年男女の選手選考、大会
視察、強化練習会、関東ブロッ
ク大会から本国体までほぼ通年
で活動しています。和歌山大会
において初の天皇杯を獲得して
以来好成績をあげているのは、千葉県のテニスに
関わる人たちのお陰と感謝しています。これから
も声援をお願いします。

秋山 礼美

普及委員会では、事業協会や
県内クラブ・スクール他多くの
方々にご協力頂き、毎年9月に
「千葉県テニスの日」
イベントを
開催しています。幼児から大人
まで沢山の方にご参加頂き、み
んなでテニスに親しむ大変楽し
い一日となっています。このイベントをきっかけ
に、一人でも多くのテニス愛好者が増え、テニス
の輪が広がっていくことを願っています。


西村 宗一郎 〈行事委員会〉

現在の主な活動は7回を迎え
る
「郡市交流中学生テニス大会」
の運営です。
この大会では
「ジュ
ニア大会を通じて郡市間の交流
を深め県全域のテニスの活性化
を図る」
を趣旨に、16チーム180
名弱の子供達が一同に集まり、
楽しく又厳しい試合を通して交流を深めていま
す。回を重ねる毎に郡市でもジュニア選手の発掘
と育成を計る所が増えてきました。この様な動き
が広がると、千葉県テニスの底辺拡大、
レベルアッ
プに繋がって来ると、大きく期待しております。

委員長

委員長

村川

暁

実業団委員会では、春に実業
団リーグ、秋にビジネスパルの
団体戦と、年度末に個人戦であ
る社会人大会を開催していま
す。団体戦は上位大会があり、
実業団の最高峰である日本リー
グには、千葉県代表として山喜
が4年連続で出場します。社会人大会は実業団登
録チームの選手だけでなく、社員の家族や個人会
員も参加可能です。

〈審判委員会〉

委員長

荻野 真史

公式大会に不可欠のスタッフが公認審判員です。レフェリー、主審、ラインアン
パイア、ロービングアンパイア等の役割を担います。当協会でも毎年Ｃ級認定会を
開催して鋭意募集し、実務研修も実施しています。是非ご一緒にスタッフに仲間入
りくださいませんか。主審も不足していますのでテニスをされる若い方を募集して
います。
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第74回いきいき茨城ゆめ国体2019
総監督

佐藤 篤也

天皇陛下御即位記念第74回国民体育大会
「いきいき茨城ゆめ国体2019」
を天皇杯第４位、皇后杯６位と
いう素晴らしい成績で終えることができました。３年前の悪夢のようなノーポイントから、愛媛で８
位、福井で５位と順位を上げてきましたが、今年はさすがに厳しいかとの予想でした。今回の好成績
のポイントは成年男子の１回戦、第７シード兵庫戦の勝利、そして少年女子３回戦のプロ選手を擁す
る茨城戦での勝利です。成年男子・大和田選手の大逆転での勝利が千葉県に運を運んできました。ま
た、少年女子・勝負のかかった山㟢・長門両選手によるダブルスもゲームカウント４７からタイブレー
クを制する大逆転。千葉県の底力を感じた瞬間でした。今年は
「チーム千葉」
の団結力の強さと各対戦
における千葉県応援団の大声援があっての勝利です。改めて選手、スタッフを始め応援の皆様に大い
に感謝いたします。来年も頑張ります！ありがとうございました。
成年・少年男子監督

齋田

淳

今回成し遂げた「４種別入賞」
は私の長年の夢でした。それは
「最後までみんながいる」
こと。総合優勝
した時も表彰式にいたのは２種別でしたので、出来そうで出来ない、そんな夢でした。今回のドロー
では３種別でシードをいただきました。シードに入っていなかった成年男子は、１回戦で第７シード
の兵庫県と対戦します。そしてこの試合が
「チーム千葉」
にとっての開幕戦でした。学生のトップに君
臨する２人に対して、チームリーダー大和田選手が闘志あふれるプレイで打ち崩すと、蓮見選手は粘
りのテニスで突破し、
「チーム千葉」
は一気に勢いに乗ったのです。また、今回のチームは勢いだけで
なく、実際に強いチームでした。選手とスタッフが一体化し、誰かがピンチの時には誰かが背中を押
す、そんなチームになれたことが一番の勝因です。今年は茨城県神栖市海浜公園テニスコートと近く、
何度か訪れている馴染み深い会場で、地元という気持ちがしていました。そして、千葉県テニス協会
の方々を始め、多くの方々が連日応援に来て下さり、ほぼ HOME の状態で試合に臨めたことも選手
たちの背中を強く押していただいたと思います。ありがとうございました。
成年・少年女子監督

秋山 礼美

今年は１会場での開催で協会関係者も応援に駆けつけ、
「チーム千葉」
一丸となっての参戦となりまし
た。少年女子の３回戦、開催県の茨城と対戦し、相手の大声援に加えて皇族が観戦される天覧試合の
中、高い集中力と堂々としたプレーで存在感を見せた山﨑選手は本当に見事な勝利でした。ダブルス
での実力が光った長門選手、勝負所での展開に才能を感じるプレーが随所に見られました。成年女子
は過去千葉県の旗手を務め総合優勝も経験している岩井選手と、初出場の清水選手です。準々決勝で
埼玉戦に惜敗しましたが、その埼玉が最終的に優
勝し「優勝」まで紙一重でした。高校生から社会人
まで環境の違う選手達がスタッフと一緒にこの期
間だけの千葉県らしい素晴らしいチームを作って
くれました。この度、応援・ご協力いただいた皆
様、本当にありがとうございました。最後に、引
退される岩井真優選手。テニス生活本当にお疲れ
様でした。千葉県のために長い間頑張ってくれて
ありがとうございました。
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①現在のテニスの活動状況

＊成年男子＊
大和田 秀俊（株式会社リコー）
①リコーの実業団チームで活動中。練習拠点は
会社の敷地内にテニスコートとジムがあり、
そこで練習をしてます。
②今年は茨城県で行われ、地方で行われる時よ
りもたくさんの方々に応援に来てもらうこと
ができ、ホームで試合しているような雰囲気
の中、試合することができました。応援あり
がとうございました。私個人としては7回目
の国体出場となり気づけばチームの中で最
年少から最年長になっていて少し驚きです。
「チーム千葉」
の雰囲気はとても大好きで毎年
国体でしか一緒になることのないはずなのに
常に一緒に戦っているようなチームの雰囲気
を味わうことができます。全種目入賞できた
のも選手とサポートのチーム力の高さの結果
です。選手の方々、サポートの方々ありがと
うございました。
最後に今でもこうして会社の方々や家族のサ
ポートのおかげで学生やプロにも負けず、テ
ニスに打ち込むことができる環境に置いても
らえてることに感謝の気持ちでいっぱいで
す。この場をお借りし感謝申し上げます。い
つも本当にありがとうございます。
蓮見 亮登（明治大学）
①今年はインカレ本戦ベスト32、国体ベスト8、
また関東大学テニスリーグでは、男子１部
リーグで6位となり筑波大学との入替戦を行
い一部残留。
②去年に引き続き2回目の国体ということで、
まさか今年も出れるとは思っていなかったの
で、出場出来たこととても嬉しかったです。
また千葉県テニス協会の方々の沢山のご支援
やご声援を頂きました。
色々な方々のご支援、
ご協力のおかげでそのような場に立てること
に感謝したいです。そして今回の国体では4
種目すべて入賞という素晴らしい結果で終わ
ることが出来ました。
私自身、
1回戦で第4シー
ドの兵庫県に2-0で勝てたことはとても自信
になりました。
最後になりましたが、国体で一緒に戦った代
表メンバーの皆さん、そして千葉県テニス協
会の方々、茨城県テニス協会の方々、その他
関係者の方々、引率して頂いた軸丸コーチ、
佐藤先生、齋田先生、石川先生、秋山監督、
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②今国体に参加して感じたこと
③その他自由記述

水澤先生、重永先生、笠原トレーナー、貴重
な経験をさせて頂き心から感謝します。あり
がとうございました。

＊成年女子＊
岩井 真優
（筑波大学）
①先日、全日本大学テニスリーグで優勝し、そ
の大会をもって引退となりました。
②本当にスタッフの皆様の手厚いサポートのお
かげで全力でプレーをすることができまし
た。ありがとうございました。また、全種目
入賞という快挙に貢献出来たことを光栄に思
います。今大会は少年少女と会場が一緒だっ
た為、千葉チームの団結力がより一層際立っ
た年だと思います。毎年前年度を超える楽し
さを感じることができ、とても充実した1週
間でした。本当にありがとうございました。
清水 里咲
（駒澤大学）
①今のテニスの現状は国体を終えて、一区切り
着いてまた今月からインカレ室内が始まるの
でそこで結果を残せるように練習に励んでい
ます。
②私は国体に出るのが夢でした。少女の時はい
つも補欠で悔しい思いをしましたが、成年で
今年は出れることが決まりとても嬉しかった
です。周りの人は国体に出場すると言うと
「凄い」
と言ってくれ、国体は日本の中でも大
きな大会なので出場することができて本当に
一生の宝物になりました。そして、7位入賞、
全種目入賞という今までなかった結果を出せ
たのも私の中では宝物です。国体は自分が必
ず一つ勝たないと勝利はできないのでとても
緊張感持って試合をできるしペアのためみん
なのためと思い試合ができ、いつもの大会と
また違う楽しさもありました。そして団結力
という大切さを今大会で1番学びました。

Chiba Tennis Association

＊少年女子＊

＊少年男子＊
石井 涼太（八千代高校）
①現在は来年の全日本選手権出場を目標に
JTA ランキングを上げるため、JOP の大会
に出場しています。
また、ジュニアでのテニス人生は国体で一区
切りつきましたが、大学に進学してからも活
躍できるよう日々練習に取り組んでいます。
②初めて国体の選手に選出され、国体期間の練
習やサポートに驚きました。またそれと同時
に千葉県の代表として戦う責任を感じまし
た。今年の国体は少年、成年が同会場だった
こともあり一緒に行動することが多く、先輩
方と一緒に練習して頂いたりテニスのことや
大学のことなど様々な話を聞くことができ、
とても有意義な時間を過ごせました。更にレ
ベルアップし、来年は成年の部で出場できる
よう頑張りたいと思います。
村松 陸（東京学館浦安高校）
①今まで通り練習に励んでいますが最近は大学
生になったら活躍できるように多くの試合を
まわっています。
②私は今回がはじめての国体でしたが千葉県を
代表して戦うことやチーム力の大事さを学び
ました。

山﨑 郁美
（秀明八千代高校）
①現在はジュニアの活動が終了し、一般の JOP
や日本や海外の ITF プロサーキットの方に
出場しています。今年はエジプトや韓国、タ
イに行っています。
②初めて国体に出場させて頂き沢山の方々の手
厚いサポートと、どこの県にも負けない心強
い応援、笑顔溢れるチームちばのお陰でとて
も充実した国体期間を過ごすことができまし
た。こんなに応援される中の試合というのは
なかなか経験することがなく、緊張もありま
したが、
勝った時の嬉しさが普段の倍以上で、
改めてテニスが楽しいと心の底から思えた大
会になりました。
③大学卒業後はプロとして活動していきたいと
思っています。千葉県テニス協会様には小さ
い頃から沢山お世話になっているので、結果
で少しでも恩返しが出来るよう毎日頑張って
行きたいと思います。また国体に出れる機会
があったら次こそは優勝します！これからも
よろしくお願いします。
長門 桃子
（東京学館船橋高校）
①現在はアメリカの大学に進学予定の為、勉強
しながら JOP 大会に出場しています。
②初めて出場させて頂いた国体は、スタッフ皆
さんの沢山のサポートや心強い応援のお陰で
充実し、とても濃い時間を過ごすことが出来
ました。団体戦の楽しさと応援が力になると
いうことを改めて強く感じた大会でした。
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第52回新松戸山喜千葉県テニス選手権大会 優勝者紹介
一般男子シングルス優勝

神田 留尉
（ルーセント TC 柏）

まず、この大会の大会運営の係員を始め、ご尽力して頂いた方々
に感謝し、お礼申し上げます。大会運営の皆さんのおかげで、
大会を通じてリラックスしてプレーが出来ました。ありがとう
ございました。決勝の大和田選手とは、A-One で僕がテニス
を始めた時、浅野コーチのハードな練習の時も、平然と次元の
違うテニスをしていて、その時から雲の上の存在でしたが、僕
を膝に座らせてくれたりと、可愛がって貰った事を覚えていま
す。それから、インターハイ、インカレ、全日本選手権で会っ
てはいましたが、僕は大和田選手の所まで行けませんでした。そんな大和田選手に勝
ち優勝出来るとは自分でも驚いています。
試合中は、
自分の120％のプレーをする為に、
常に攻撃的に集中力を切らさない様にしました。勝敗は気にしていなかったので、あ
る意味ゾーンに入っていたのかも知れません。来年から社会人になりますが、テニス
は続けていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。

一般女子シングルス優勝

石井 優希
（Ken’
s 千葉）

今回、千葉県選手権で３連覇することができて本当に嬉しいで
す。私は高校を卒業してからは、試合を回っていたり他の試合
に出ているわけではないので、年に１回この千葉県選手権が私
の中では１番大きな大会です。いつも試合前には、
「Ken’
s 千葉」
のコーチ達や友人が夜遅くやお休みの日に私の練習に付き合っ
てくれ、試合当日も応援に駆けつけてくれたりと、たくさん力
を貰っています。私は応援してもらえると頑張れるタイプで、
それを知っていて毎年決勝戦では Ken’s のコーチたちはお休
みの日やレッスンの空き時間にでも応援に駆けつけてくれるので、感謝してもしきれ
ません。今年は体調不良や怪我で、国体の選考会や東日本大会は欠場することになっ
てしまいましたが、いつも頑張ってねと声をかけてくれたり応援に駆けつけてくれる
「Ken’
s 千葉」のお客様やスタッフ全ての方に、来年の千葉県選手権や他の大会の結果
で少しずつ恩返ししていきたいと思っています！試合に出てテニスを続けていく限り
は、上を目指して精一杯頑張りたいと思いますので、これからも応援していただける
と嬉しいです。
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第73回千葉テニストーナメント 優勝者紹介
一般男子シングルス優勝

稲見 博史
（クレール ITS）

まず、始めに今大会を主催してくださった千葉県テニス協会様、
サポートして下さった皆様、本当にありがとうございました。
決勝で対戦した神田選手は、春の千葉選手権で負けているので
今大会でリベンジが出来、最後のポイントを取った時は、本当
に嬉しかったです。春の大会では、ショットの精度に自信がな
くただ入れにいくボールになりディフェンスが出来なかった事
や、２nd サーブで打たれてしまい１st サーブの確率を上げる
ために入れにいきサーブのアドバンテージを取れなかったため
負けてしまいました。春の大会が終わってからエースを取りに
行くボールではなくディフェンスボールの精度とサーブを磨きました。
手応え的には、
特にサーブが良くなり１st サーブではエースとフリーポイントの割合が増え、２nd
サーブになっても劣勢からのスタートではなく対等な状態から戦えるようになりまし
た。今大会優勝できた一番の要因だと思います。今大会で優勝出来たことにより関東
オープンの WC を頂けるのと国体選考会にも呼んで頂けるので、この二つの大会で
優勝するのが今後の僕の夢です。そして、所属先ケーテーシーで参加している千葉実
業団で優勝し、関東実業団に出場出来るように日々頑張っていきたいです。今後とも
ご指導、ご声援宜しくお願いします。

一般女子シングルス優勝

小松 莉奈
（SOL Tennis College）



まず、初めに本大会を主催してくださった千葉県テニス協会の
方々本当にありがとうございました。今回、正直優勝できると
は思っていませんでした。社会人になり、学生時代のようにテ
ニスに打ち込んでいるわけではなかったので優勝できたことに
びっくりしています。今大会で優勝できたのも練習させてくだ
さったスクールのコーチを初め最後までサポートしてくださっ
た大学の監督のおかげです。何よりどんな時も支えてくれた両
親には感謝してもしきれません。今は社会人になってテニスに
打ち込むことができませんが、今回のように大会に出場して少しでも多くテニスがで
きるようこれからも楽しみ努力していこうと思います。また、いつかテニスに打ち込
める日を迎えられるよう日々たくさんのことで精進していきます。今大会優勝したこ
とにより、来年の千葉県国体予選の出場権を取得したので本国体にも出場きるように
努力していきます。本当にありがとうございました。
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日本スポーツマスターズ2019ぎふ清流大会


監督
（兼選手）山根

知

9月21～24日、岐阜県岐阜市の長良川テニスプラザで開催された日本スポーツマスターズ2019ぎふ清
流大会に千葉県代表として参加しました。予選リーグは雨の影響もあり、10ポイントタイブレークの
超短期決戦に変更。緊張感で他県の強豪選手達が敗退する中、全員が1位通過。本戦は通常通りの進
行で男子 S の稲野選手は持ち前の粘り強さで健闘
するも優勝した香川県の選手に3-8で初戦敗退。男
子 D 山根・渡辺ペアは QF で長崎県のペアに6-8で
敗退。唯一最終日に残った女子 D 青木・村田ペア
は SF で地元岐阜県のペアに4-6 4-6で惜敗という結
果で、都道府県別順位は5位でした。県の代表とい
う自負を持った団結力のある素晴らしいチームで、
千葉県の代表として参加出来た事を非常にうれしく
思います。代表選手の皆様、千葉県テニス協会、岐
阜県テニス協会の皆様お疲れさまでした。

ねんりんピック紀の国わかやま2019
監督
（兼選手）坂井 宣夫
『ねんりんピック紀の国わかやま2019』は11月9～12日、和歌山県で開催されました。同時にテニス交
流大会も10・11日の2日間、和歌山市立つつじが丘テニスコートで開催されました。チームの皆さん
とは初対面でしたが、温かい心遣いや思いやりのおかげで親しくなれて楽しい4日間でした。チーム
ワークでは金メダルだと思います。総合開会式の盛り上がり、団体戦特有の緊張感や興奮など新鮮な
体験が満載で来年の神奈川大会にも再度チャレンジ
したいと思います。このような機会を与えてくだ
さった千葉県テニス協会、千葉県社会福祉協議会の
皆様に厚くお礼申し上げます。
【選手】
70歳男子
（山田稔・坂井宣夫）
60歳女子
（山﨑夢路・高橋芳子）
60歳男子
（安田幸博・岩元隆一）
【結果】
予選リーグ：千葉3-0熊本
千葉3-0青森
決勝トーナメント：千葉1-2三重
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第81回日本商業開発㈱全日本ベテランテニス選手権 '19 優勝者紹介
男子40歳以上シングルス・ダブルス優勝	

向

和彦
（アポロコーストテニスクラブ）

5年前手にした優勝トロフィーも、毎年強敵揃いで手に入れることができず、5
年越しでやっと念願叶いました。ベテランの試合に出場する事で試合の楽しさ
や気づきが沢山あり、毎年自分を成長させてくれます。この経験を指導してい
るスクール生の方々やジュニアの育成にも還元していければと思っています。
この優勝は、自分だけで成し遂げられるものではなく、家族や試合に出る環境
を提供してくれたクラブのスタッフ、用具提供して頂いているメーカー様にも
感謝しています。来年は二連覇目指して頑張りたいと思います。

男子70歳以上シングルス優勝	

右 / 向選手

前田 克己
（千葉田園テニスクラブ）

全日本ベテランテニスには60歳から参戦し今年で12回目、過去単複合わせ数回
決勝戦に挑みましたが今回ようやく優勝することができ喜んでいます。特に
今年は8月に古傷の右肩を痛め１ヶ月の安静を余儀なくされ、10月の全日本に
間に合うかどうか心配でしたが何とか回復し、期間中持ちこたえることができ
ラッキーな勝利でした。今後は体調管理に注意を払いながら所属する千葉田園
テニスクラブの仲間や近隣の練習会仲間、全国のベテランテニスの仲間たちと
のテニスライフを楽しく続けていきたいと思っています。

女子75歳以上シングルス優勝	

鈴木 正枝
（セントマリアホスピタル TC）

昨年は、
”連覇を目指して頑張ります
“とニュースに書きまして、それが実現で
きて嬉しく思います。今回は大会前に脚を痛めて1回戦は苦労しましたが、大
会のトレーナーに処置して頂き、無事乗り切ることができました。普段コート
上では年齢を忘れてボールを追いかけ、走り回れることに幸せを感じます。あ
と2回で全日本ベテラン大会連続30回出場になりますので、是非それを目指し
て励みます。仲間の支えがあり、楽しくテニスができることに感謝しています。
本当にありがとうございます。

男子55歳以上ダブルス優勝



原口 浩二
（アルドールテニスステージ）

一昨年の9月29日、我慢できない腰の激痛で救急車で運ばれ緊急入院しました。
脊椎に細菌が入る感染症で病名は化膿性脊椎炎。2ヶ月の入院と、脊椎が細菌
に破壊されかけ2度の手術を行ったため筋力は完全に衰え最初は歩けず車椅子
の生活。リハビリ中は肉体的、精神的にも苦しく何度もくじけそうでしたが、
試合に復帰したいという気持ちと家族、職場、テニス仲間の支えがありここま
で回復できました。来年は60歳以上のカテゴリーになりますが単複優勝目指し
て頑張りたいと思います。
長岡選手

女子65歳以上ダブルス優勝	

原口選手

森山 郁野
（SPTC）

全日本の試合に出始めて18年。今年は昨年と一緒のペアで優勝することが出来
て、やり切れたことにホッとしています。この頃では怪我無く楽しんでできる
ことが大切と思うようになりました。そしてお喋り、試合会場の特産・食事を
味わうことが楽しいです。これからも身体にやさしいテニスを目指して楽しみ
たいです。『ひとりの満足 みんなの迷惑』と言われながらも応援してくれる
家族に感謝。皆と元気で逢えることを願って日々精進です。
男子45歳以上シングルスでは、平岡 伸雄選手（北柏テニスクラブ）
が優勝しました。
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第33回全国実業団対抗テニストーナメント


ルネサンス監督

舘内 祐二郎

2010年より活動を開始し、早いもので今年10年目を迎えました。創設メンバーのほとんどが一線を退
きましたが、新たなメンバーが加わりながら今日を迎えております。また前年度より念願の女子部も
活動を開始しました。今年度から男子はビジネスパルを若手中心、リーグをベテラン中心の2チーム
体制、そして女子部と合計3チームで活動させていただきました。特に今年度女子チームは、すべて
の大会が初出場でしたが、ビジネスパル関東大会優勝、関東実業団対抗優勝、ビジネスパル全国コン
ソレ A トーナメント優勝、全国実業団対抗テニストーナメント6位という結果を残すことができまし
た。目指していた戦績ではありませんでしたが、多くの試合への出場を通してチームとしてまとまり
が出てきたことは、大きな成果です。我々ルネサンス実業団テニスチームは、各種大会で優秀な成績
を目指し試合に出場させていただいておりますが、
一番の目的は、愛社精神を養いながら、更に自身の
テニススキルを向上させるための材料＝課題を探す
ことです。今年見つけることができた課題と向き合
い、今より成長できた姿で来年を迎えたいとチーム
一同考えております。これからも他チームの皆さん
と切磋琢磨しながら、
『課題収集』
をがんばりたいと
思います。

第58回全国実業団対抗テニス大会（ビジネスパル・テニス）
新日本建設

児玉 優太郎

今年度、ビジネスパル関東大会を優勝し、愛媛県
松山市で行われました全国大会に出場させて頂
きました。全国大会では優勝したチームに惜しく
も敗れましたが予選リーグを一位で通過しベス
ト8まで勝ち進むことができました。昨年に引き
続き2年連続でのベスト8となりました。来年こそ
は優勝し、シード権を獲得できるよう精進してま
いります。ジュニア、
国体、
実業団と様々なステー
ジがございますが、我々はこれからも千葉県の
テニス競技を実業団のステージから盛り上げて
いけるよう努めて参りたいと思っております。
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千葉県テニスの日


普及委員長

秋山 礼美

毎年、千葉県総合スポーツセンター ( 千葉市 ) で開催してきた
「千葉県テニスの日」
。今年初めて
「県立
柏の葉公園 庭球場」
にて参加費無料で開催いたしました。ジュニア
「北ブロック
（野田市、
流山市、
柏市、
我孫子市、白井市、印西市）」のコーチ陣にご協力いただき、TENNIS PLAY ＆ STAY や初心者テニ
スのレッスンを展開。チーバくんも登場し会場を大いに盛り上げました。晴天のもと177名の参加者
をお迎えし、大変盛り上がったテニスイベントとなりました。
「あ～楽しかった！」
「初めてだったけ
ど簡単にボールが打てた」
「もっとやりたい！」
沢山の方の笑顔と、
「楽しかった！（満足）
」
の声が聞か
れました。このイベントをきっかけに一人でも多くのテニス愛好者が増えることを期待いたします。

第12回千葉県小学生マッチ練習 / クリニック
強化部会長

木本

知

11月4日しばらくぶりの晴天の下、毎年恒例の普及指導部会・強化部会の合同で千葉県小学生マッチ
練習／クリニックが無事行われました。この事業は県内の ① ランキング順で選ばれる上位選手

②

抽選で選ばれる初級の2つのクラスを（１）クリニック
（２）マッチ練習に分かれ、午前午後を各クラス
交代して行いました。クリニックでは今年も福井 烈プロに講師をお務めいただき、楽しくときには
厳しく選手のレベルに合わせご指導いただきました。毎年このイベントを入り口として千葉県所属と
しての選手の意識、一体感を参加選手および保護者の方にお持ちいただくことにつながっていると思
います。イベント最後には恒例のお楽しみ抽選会もあり、豪華賞品が当たるということで大いに盛り
上がりました。ご参加いただいた皆様、お手伝いいただいた斎藤普及指導部会長をはじめスタッフの
皆様、強化部会スタッフの皆様、加藤委員長をはじめジュニア委員会事務局、そして福井プロはじめ、
ご協賛賜りましたブリヂストンスポーツ株式会社様に厚く御礼申し上げます。
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ドイツ・デュッセルドルフ派遣事業


ジュニア委員長

加藤

正

千葉県テニス協会では、千葉県教育庁の依頼を受け、平成22年 (2010年 ) からドイツ遠征を実施して
います。これは、千葉県と姉妹都市であるドイツ・デュッセルドルフ市との交流事業の一環で、当初、
テニスと卓球、サッカーの3種目での交流として始まり、その後、各競技団体事業 ( 県は共催 ) として
継続しているものです。派遣選手は、14歳以下の中学生男女２名ずつで、選手の選考は、関東ランキ
ングを基に名簿を作成し、参加希望を確認した上でランキング上位者から決定しました。男子は、平
井詳大選手 ( 浦安市立明海中１年 ) と門晴澄選手 ( 白井市立南山中２年 )、女子は大吉向空選手 ( 千葉
市立みつわ台中2年 ) と岩田莉子選手 ( 千葉市立大椎中1年 ) が選考され、
出発日当日成田空港に集合し、
結団式後ドイツに向かいました。デュッセルドルフでは、毎年
「Düsseldorf

Friendship Cup 」に参

加しています。今年は8月４日 ( 日 ) から10日 ( 土 ) までのスケジュールで開催されました。今年の参
加チームは、地元デュッセルドルフチーム、ロシア：モスクワチーム、ポーランド：ワルシャワチー
ムそして千葉チームの4チームで、各選手はシングルス、ダブルス、ミックスダブルスの3種目を戦い
ました。各選手初めてのレッドクレーコートで、言葉の通じない相手との試合に苦戦しながら頑張り
ましたが、モスクワチーム、ワルシャワチームのレベルが高く、全員の勝敗を合計した団体戦では、
我が千葉チームは3位となりました。個人では、大会役員と各チームの監督で選ぶフェアプレー賞を
男子の平井詳大選手が獲得しました。各選手は、遠征中毎日の朝のウォーキング、試合、夕方のトレー
ニングと、チームでの団体生活をきちんとこなすと共に、試合では他国の選手との国際交流を果たす
など、様々な貴重な経験をし、今後の活躍が期待されます。

《結団式＆成田空港出発》
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≪派遣選手≫

平井 詳大選手

門 晴澄選手

大吉 向空選手

岩田 莉子選手

≪表彰式≫

≪成田空港において報告会及び解団式≫

≪表彰・千葉チーム≫
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東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援事業
CTA オリンピック強化委員長

加藤

正

千葉県では、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向けて、平成26
（2014）
年度か
ら「東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援事業」に取り組んでいますが、従来の5
か年事業は平成30年度で終了し、今年度は、直前年度の取り組みとして、最も出場の可能性の高い選
手に絞って支援するという厳しい選考条件が示されました。そこで、1月の全豪オープンで予選を勝
ち上がり、その後４月のフェドカップワールドグループ２部プレーオフ
「日本対オランダ」
でもシング
ルス2勝と日本代表として活躍した大網中出身でジュニア時代は千葉県の強化で育った土居美咲選手
を推薦し、県から強化指定を受け、支援を開始しました。土居選手は、その後ヨーロッパ遠征し、7
月のスウェ－デンオープンでは上位シードを次々と破り、見事優勝を遂げています。また、9月に行
われた国際大会のジャパンウィメンズオープンでは、ノーシードから上位シードを次々と破って準優
勝、続いて開催された世界トップ選手が参加した東レパンパシフィックオープンでもワイルドカード
で出場し、ベスト8となり、世界ランキング (WTA）でも ( 日本人として ) 大坂なおみ選手に次ぐ82位
（2019.12.16現在）となっています。このように、土居選手は素晴らしい成績を収めており、東京オリ
ンピックでの活躍が期待されるところとなっています。

Photo credit by 住友ゴム
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主な大会結果（2019年1月～12月の大会）
●第52回新松戸山喜千葉県テニス選手権大会				
＜一般の部＞日程：2019年4月6日～5月11日／会場：県総合スポーツセンター、フクダ電子ヒルスコート
協賛 新松戸山喜		
		
種目

優 勝 （氏名／所属）

男子 一般単

神田

留尉

男子 一般複

中村

祐樹・畑山

女子 一般単

石井

優希

女子 一般複

石井

優希・中村

準 優 勝 （氏名／所属）

（ルーセントＴＣ柏）

優也 （美浜 TG）
（Ken' ｓ千葉）

大和田

秀俊

（一般）

衛藤

佑樹・國司

天野

結花

朱里 （Ken' ｓ千葉）

大識 （Bonds Tennis Academy）
（松原 TC 印西）

－

－

＜ベテランの部＞日程：2019年6月22日～7月21日／会場：県総合スポーツセンター、フクダ電子ヒルスコート
種目

優 勝 （氏名／所属）

男子35才以上 単 畠中

聡

男子35才以上 複 佐藤

英克・畠中

男子40才以上 単 道田

光

男子40才以上 複 道田

光・中島

男子45才以上 単 山根

宏二

男子45才以上 複 山根

知・渡辺

男子50才以上 単 土谷

啓介

男子50才以上 複 松浦
男子55才以上 単 谷

聡
資夫

準 優 勝 （氏名／所属）

（大正セントラルＴＣ新宿）

岩本

翔平

（マス・ガイヤＴＣ・大正セントラルＴＣ新宿）

岩本

翔平・澤村

（Ｃ－ＦＥＴＺ）

島村

広輝

（Ｃ－ＦＥＴＺ・船橋さくらＴＣ） 島村
（コナミスポーツ津田沼）

元雄

渋谷

明広・杉田

男子55才以上 複 堀内

秀一・藤井

男子60才以上 単 杉山

正

男子60才以上 複 天津

康史・関

男子65才以上 単 安田

幸博

（イースタンＴＣ）

敏秀

男子65才以上 複 安田

幸博・髙濱

男子70才以上 単 前田

克己
隆夫・前田
時夫

男子75才以上 複 水田

浩・高畑

謙也・髙山

茂

（ウエストグリーンＴＣ・志津ＴＣ）
（ＴＴＣ）

鑑明

敏秀

（テニスユナイテッド）
（金町Ｔ G）

敏之・村田

善保 （CLOVER TENNIS ACADEMY・足立区テニス協会）

髙濱

牧人

（AUT）

篠塚

明夫・鈴木 和素

（総武グリーンＴＣ）

（千葉田園ＴＣ）

伊藤

裕

（若草ＴＣ）

克己 （千葉田園ＴＣ）

牧人 （ベイリーフ・AUT）

男子75才以上 単 森澤

雅重 （B．B．・Ken's 千葉）
（日本製鉄鹿島硬式テニス部）

実・小山

（ルネサンス鷹之台・金町テニスガ - デン） 出村
（ベイリーフ）

男子70才以上 複 小野

関

剛・阿部

厚

良成 （稲門テニス倶楽部・立川ＴＣ） 吉川

（袖ケ浦ローン・Ken's 千葉）
（TOP インドアステージ亀戸）

亨

裕一 （Team I' ｚ・フェローズスポーツ） 深沢
武田

英二

一義

（船橋さくら TC・Ken's 千葉） 佐久間

（文京区テニス協会）

知秀 （Ken's 千葉）
（袖ケ浦ローン）

広輝・林

（アルドールテニスステージ） 北坂

嘉明

（Ken's 千葉）

寛行

中田

弘・衛藤

（オールサムズＴＣ）

田口

正樹

寛

（殿山Ｔ G）

藤田

元良・富山

（足立区テニス協会・Bonds Tennis Academy）
（ウエストグリーンＴＣ）

和義 （ルネサンス鷹之台・稲毛フラワーＴＣ）

男子80才以上 単 深井

克彦

（ＣＴＡ個人会員）

河野

晶二郎

（ＴＴ新浦安）

女子40才以上 単 高橋

えみ子

（テニスプロジェクト）

青木

奈央

（IHSM テニスアリーナ松戸）

女子40才以上 複 鈴木

智美・高山亜矢子 （ローリープランニングＴＣ・ニッケテニスドーム） 相馬

女子45才以上 単 土屋

純香

女子45才以上 複 中里

淳子・酒井知代子 （松原 TC 印西・松山下ＳＣ） 原田

幸子・鳥塚

女子50才以上 単 栗原

めぐみ

博子

女子50才以上 複 安藤雅樹子・八田
女子55才以上 単 市川

早苗

女子55才以上 複 森満

葉子・水谷

女子60才以上 単 山内

淳子

女子60才以上 複 加納

優子・丸一

女子65才以上 単 若槻

よし子

女子65才以上 複 高橋

芳子・工藤

女子70才以上 単 江沢

好美

女子70才以上 複 細江

幸子・中村

（江戸川台ＴＣ）
（ローズヒルＴＣ）

野口

圭子 （テニコミ千葉・船橋さくらＴＣ） 村松
渦尻

（あじさいＩＴＳ）

智子 （ダンロップＩＴＳ常盤平・流山グリーンＴＣ） 中野
島田

（あじさいＩＴＳ）

佐都・堤田久美子 （ベイリーフ・上尾セントラルテニス）

大野木

博美

（クレール ＩＴＳ）

公子 （ルネサンス鷹之台・千葉田園ＴＣ）
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（江戸川台ＴＣ・ＴＴＣ）
（チームオクヤマ）

令子・川村
京子

徳子 （テニコミ千葉）
（あじさいＩＴＳ）

－
小夜子
－
宮本

純子

幸子

桂子 （総武グリーンＴＣ・水戸グリーンＴＣ）

淳子 （船橋さくらＴＣ・松山下ＳＣ）
（袖ケ浦ローン）

千恵・谷

京子 （テニコミ千葉）
（テニスガーデンレニックス） 川西

（Ｎｕｍｂｅｒone ＴＡ）

淳子

－
（木更津ＴＣ）
－
（ウエストグリーンＴＣ）

－

－
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●第73回千葉テニストーナメント 兼 DUNNLOP SRIXON トーナメント千葉県大会
＜一般の部＞日程：2019年8月31日～9月29日／会場：県総合スポーツセンター、フクダ電子ヒルスコート
種目
男子 一般単
男子 一般複
女子 一般単
女子 一般複

優 勝 （氏名／所属）
（クレールＩＴＳ）
稲見 博史
（ルーセントＴＣ柏）
安藤 伸・神田 留尉
（SOL Tennis College）
小松 莉奈
（Bonds Tennis Academy）
河野 瞳・富田 七菜子

神田
豊田
山藤
河村

準 優 勝 （氏名／所属）
（ルーセントＴＣ柏）
留尉
（アルドールテニスステージ・T．ＡＳＫＡ）
聖矢・園田 智史
（アポロコーストＴＣ）
彩香
靖子・柴田 真奈美 （松原ＴＣ印西）

＜混合ダブルスの部＞＜壮年の部＞日程：2019年9月16～23日／会場：県総合スポーツセンター、フクダ電子ヒルスコート
種目
一 般
混合40才以上
混合50才以上
混合60才以上
壮年の部

優 勝 （氏名／所属）
衛藤
長谷川 智史・山藤 彩香 （アポロコーストＴＣ）
（フォレスト柏センター）
竹中 雄二・竹中 奈生
加藤
（ビッグマウンテン）
高山 茂・平山 貴子
熊本
（イースタンＴＣ・テニコミ千葉）
杉山 正・丸一 京子
（寝具の大塚）
太田 正巳・大原 肇
森田

準 優 勝 （氏名／所属）
（Bonds Tennis Academy）
祐樹・河野 瞳
（Ｆ．Ｔ．Ｃ）
雅紀・中園 美和
（袖ヶ浦ＴＣ）
忠彦・熊本 律子
－
－
（袖ヶ浦ＴＣ）
瑞穂・縄田 知明

＜ベテランの部＞日程：2019年11月26日～12月22日／会場：県総合スポーツセンター
種目
男子35才以上
男子35才以上
男子40才以上
男子40才以上
男子45才以上
男子45才以上
男子50才以上
男子50才以上
男子55才以上
男子55才以上
男子60才以上
男子60才以上
男子65才以上
男子65才以上
男子70才以上
男子70才以上
男子75才以上
男子75才以上
男子80才以上
男子80才以上
女子40才以上
女子40才以上
女子45才以上
女子45才以上
女子50才以上
女子50才以上
女子55才以上
女子55才以上
女子60才以上
女子60才以上
女子65才以上
女子65才以上
女子70才以上
女子70才以上
女子75才以上

優 勝 （氏名／所属）
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単

岩本 翔平
栗原 隆彰・安部 将大
稲野 亘
島村 広輝・林 英二
山根 宏二
横田 友紀・酒井 聡
山根 知
近藤 孝司・山根 知
原口 浩二
鈴木 光弘・原口 浩二
中山 晴彦
藤原 道雄・村田 泰造
伊藤 達男
成田 周治・荻原 邦彦
伊藤 裕
小野 隆夫・前田 克己
水田 浩
香川 俊男・川緑 衛
土屋 善二
土屋 善二・江井 重郎
高山 亜矢子
齊藤 綾香・高山 亜矢子
笠井 和子
穂積 綾子・栗原 めぐみ
青木 奈央
畠中 蘭子・高橋 操
蝦澤 一子
櫻井 美和子・蝦澤 一子
山内 淳子
山内 淳子・峰岸 寿真子
横堀 晶子
荘 昌子・橋爪 孝子
江沢 好美
多羅尾 清子・古阪 訓子
鈴木 正枝

準 優 勝 （氏名／所属）

（Ken's 千葉）
田中 新一
（ニッケテニスドーム・船橋さくら TC） 須永 敬則・石田 洋昭
（美浜 TG）
（フォレスト柏センター）
（袖ヶ浦ローン）
島村 広輝
（袖ヶ浦ローン・Ken's 千葉） 村上 準・中村 康仁
（クレール ITS）
（コナミスポーツ津田沼）
（紙敷 TC）
安田 敏隆
（フジクラ・ビックマウンテン） 岡本 直典・村上 雅孝
（T．ASUKA・美浜 TG）
（船橋さくら TC）
（アルドールテニスステージ）
土谷 啓介
（ＪＦＥ・船橋さくら TC）
（総武グリーンＴＣ・泉パークタウン TC）
木村 聡太・大橋 孝一
（アルドールテニスステージ） 鈴木 光弘
（イースタンＴＣ）
（イースタン TC・アルドールテニスステージ） 蓮沼 孝・渡邊 隆典
（C-FETZ・ＲＩＺＵ）
（アルドールテニスステージ） 汾陽 宏昭
（CTA 個人会員）
（光ヶ丘 TC・ﾁｰﾑ水沢有馬） ジェフリー 金本・露崎 博司 （港区テニス連盟・江戸川区テニス連盟）
（パサニア TC）
（関町ローン TC）
萩原 邦彦
（セントマリアホスピタルＴＣ・関町ローン TC） 吉川 昇・淵田 孝一
（稲城市テニス連盟・東宝調布 TC）
（若草ＴＣ）
（千葉田園ＴＣ）
前田 克己
（千葉田園ＴＣ）
（若草ＴＣ・Ｂｏｎｄｓ Ｔｅｎｎｉｓ Ａｃａｄｅｍｙ）
伊藤 裕・衛藤 寛
（殿山ＴＧ）
（石神井ローンＴＣ）
飯島 捷語
（CTA 個人会員・高洲 TC） 富山 和義・清宮 照司
（稲毛フラワー TC・鷹之台 TC）
（千葉県シニア TC）
（千葉県シニア TC）
福山 岩男
（千葉県シニア TC）
－
－
（ニッケテニスドーム）
（武蔵野市テニス連盟）
飯塚 玲奈
（水郷テニスアカデミー・ニッケテニスドーム） 大野 志穂・川井 佑希子 （ニッケテニスドーム・美浜 TG）
（松原 TC 印西）
（Ken’
ｓ千葉）
細川 恵美子
（ローリープランニング TC・ローズヒル TC） 大竹 加代子・高梨 好美 （テニスポート波崎）
（IHSM テニスアリーナ松戸） 野口 博子
（袖ヶ浦ローン）
（Ken’
ｓ千葉・袖ヶ浦 TC） 川村 千鶴・海野 芳江
（あじさいＩ TS）
（サークル・M）
（Ken’
ｓ千葉）
石井 まり子
（アルドールテニスステージ・サークル・M） 中野 令子・川村 徳子
（テニコミ 千葉）
（あじさい ITS）
（あじさい ITS）
島田 京子
（あじさい ITS・京王 TC）
－
－
（セントマリアホスピタル TC）
（ウッドテニス）
諸江 博子
（楠クラブ・フェローズ スポーツ） 田中 孝子・小島 廣子
（あたご TC・カトレヤテニスガーデン鴻巣）
（クレール ITS）
（高井戸ダイヤモンド T.C.）
多羅尾 清子
（高井戸ダイヤモンド T.C.・蓮田グリーン TC）
－
－
（セントマリアホスピタル TC）
－
－
（Ken's 千葉）
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●平成31年度実業団男子リーグ戦

日程：2019年3月31日～6月22日／会場：各自コート、フクダ電子ヒルスコート
順位

A リーグ

C リーグ

B リーグ

D リーグ

1位

ルネサンス

名戸ヶ谷病院

千葉市役所②

ＴＤＫ

2位

新日本建設

千葉銀行①

千葉県庁①

古河電工・千葉

3位

ケーテーシー

東洋エンジニアリング

ＪＤＩ茂原①

ＡＧＣ・千葉

順位

Ｅリーグ

1位

住友大阪セメント

市原市役所①

2位

日本製鉄・君津②

ＪＤＩ茂原②

3位

市川市役所

日産化学

F リーグ

●令和元年度実業団女子トーナメント大会

日程：2019年6月8日～6月9日／会場：フクダ電子ヒルスコート
種目
女子

優勝
ルネサンス

3位

準優勝

JNC 石油化学

京葉銀行

●平成30年度クラブ対抗大会

日程：2019年1月12日～1月27日
会場：県総合スポーツセンター、フクダ電子ヒルスコート
種目

優勝

準優勝

クラブ男子Ａ

てづかグリーン①

Bonds Tennis Academy

クラブ男子Ｂ

美浜ＴＧ

袖ヶ浦ＴＣ①

クラブ男子Ｃ

アポロコースト TC

Ｔ＆Ｋスポーツガーデン

クラブ女子Ａ

あじさいＭＴＣアカデミー Ｔ．ＡＳＫＡ①

クラブ女子Ｂ

ベイリーフ②

テニコミ千葉

男子シニア

総武グリーン

ＳＫＹＴＯＮ

楠クラブ

Ｔｅａｍ

女子シニア

Ｉ’
ｚ

●第69回千葉県民体育大会

日程：2019年10月26日・27日／会場：県総合スポーツセンター
2020年開催の第44回全日本都市対抗テニス大会千葉県代表は八千代市
種目

1位

2位

3位

4位

団体
（男女）

八千代市

松戸市

千葉市

船橋市

●第74回国民体育大会
（いきいき茨城ゆめ国体2019）
日程：2019年9月29日～10月2日／会場：茨城県神栖市

神栖海浜庭球場

種別の順位は下記のとおり。千葉県の天皇杯
（男女総合）は4位、皇后杯
（女子総合）は6位
順位

成年男子

成年女子

少年男子

1位

三重県

埼玉県

埼玉県

兵庫県

2位

愛媛県

三重県

兵庫県

神奈川県

3位

大阪府

愛知県

三重県

埼玉県

4位

岡山県

東京都

福岡県

岡山県

5位

埼玉県

茨城県

京都府

千葉県

6位

茨城県

愛媛県

千葉県

京都府

7位

東京都

千葉県

静岡県

愛知県

8位

千葉県

京都府

神奈川県

大阪府
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●第44回千葉県ジュニアテニス選手権大会

日程：2019年3月3・10・17・21・24～31・4月1日
会場：県総合スポーツセンター、フクダ電子ヒルスコート、鷹之台テニスクラブ
種目

優 勝 （氏名／所属）

準 優 勝 （氏名／所属）
村松 陸

18歳以下男子単 石井 涼太

（ＩＮＡＢＡ T.S.）

18歳以下男子複 村松 陸・石井 涼太

（東京学館浦安高・ＩＮＡＢＡ T.S.） 三角 理旺・末尾 拓翔

18歳以下女子単 石橋 彩由

（ｱｰﾄﾋﾙテニスクラブ）

山㟢 郁美

18歳以下女子複 木村 菫・長門 桃子

（TTC）

猪瀬 瑞希・進藤 万里依 （TTC・あじさい MTC ｱｶﾃﾞﾐｰ）

16歳以下男子単 金田 拓渡

（東京学館浦安高）

飯田 康介

16歳以下男子複 橋本 圭史・山内 日斗

（ﾌﾐﾔｴｰｽ市川 TA）

飯田 康介 ･ 鹿川 湧生

（SYS ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ・Hills K-Nagatsuka TA）

16歳以下女子単 古賀 彩花

（TTC）

宮本 幸奈

（Ken'sNaritaJuniorProjekct）

（東京学館浦安高）
（志津テニスクラブ・ロイヤルＳ C テニスクラブ）
（志津テニスクラブ）
（SYS テニスクラブ）

16歳以下女子複 斎藤愛里沙・木島菜々花 （あじさい MTC ｱｶﾃﾞﾐｰ・Hills K-Nagatsuka TA） 太田 南歩・菊池 綾実

（SOLTennisCollege・初石テニスクラブ）

14歳以下男子単 金田 晴輝

（松原テニスクラブ印西）

大森 瀬那

（ＩＮＡＢＡ T.S.）

14歳以下男子複 前田 透空・土田 優人

（TTC・SYS テニスクラブ）

寺島 拓斗・斉藤 白羽

（サムライテニス）

14歳以下女子単 林 鈴

（SOL Tennis College）

田邉 紗瑛

（初石テニスクラブ）

14歳以下女子複 斉藤 咲希・田邉 紗瑛

（SOL Tennis College・初石テニスクラブ） 原 茉央・藤田 真衣

12歳以下男子単 石橋 煌志

（TTC）

中島 温大

12歳以下男子複 石橋 煌志・中島 温大

（TTC・志津テニスクラブ）

大賀 凱仁・長井 澄弥

12歳以下女子単 稲葉 らん

（あじさいＭＴＣアカデミー） 佐川 絢音

（初石テニスクラブ）

12歳以下女子複 上方 璃咲・稲葉 らん

（あじさいＭＴＣアカデミー） 金子 紗英・佐川 絢音

（TTC・初石テニスクラフﾞ）

（志津テニスクラブ）
（志津テニスクラブ）
（志津テニスクラブ・SOLTennisCollege）

●第36千葉県小学生テニス選手権大会

日程：2019年3月31・4月1・2日／会場：県総合スポーツセンター、フクダ電子ヒルスコート
種目

優 勝 （氏名／所属）

準 優 勝 （氏名／所属）

男子単

石橋 煌志

（柏の葉小）

杉本 環

（二ツ塚小）

女子単

稲葉 らん

（我孫子第三小）

佐川 絢音

（柏第六小）

●第38回千葉県中学生テニス選手権大会

日程：2019年4月28・29・30・5月2・25・26日
会場：県総合スポーツセンター、稲毛海浜公園、千葉市高浜
種目

優 勝 （氏名／所属）

準 優 勝 （氏名／所属）

男子単

橋本 圭史

（船橋中）

前田 透空

（おおたかの森中）

男子複

橋本 圭史・池澤 永真

（船橋中）

土田 優人・江川 侑寿

（船橋旭中）

女子単

大吉 向空

（みつわ台中）

富田 晴翔

（富士見中）

女子複

太田 南歩・芹澤 こころ

（松戸五中）

桑原 由衣・越川 美優

（東金西中）

●第72回千葉県高等学校総合体育大会テニス大会

日程：2019年4月28・29日～5月3・31日・6月1日・2日
会場：千葉県総合スポーツセンター、フクダ電子ヒルスコート
種目

優 勝 （氏名／所属）

準 優 勝 （氏名／所属）

男子団体

東京学館浦安高校

秀明八千代高校

女子団体

東京学館船橋高校

東京学館浦安高校

男子単

石井 涼太

（八千代高）

村松 陸

（東京学館浦安高）

男子複

村松 陸・飯村 大也

（東京学館浦安高）

金田 拓渡・岡崎 開

（東京学館浦安高）

女子単

山﨑 郁美

（秀明八千代高）

石橋 彩由

（東京学館船橋高）

女子複

長門 桃子・長谷川 優衣 （東京学館船橋高）

藤田 桃子・富樫 りさ子

（八千代高）
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●平成30年度千葉県学生テニストーナメント

日程：2019年2月9.10.16.17日 / 会場：東洋学園大学、麗澤大学
種目

優 勝 （氏名／所属）

準 優 勝 （氏名／所属）

凌輔

（東洋学園大学）

鷲巣

男子複

青水 ・ 岡嶋

（東洋学園大学）

枡田 ・ 佐藤

（千葉大学）

女子単

山田

恵璃

（東洋学園大学）

渡邊

（明海大学）

女子複

伊藤 ・ 羽柴

（東洋学園大学）

小宮 ・山田

男子単

小林

和哉

（東洋学園大学）

茉奈

（東洋学園大学）

●令和元年度千葉県学生テニス対抗戦

日程：2019年5月12日～7月7日／会場：各大学コート
種目

優

男子一部

東洋学園大学

男子二部

明海大学

男子三部

中央学院大学

男子四部

淑徳大学

女子

敬愛大学

勝

●第17回ピンクリボンレディーステニス千葉県大会

日程：2019年5月17日～6月18日／会場：県総合スポーツセンター、県立柏の葉公園
順位
優勝
準優勝

一般の部
奥津 善美・野口 幸子

５０歳以上の部

（ローズヒル・佐倉スポーレ） 織戸 悟子・安藤 雅樹子 （ローズヒル・更科庭球会）

石橋 知佐子・佐藤 光子 （フリー）

沓掛 由美・原 麗子

3位

廣瀬 和美・鈴木 有香

（TOMORROW・ＷＥＤ）

小笠原洋子・工藤千恵子 （ＳＰＴＣ）

4位

寺本 千夏・飯野 純子

（ＳＰＴＣ・あどばんていじ）

萱野 佐津喜・岡山 久実 （イースタン）

●第41回全国レディーステニス千葉県大会

日程：2019年9月4日～10月1日／会場：県総合スポーツセンター
順位

氏名／所属

優勝

伊藤 沙也香・若山 仁美

（高洲・JUJU）

準優勝

千葉 尚美・中山 芽久美

（フリー・ローズヒル）

3位

細田 佐恵子・甲斐 知美 （ＺＯＮＥ・レディベアー）

4位

田仲 恵美・小林 有子

（ＳＨＩＮＲＡ・ＳＰＴＣ）
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表彰受賞者紹介
日本テニス協会功労賞

木本

知

日頃より千葉県テニス協会の皆様には多大なるご支援、ご協力をいただき厚
く御礼申し上げます。このたび日本テニス協会より功労賞という身に余る賞
を賜りました。ひとえに千葉県テニス協会へ微力ながら長年協力させていた
だきましたことへのご褒美を頂戴したという気持ちです。ご推薦いただきま
したことにあらためて感謝申し上げます。さて、私は現在ジュニア委員会
強化部会長として務めさせていただいておりますが、最初に強化委員となっ
たのは大学4年生のときで、今年は通算36年目となります。途中アメリカ留
学等もはさみましたが千葉県のトップジュニア選手とたずさわってまいりま
した。中にはのちの国内トッププロ選手、グランドスラム出場を果たした選
手たちも存在し、その選手たちと活動をともにしたことはとても誇りに思っ
ております。特に全国に先駆けて開始した「ITF ジュニアサーキットへの県代表としての派遣」は、
選手の意識を海外へ向かせ、飛躍する第一歩として導くこととなったことが、その後の千葉県ジュニ
アのレベルアップにつながったと自負しております。今は教育庁競技力向上推進本部の事業、ジュニ
ア基金事業となり毎年安定して派遣しておりますが、当初は前例のないところから実現につなげるこ
とは容易ではありませんでした。実現に至るのは私の力だけではとうてい無理な状況であり、たくさ
んの方々にご協力をいただいた成果だと思っております。私自身は、プライベートでも志津テニスク
ラブという創設46年の老舗を率いて、
さらなる飛躍を目指しておりますが、
今後ひとりでも多くのトッ
プ選手が千葉から巣立つことを公私ともに期待し、さらなる精進を心掛ける所存です。末筆ですが、
今後の千葉県テニス協会のますますの発展と、協会皆様のご多幸を祈念申し上げます。

千葉県スポーツ協会感謝状

小野 敏郎
さる10月25日、千葉県総合スポーツセンターで開かれた県民体育
大会総合開会式に併せて行われた、県スポーツ協会表彰式におい
て
「感謝状」をいただきました。県テニス協会に関わることになっ
てから19年、大勢の皆さんに支えられてここまでやってこられま
した。感無量であるとともに大変ありがたく感謝に堪えません。
今後は地元白井市テニス連盟で行っているプレイ＆ステイ活動の
サポート、所属テニスクラブでのキッズたちへの指導や、自身も
楽しみながら、生涯スポーツとしてのテニスを楽しんでいきたい
と思います。

森氏

小野氏

千葉県スポーツ協会功労章

森

二郎

令和元年10月25日、千葉県テニス協会から推薦をいただき
「千葉県スポーツ協会 功労章」を受賞いた
しました。受賞にあたり県協会会員の皆様に感謝申し上げます。私の県協会での活動は、昭和58年4
月ジュニア委員会強化活動開始と共に強化委員として始まり、現在に至っております。そして、千葉
国体開催5年前の平成18年から強化委員長兼国体総監督を拝命し、10年目の平成28年には悲願の天皇
杯を取る事が出来ました。現在は常務理事として、今後の協会活動のお役に立てればと思っておりま
す。今回の受賞は、今まで私を支えて頂いた家族、職場、そして県協会の仲間のおかげです。これか
らもよろしくお願い申し上げます。

－22－

Chiba Tennis Association

千葉県スポーツ協会優秀選手賞




2019Tecnifibre Wellington ITF 女子シングルス優勝

石橋 彩由

MUFG 様協賛のもとニュージーランドで行われた ITF の大会で優勝し、このような賞をいただくこ
とができとても嬉しいです。海外の選手はパワーがありとても苦労しましたが、その中で勝ちきるこ
とができとても自信になりました。周りの方々の素晴らしいサポートがあっての結果だと思うので本
当に感謝しています。ジュニアの大会は残り一年なので悔いなく終われるようにしたいです。またこ
のような賞をいただけるよう全国大会優勝を目指して練習に励んでいきたいと思います。ありがとう
ございました。
DUNLOP SRIXON 全日本ジュニアテニス選手権’
19

18歳以下女子ダブルス優勝

木村

菫

このような賞を受賞する事が出来て嬉しいです。全日本ジュニア優勝という結果を残すことができた
のは、長い間指導して下さったコーチや仲間、皆様のサポートがあってこそと感じています。テニス
を始めて13年間、結果が思うように出なかったり受験勉強との両立に悩むことも多くありましたが、
諦めず努力し続け、支えて下さった方々に結果で恩返しすることができ、本当に良かったです。4月
からは新しい環境になりますが、大学でも自分らしく日々精進していきたいです！
DUNLOP SRIXON 全日本ジュニアテニス選手権’
19

18歳以下女子ダブルス優勝

長門 桃子

この度、千葉県スポーツ協会より優秀選手賞という素晴らしい賞を頂き、本当に嬉しく思います。千
葉県テニス協会の皆様にも長い間本当にお世話になりました。この10年間怪我をかかえた辛い日々も
多く、何度もくじけそうになりましたが、そのような時にいつも寄り添って力になってくれたのが、
コーチや仲間、家族でした。私はテニスを通じて本当に多くのことを学びました。感謝の気持ちを常
に忘れず、新しい環境でも頑張っていきたいです。

長門選手

木村選手
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石橋選手

