
❶

第62号

発行 横浜市テニス協会 総務部 〒231-0028 横浜市中区翁町1-5-5 関内スクエアービル306号　TEL045-663-0557　FAX045-663-0558

VOL.7

2015年9月25日㈮

　第６９回横浜市民大会ダブルスが、平成２７年４月４日（土）～６
月６日（土）まで各市営コートにて行われました。エントリー数は７５８
組と昨年より若干減少しました。例年どおり春先の大会ということ
もあり、天気に恵まれない日が何日かありました。コート確保の面か
らも悪天候の中でもコートコンディションさえよければ試合を実施
させていただきますことをあらかじめご承知おきください。
　試合関係につきましては、今大会より試合前のウォーミングアッ
プをサービス８本のみとし、また、従来の３セットマッチを２タイブレー
クセットファイナルタイブレークマッチ（10Ｐ）に変更させていただき
ました。最近多く見受けられるようになりました女性のフェイスマス

クを着用してのプレーは禁止となっております。また、「フットフォー
ルト」が相変わらず見受けられます。上位進出者の中にもなかなか
直らない方もいます。「フットフォールト」を含む「最低限のマナー」を
試合に参加される前にもう1度見直していただければと思います。
　来年以降もより充実した大会になるように努める所存ですの
で、お友達・お知り合いの方で試合にご興味のある方がいらっしゃ
いましたら是非、市民大会にご参加いただくようお誘いいただけれ
ば幸いです。なお今大会の運営に関しましてご協力いただきまし
た、ＪＴＡ審判員、協会理事、運営委員の方々にこの場をお借りし
て御礼申し上げます。　　　　（市民ダブルス委員長　中嶋）

　まず最初に、本大会を運営して頂いた関係
者の皆様に厚くお礼を申し上げます。
　パートナーの佐々木君とは、去年の横浜市民
大会で初めてダブルスを組み、準決勝戦で敗
退しました。そこで、来年また横浜市民大会に出
れるようであれば、また頑張ろうと誓い去年は別
れ、そして今年、去年の悔しさを忘れず、優勝で
きたことに感無量です。日頃からテニスが出来る
環境を与えてくれて頂いている、鎌倉宮カントリー
テニスクラブ、エバーグリーンテニスクラブの皆
様、応援をしてくださったウッドテニスの皆様、こ
の場をかりてお礼申し上げます。
　再度になりますが、大会関係者の皆様、雨で
の順延等の段取り、そのほかでも大変な作業
だったと思います。本当にありがとうございまし
た。皆様のサポートのお陰で楽しくテニスをさせ
て頂きました。　                         （長田 記）

　まず始めに、本大会を運営して下さった関係
者の皆様にお礼を申し上げます。また、日頃から
練習や応援をして下さるエバーグリーンＴＦ横浜
やＳＣザバス金沢八景、金沢八景ＩＴＳやテニス
仲間の皆様と、私をサポートしてくれる家族や友

　昨年に続けて年齢別の部に出場したこともあ
り、試合会場では昨年知り合った方や学生時
代に試合をした方と再会できたりとても楽しい時
間を過ごせました。その中で試合は苦戦が続きま
したが、なんとか優勝できてうれしく思います。改
めて、テニスをさせてくれる家族、練習してくれる
仲間、深夜までしごいてくれる橘の頼コーチに感
謝したいと思います。                   （飯沼 記）
　今年はディフェンディングチャンピオンの立場で
したので、昨年とは違う緊張感の中でのプレー
となりました。ＱＦやＳＦでは最終セットまでもつれ

　苦しい試合の連続でした。決勝を終えての感
想は，まず解放感と安堵感。また決勝に至るまで
毎試合が内容・スコア共に苦しい試合の連続で
した。強豪集まるこの大会で連覇できたことをす
べてのことに感謝します。
　まずパートナーの目標立て・声掛けがなければ
この実現はなかったと思います。そして、ルネサン
ス天王町のコーチングスタッフの皆様、いつも応
援して下さる東樹組の皆さん、さらには長年練習
を一緒にして頂いているアドバンスのみんなのお
陰です。この場をお借りして皆さんに感謝申し上
げます。（家族の理解にも感謝！）
　また次回はより一層厳しい大会になると思い
ますが、成長した状態でこの大会に臨めるよう
パートナーと共に精進したいと思います。
　最後になりましたが、我々テニス愛好家達に
すばらしい目標の場を作ってくださっている横浜

人、コーチや職場の皆様にも心から感謝してい
ます。いつも本当にありがとうございます。
　本大会では厳しい展開が何度もありましたが、
その都度ペアと声を掛け合い、良く話し合いな
がら、常に同じ気持ちで戦うことができたので、と
ても楽しかったです。また、頼もしいペアのおかげ
で、苦手な展開にも積極的に挑戦することがで
き、とても良い経験になりました。
　その結果、今年の目標だった「２度目の優勝」
を達成することができたので、本当に嬉しいで
す。皆様への感謝の気持ちを忘れずに、さらに
レベルアップを目指して挑戦していきたいと思い
ますので、これからもよろしくお願い致します。

(内藤 記)

男女16クラスで今年も熱戦が繰り広げられました〈ダブルス〉
横浜市民体育大会テニス競技横浜市民体育大会テニス競技

男女16クラスで今年も熱戦が繰り広げられました〈ダブルス〉
第69回

込み、負けそうな試合もありましたが、ペアの飯
沼さんと「挑戦者のキモチで戦おう！」と気合い
を入れ、なんとか連覇することができました。
　試合後は仲良く対戦相手と試合を振り返っ
たり、会場で20年ぶりくらいの懐かしい面 と々の
再会があったり、共通の趣味を持つ方 と々楽し
く笑顔で交流でき、市民大会を楽しむことがで
きました。                               （新川 記）

〈男子一般〉長田・佐々木、池田・河村の各選手

〈女子一般〉小林・内藤、寺内・木次の各選手

〈男子35歳以上〉飯沼・新川の各選手

同じパートナーでリベンジ果たす
長田 直輝・佐々木 剛（ウッドテニス）

〈一般男子の部優勝〉

2度目の優勝
内藤 裕子・小林 美幸（エバーグリーンTF横浜・ザバスSC金沢八景）

〈一般女子の部優勝〉

挑戦者の気持ちになり、連覇達成
飯沼 慶・新川 雅（橘Ｔアカデミー）

〈男子35歳以上の部優勝〉

毎試合、気を許せず!!
木下 祐介・東樹 康之（ルネサンス天王町）

〈男子40歳以上の部優勝〉
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市テニス協会・大会関係者の皆様に心より御礼
申し上げます。　　                     （木下 記）

　先ず始めに大会運営に携わっていただいた
関係者の皆様に感謝申し上げます。今回、仕事
の関係上、5年ぶりの参加となりましたが、優勝
することが出来てとても嬉しく思います。
　優勝までの道のりは非常に厳しい試合ばかり
でしたが、パートナーの大門さんと久しぶりに組ん
だダブルスも全く違和感なくプレー出来たこと、ま
た、日頃一緒に練習をしている諸先輩方からの
ご指導があったからこそ、7年ぶり２度目の優勝
を実現することが出来ました。
　更に決勝当日の応援では、暑さに負けない熱
いご声援を頂いたことも大きな力になりました。
皆様ありがとうごいました。最後に、亀の甲山、東
急あざみ野、GODAI、元グレイス、ラケットクラブ
フォーレスト(香川県)のクラブの皆さん、優勝しま
したよ～!(^^)!　これからも練習やご指導・ご声
援を宜しくお願いいたします。　　   （柏木 記）

　久しぶりに優勝することができ、本当にうれし
く思っています。４０歳を過ぎてからは、腰や膝な
どの痛みに悩まされてきました。市民大会でも試
合中にぎっくり腰になり棄権したことが２度ありま
す。痛みをとるためにいろいろな方法を試しまし
たが、自分には簡単なストレッチ、軽い筋トレと自
転車こぎがあっているようです。（腰痛、膝痛で
悩んでいる方、笠松に気軽に声をかけてくださ
い。よいアドバイスができるかもしれません。）
　これからも健康に気をつけ市民大会の７５歳
以上の部に高校時代からのペアである落合選
手と出場することを目標にして、人生を楽しんで
いきたいと思っています。最後になりましたが、大
会運営を行っていただいた方々に感謝申しあげ
ます。いつも気持ちよくプレーさせて頂いていま
す。ありがとうございました。　　      （笠松 記）

　初めに、横浜市テニス協会の皆様と運営の
方々に、お礼申し上げます。今大会は、長年組

　始めに大会に携わった協会役員の方々に感
謝申し上げます。今回足首と膝の故障を抱えな
がらの戦いでした。頭が真っ白になりながらパート
ナーに助けられ勝つことができました。これからは
楽しみながら出来るだけ長く試合に参加しテニス
ライフを続けて行きたいと思っています。
　最後に貴重な助言をくださったり練習にお付き
合い頂いた方々に感謝申し上げます。（成田 記）

　横浜市テニス協会役員の皆様、また、運営に
携わった皆様、ドロー作成から各試合会場での
運営に至るまで、大変お疲れ様でした。皆様の
ご尽力があったからこそ、優勝できたものと感謝
しています。
　毎年、この大会に出るのを楽しみにしている
のですが、出場を重ね、年齢を重ねる中で、故
障することも多くなってきており、今年は、ひざを
痛めた中での試合となりました。寄る年波には勝
てぬということかもしれませんが、試合では、ひざ
を痛めた中で動きが悪く、ペアに過度の負担を
掛けてしまいました。こうした中で、優勝できたの
はペアの頑張りによるところが大きいのですが、
改めて体調管理の大切さを実感したところで
す。今後も、生涯スポーツとしてのテニスを楽しく
続けられるよう、日ごろから身体のケアに努めると
ともに、本大会への健康体での出場をめざし、が
んばっていきたいと思っています。    （福寿 記）

んで頂いた紀野さんと別れ試合に臨みました。
奇しくも、決勝で当たることになり、かなり、かたく
なっていました。第一セットはその不安が出て２０
分ぐらいで簡単に取られてしまい、これほど実力
の差があるのかと思い愕然としました。
　第二セットは気持ちが楽になり、ねばって何と
か取ることが出来フアイナル１０ポイントはこちらの
ペースでやっていけました。第３セットがあったら、ど
ちらが勝っていたのか分からない試合でしたので
今回はこちら側に運があったと思います。最後に
また来年も市民大会に出たいので亀の甲山TC
の皆様、練習を宜しくお願いします。  （福田 記）

各クラスで熱戦!!
優勝ペアの方々

おめでとうございます
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阿　部・内　田
（とつかTC・在住(セサミ大船)）

田　烏・江　良
（メガロス綱島・NaturallyTennis）

尾　崎・市　川
（あざみ野LTC・エバーグリーンTF横浜）

松　岡・千　葉
（ウエスト横浜TC）

遠　藤・鈴　木
（在住）

石　垣・工　藤
（GODAIテニスカレッジ港北校・東急あざみ野TG）

池　田・河　村
（希望が丘TS・ラック港南台TG）

西　尾・金　内
（在勤（TIPNESS鴨居））

池　永・金　澤
（とつかTC・在住）

長　田・佐々木
（ウッドテニス）

福　田・荒　井
（在学(関東学院大学)・とつかTC）

鈴　木・若　松
（在住・在勤(ASP港南台TS)）

山　澤・上　田
（ケンウッドTC）

高　橋・竹　中
（亀の甲山TC）

伊　藤・松　井
（GODAIテニスカレッジ白楽･とつかTC）
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飯　沼・新　川
（橘Tアカデミー）

　関　・奥　田
（塚本Tカレッジ）

中　本・京　瀧
（在住）

田　中・森　本
（AGC庭球倶楽部）
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75
46
10-4 優　勝

SF F

飯沼・新川
（橘Tアカデミー）

●男子35歳以上●

［一般男子］

［男子35歳以上］
優　勝

福　寿・飯　岡
（夢見会）

　原　・尾　形
（在住）

小　沢・藤　田
（東芝横浜T部）

持　田・依　田
（ラック港南台TG）
山　崎・湯　浅
（在住・YSC）
古　川・大　木
（エバーグリーンTF横浜）
垣　原・川　本
（エバーグリーンTF横浜・ラック港南台TG）

山　本・本　間
（下川井TC・Tプラザ戸塚）

福寿・飯岡
（夢見会）
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●男子50歳以上●［男子50歳以上］

木　下・東　樹
（ルネサンス天王町）

早　崎・菊　地
（横浜法曹TC・新横浜PHITC）
鳥　海・仙　田
（在住）
松　島・松　丸
（ラック港南台TG）
岡　名・土　橋
（とつかTC）

稲　目・日　野
（エバーグリーンTF横浜）

安　藤・地　崎
（Tプラザ戸塚・在住）
新　倉・奥　村
（関東TC）
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［男子40歳以上］

優　勝

古　賀・宮　下
（Ｔプラザ戸塚）
登　山・登　山
（アレスマイスター）
鈴　木・殿　塚
（ポーチ）
下　田・西　川
（在住）
井　出・得　田
（エバーグリーンTF横浜）
小　野・山　中
（在住）
大　門・柏　木
（東急あざみ野TG・亀の甲山TC）
武　石・田　中
（Tプラザ戸塚・在住）
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大門・柏木
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亀の甲山TC

64
36
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QF SF F

［男子45歳以上］優
勝

〈男子40歳以上〉木下・東樹、岡名・土橋の各選手

〈男子60歳以上〉福田・浜條、紀野・宮島の各選手

〈男子45歳以上〉柏木・大門、宮下・古賀の各選手

〈男子55歳以上〉笠松・落合、和田の各選手

〈男子50歳以上〉飯岡・福寿、持田・依田の各選手

7年ぶり2度目の優勝
大門 保幸・柏木 昇一（東急あざみ野ＴＧ・亀の甲山ＴＣ）

〈男子45歳以上の部優勝〉

故障を克服しての頂点へ!!
笠松 由彦・落合 茂（エバーグリーンTF横浜）

〈男子55歳以上の部優勝〉

元パートナーとの決勝に挑む
浜條 和弘・福田 文夫（夢見会・亀の甲山TC）

〈男子60歳以上の部優勝〉

足首と膝の故障になやまされながら…
成田 繁雄・鉢蝋 修（和泉ＴＣ）

〈男子65歳以上の部優勝〉

パートナーの頑張りに感謝の優勝
福寿 庸・飯岡 兼一（夢見会）

〈男子50歳以上の部優勝〉
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　６０歳の時、この市民大会で優勝の後、手術
やリハビリ等で、テニスが出来ずの状態がしばら
く続きました。試合はもうとても無理だと、ずっと
出場をあきらめていましたが、年齢に負けずにも
う一度何とか試合にチャレンジしてみようと思い、
１２年振りに今回出場しました。
　試合は、経験豊富な選手との対戦続きで、
苦戦の連続でした。辛抱強く粘り、幸運にも優
勝出来たことを大変嬉しく思っています。出場を
決めてからは、ＹＳＣの皆様に連日相手をして頂
き、大会に備えました。
　優勝出来ましたのは、クラブの皆様と、再度ペ
アを組み、いつも試合をリードしていただいた中井
さんのお陰です。感謝の気持ちで一杯です。体
調との相談の上で試合もでき、大会で多くの皆
さんとの交流も広がり、好きなテニスを楽しめた
のは最高の喜びです。
　最後になりましたが、この伝統ある大会の開催
と運営に携わって下さった関係者の皆様に深く
御礼を申し上げます。　            （久保田 記）

　好天に恵まれた５月9日決勝戦、築野・金尾ペ
アは、前々回７５歳での優勝に続き、苦戦を覚悟
し気を引き締めて試合に臨みました。結果は２－
０で勝利出来感激一入！　
　今年はペア共々喜寿を迎えての挑戦でありテ
ニス人生の記念の足跡を残せました。日頃横浜
ガーデンテニスクラブのメンバーの皆様に鍛えて
頂いた結果が今回の位置づけとなりました。今
後は８０歳での出場を目標に体調管理し練習に
励みたいと思います。最後になりましたが、横浜
市テニス協会関係者の皆様に大変お世話にな
り感謝申し上げます。　　            （金尾 記）

　決勝の山川・鈴木組の山川さんとは25年
前、京都の高校時代に対戦して負けた相手で
した。
　40歳以上３回目のチャレンジで優勝でき、
又25年の時を越えてのリベンジで、とても嬉
しく思っています。準決勝ではスーパータイブ
レークの緊迫した場面もあり、決勝の終盤は
ストローク戦でお互いミスもなく我慢比べで
した。
　どちらの試合も少しの運が勝負の分かれ
目となり「この試合、流れが向いてる、付いて
る！」とペアの仙田さんとお互い声を掛け合い、
コミュニケーションで勝つことができました。
　又、私のプレーが落ちる場面は仙田さんの
頑張りで、彼女が疲れる場面は私が頑張ると
いうプレーで、ナイスコンビネーションが一番
の勝因だと思います。
　最後になりましたが今大会の運営に携わっ
て下さったすべての関係者の皆様に厚くお礼
を申し上げます。　         　　　（松本 記）
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優　勝

鈴　木・中　西
（日吉LTC）

上　田・村　井
（サンブリッチTC本郷）

近　藤・横　山
（瀬谷グリーンTC）

成　田・鉢　蝋
（和泉テニスクラブ）

SF
60
61

62
75

61
63

F

成田・鉢蝋
（和泉テニスクラブ）

●男子65歳以上●［男子65歳以上］

優　勝

寺　島・山　崎
（TGレニックス）

五十嵐・秋　澤
（日揮・YITC）

馬　杉・山　本
（TGレニックス）

中　井・久保田
（YSC）

SF 62
36
10-2

64
36
10-6

61
60

F

中井・久保田
（YSC）

●男子70歳以上●［男子70歳以上］

優　勝

橋　本・駒　田
（市ヶ尾TC・TGレニックス）

池　浦・江　原
（金港TC）

金　尾・築　野
（横浜ガーデンTC・東急あざみ野TG）

板　倉・鈴　木
（ユニークス本牧・TGレニックス）

SF
60
63

75
63

63
62

F

金尾・築野
横浜ガーデンTC
東急あざみ野TG

［男子75歳以上］

笠松・落合
エバーグリーン
TF横浜

手　﨑・澤　田
（在住）
笠　松・落　合
（エバーグリーンTF横浜）
　橘　・池　田
（在住）

清　板・飯　沼
（ヨコハマクラブ・Tプラザ戸塚）
宮　崎・中　川
（日吉LTC）

竹　田・田　附
（希望が丘TC）

田　村・清　水
（ラック港南台TG・亀の甲山TC）
髙　柳・和　田
（亀の甲山TC・サリュート）

64
75

61
61

WO

84

82

84

81
QF SF F

●男子55歳以上●

優　勝

［男子55歳以上］

優　勝
浜條・福田
夢見会

亀の甲山TC

小野里・斉　藤
（希望が丘TC・和泉テニスクラブ）

市　瀬・小　松
（ラック港南台TG）
平　田・市　川
（在住）

宮　島・紀　野
（亀の甲山TC）

岡　本・佐々木
（サンブリッジTC本郷）
浜　條・福　田
（夢見会・亀の甲山TC）

網　代・錦　織
（杉田ゴルフ場Tコート・在住）

椎　橋・髙　橋
（エバーグリーンTF横浜）

76（5）
61

63
75

16
64
10-5

84

84

82

81
QF SF F

［男子60歳以上］

内　藤・小　林
（エバーグリーンTF横浜・ザバスSC金沢八景）

二ノ宮・中　村
（在住・在学(明治学院大学)）

上　田・中　川
（在住・金沢テニススクール）
高　野・渡　邊
（エバーグリーンTF横浜・GODAIテニスカレッジ港北校）
河　村・　星
（亀の甲山TC・在勤(セサミSC大船)）

古　川・長　井
（在勤（メガロス横濱））

池　谷・奥　山
（Vamos）

木　次・寺　内
（Vamos）

優　勝
内藤・小林
エバーグリーンTF横浜
ザバスSC金沢八景

36
75
10-6

63
06
10-6

WO

WO

63
60

63
63

61
63

QF SF F

［一般女子］

小　川・椎　谷
（在住・東急あざみ野TG）

鈴　木・山　川
（YSC・和泉テニスクラブ）

平　沼・長谷川
（YSC）

松　本・仙　田
（在住）

松本 ・仙田
（在住）

優　勝
SF 62
36
10-3

62
63

61
76（5）

F

［女子40歳以上］

優　勝

●女子55歳以上●

柿　沼・宮　原
（TGレニックス・サンブリッジTC本郷）

柴　田・田　村
（YSC・エバーグリーンTF横浜）

上　村・田　原
（杉田ゴルフ場Tコート）

田　中・渡　辺
（Tプラザ戸塚）

SF
64
64

63
64

60
64

F

柴田・田村
YSC

エバーグリーンTF横浜

［女子55歳以上］

優　勝

高　橋・兼　松
（コハマクラブ・夢見会）

鈴　木・畑　佐
（横浜ガーデンTC・YSC）

十　二・水　口
（チームウィンF）

鹿子島・碓　井
（在勤・在住）

SF26
76（2）
11-9

61
62

76
63

F

鈴木・畑佐
横浜ガーデンTC

YSC

●女子50歳以上●［女子50歳以上］

萩　野・二　瓶
（在住・金沢テニススクール）

東　條・大松澤
（エバーグリーンTF横浜・Tプラザ戸塚）

橋　本・戸　谷
（Team Coke）

青　木・　関
（サンブリッジTC本郷・在住）

橋本 ・戸谷
（Team Coke）

優　勝

●女子45歳以上●
SF
62
64

60
36
10-5

62
60

F
［女子45歳以上］

優　勝

石　井・大　友
（下川井TC）

堀　部・松　川
（TGレニックス）

長　井・浦　辺
（あざみ野LTC）

谷　原・佐　藤
（ユニークス本牧）

SF
62
61

62
63

64
64

F

長井 ・浦辺
（あざみ野LTC）

［女子60歳以上］

〈男子65歳以上〉成田・鉢蝋、鈴木・中西の各選手 〈男子70歳以上〉中井・久保田、寺島・山崎の各選手

〈男子75歳以上〉築野・金尾、鈴木・板倉の各選手 〈女子40歳以上〉仙田・松本、山川・鈴木の各選手

テニスを楽しめる喜び
中井 紀明・久保田 史夫（YSC）

〈男子70歳以上の部優勝〉

喜寿での挑戦
金尾 信之・築野 淳司（横浜ガーデンTC・東急あざみ野TG）

〈男子75歳以上の部優勝〉

25年の時を越えてのリベンジ
松本 亜由美・仙田 未知（在住）

〈女子40歳以上の部優勝〉
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した。案の定冒頭の２ポイントを決められてしまい
ましたが、ペアと声を掛け合い挽回することが出
来ました。続く決勝もペアの良いプレイと連動した
良い試合ができたと思います。試合後、見てい
て下さった方々からアドバイスを頂けるのも嬉しい
一つです。今回はサーブの向上が課題となりま
した。これからも大会を通して成長していきたい
と思います。　                          （鈴木 記）

会の方 と々コートレフエリーの皆様有り難うござい
ました。　　　                          （田村 記）

　今回初めて横浜市民大会に参加させていた
だきました。伝統ある大会、そして初めてペアを
組んで出場した大会ということもあり、大変緊張
した4日間でした。
　この大会を通じて改めて感じたことは、ペアリ
ングの楽しさやペアの大切さです。話し合い、
確認や修正を行いながら臨んだ各試合は、私
にとって大変有意義なものとなりました。気がつ
かなかった課題も多く見つかり、さらに向上心を
持ってテニスに取り組みたいと思えるようになり
ました。ペアを組んでくれた橋本さんには、心より
感謝しています。最後になりますが、今大会を運
営して下さった関係者の皆様、並びにコートレフ
リーの皆様に深く御礼申し上げます。ありがとう
ございました。　                         （戸谷 記）

　初めに、本大会を開催し運営して下さいまし
た関係者の皆様に厚くお礼を申し上げます。毎
年大会への出場を楽しみにしており、今回一昨
年度に続き２度目の単複優勝できたことを嬉しく
思います。
　決勝当日は、準決勝２セット目あと１ゲームが取
れず日没順延の続きからと言う難しいスタートで

　本大会は、試合に出るようになって一つでも
多く勝てるよう目標にしています。今年に入り体
調を崩し病院の検査通いで参っている時にお
誘いを受けました。この状態でと悩みましたが、
病院の先生から普段の生活は通常通りテニス
も疲れない適度なら続けたほうがよいと言われ、
明るい性格の元美さんに甘え出る事を決心しま
した。あとは自分が集中して頑張るしかありませ
ん、自分との戦いです。
　年齢別は力で押し切るだけではなく技のある
方ばかり、特に粘りのテニスは私の不得意とす
るところ一球でも多く絶対に諦めず繋ぐことで必
ずチャンスを元美さんが決めてくれる。二人で頑
張れた結果「優勝」に結びつき大変嬉しく思い
ました。日頃、ご指導して下さるコーチ、先輩、仲
間、何より一番の応援団の主人、家族に感謝申
し上げます。最後になりましたが横浜市テニス協

　横浜市民大会女子ダブルスに初めてエントリー
させていただきました。組み始めて約一年の我々
にとって初挑戦の大会でした。一回戦でいきなり
第一シードの方との対戦に萎縮し、リードを許して
しまいましたが二人で考えながら挽回できた事が
その後の自信に繋がったように思います。
　６０歳以上という括りではありますが、横浜市
民大会で優勝できたことは大変嬉しくこれから
挑む試合の励みになることでしょう。優しくそして
厳しく指導してくださったコーチ、レッスンの仲間、
一緒に練習してくれたクラブの仲間たち、皆様
への感謝の気持ちでいっぱいです。本当にあり
がとうございました。最後になりましたが、本大会
にご尽力いただいた横浜市テニス協会役員の
方々に厚く御礼申し上げます。       （長井 記）

第60回横浜市実業団対抗テニス大会
　3月から7月にかけての第60回横浜市実業団対抗テニス1部リーグ
において、男子の日立ソリューションズＢと女子の旭硝子中研が、とも
に２度目の優勝を果たしました。第55回（女子第17回）神奈川県実業
団対抗テニスリーグ戦では、男子：三菱重工横浜が３位、女子：女子：ウ
インザーＡが１7連覇で横浜市役所が準優勝しました。9月の関東実業
団リーグには、男子の三菱重工横浜と女子の横浜市役所が出場しまし
た。女子のウインザーＡはダイレクト・アクセプタンスで10月9日から広島

県で行われる全国実業団対抗テニストーナメントへ出場します。
　また、6月に行われた第78回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大
会）では、男子の図研と女子の三菱化学横総研A（県Ａ大会から降格）
が優勝しＡリーグに昇格となり、惜しくも男子の日立ソリューションズＢは
準優勝、東洋製罐は３位でした。
　第61回横浜市実業団対抗テニスは８月末から12月まで78チームの
熱い闘いを開始しています。

【第60回横浜市実業団対抗テニス大会の成績】
（各部の優勝チームのみ記載）

◦H27年3月～7月　参加82チーム(男69＋女13)
◦H27年度運営事務局：ＫＩホールディングス
《男子優勝（部別）》 ３部Ｂ：横浜市役所Ｉ

１部：日立ソリューションズＢ ４部Ａ：NECｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞー ﾀＢ

２部Ａ：横浜市役所Ａ ４部Ｂ：横浜銀行

２部Ｂ：NECｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞー ﾀA ５部Ａ-Ｄ：JXエネルギー中研

３部Ａ：森永製菓 ５部Ｅ-Ｈ：東京ガス根岸

《女子優勝（部別）》 ２部昇格戦：日立戸塚

１部：旭硝子中研 ３部昇格戦：神奈川県庁Ｃ

★大会の結果については協会ホームページに詳しく掲示されています。

県B大会男子優勝：
図研

県B大会女子優勝：
三菱化学横総研Ａ

［男子優勝］

日立ソリューション
ズＢ（２度目）

［女子優勝］

旭硝子中研（２度
目）

〈女子45歳以上〉戸谷・橋本、二瓶・萩野の各選手

〈女子50歳以上〉畑佐・鈴木、鹿子島・碓井の各選手

〈女子55歳以上〉柴田・田村、渡辺・田中の各選手

〈女子60歳以上〉浦辺・長井、堀部・松川の各選手

ペアに感謝
橋本 優子・戸谷 敦子（TeamCoke）

〈女子45歳以上の部優勝〉

日没順延の苦しい流れを克服し、優勝!
鈴木 裕美子・畑佐 順子（横浜ガーデンTC･YSC）

〈女子50歳以上の部優勝〉

多くの人に支えられて
柴田 元美・田村 裕子（エバーグリーンTF横浜）

〈女子55歳以上の部優勝〉

初挑戦！！
長井 幸子・浦辺 佳寿子（あざみ野LTC）

〈女子60歳以上の部優勝〉
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　７月５日から８月２日にかけて開催されました団体テニストーナメンは初日
が雨天中止となり一般男子の日程が遅れてしまいましたが、各種目とも連
日３５度以上の猛暑の中、ハイレベルな対戦が繰り広げられ団体戦ならで
はの醍醐味を十分に堪能して頂けたかと思います。エントリー数では全種目
１３６チームでこれまで減少傾向でしたが男子の部でやっと増加となりまし
た。この団体戦に出場する為に加盟された団体の皆様、また毎年優勝を

目指す団体、選手の皆様と共に次回も盛り上げていきたいと思っておりま
す。ルールとマナーとモラルを遵守し、横浜のテニス界の更なる発展を希望
してますので今後とも宜しくお願い致します。
　最後に、本大会運営に携わって頂いた役員、運営委員の皆様のご苦労
に対し心から感謝致して大会後記とさせて頂きます。

（横浜市団体トーナメント委員長　関　宏一）

優勝チームの皆様、おめでとうございます
［一般男子］関東ＴＣ（チームＨ）/３度目優勝　［一般女子］Team Coke/３度目優勝

［シニア男子］亀の甲山ＴＣ（A）/連続２度目優勝　［シニア女子］ＹＳＣ（ひまわり）/初優勝

「第５２回横浜市団体テニストーナメント大会を終えて」

　優勝から3大会遠ざかっており今年こそはと
気合を入れ直して今大会に挑みました。チーム
にはメリハリがあり、オーダーを決める前から賑や
かでお祭り騒ぎですが、試合が始まれば目の色
を変えて真剣にテニスに向き合う、やる時はやる
チームです。連日猛暑日の中、メンバー1人1人が
自分自身に負ける事なく最後まで戦い優勝する
ことが出来てとても嬉しく思います。
　来年は関東TCでの決勝戦が出来るように
関東TCメンバーで切磋琢磨し来年の大会に
挑みたいと思います。最後にこの素晴らしい大
会を運営して下さいました横浜市テニス協会の
方々、および大会関係者の方々に心より御礼申
し上げます。                                 （菱沼）

　先ず始めに、今大会の運営に携わった協会
役員および関係者の皆様に感謝申しあげます。
昨年に引き続き今年も優勝させて頂きました。２
連覇達成です。
　個人戦とは違ったプレッシャーとの戦いが団
体戦にはありますが、チームワークと選手層の厚
さが勝利を導いたのではないかと思います。仕
事、怪我そして病気などで出ることが出来なくと
も応援に駆け付けるチームワーク、そして、１勝を
もぎ取るためのプレーがどの選手も出ても出来る
「金太郎飴」的な選手層があると思います。目
指すは３連覇です。厳しいかも知れませんが、テ
ニスを楽しく続け個々人がレベルアップして達成
したいと思います。　　　　　　（宮島信行）

　YSCひまわりやりました～！　昨年は惜しくも
決勝で敗れたため、唇を噛み締め会場を去るし
かなかった・・・ 。I'll be backと呟きながら。
　あれから1年。今年はやりました！ 昨年からは、
チーム名を「ＹSCひまわり」に変えて出場してい
ます。みんなで黄色のウエアを着て、真夏の太
陽にも負けないひまわりになって、コートに、ベン
チに、応援席に咲き乱れていました。満開のひま
わりがとても眩しかったことでしょう。多分。
　どの試合もとても厳しくて、簡単ではありませ
んでしたが、ひまわり達は皆頑張りました！ みん
なで頑張れたことが、何よりも嬉しいです。
　最後になりましたが、大会役員の方々、並び
に関係者の皆様、素晴らしい大会をありがとうご
ざいました！ 来年もまた、この大会が盛り上がるこ
とを願っています。We'll be back！　　（阿部）

　横浜市テニス協会の方々ならびにご関係者
の皆様、誠に有難うございました。この度は多く
の強豪がいる中から、女子は5年ぶり3度目の優
勝をする事が出来た事は、この上もない歓びで
す。この社会人団体戦にTeamCokeが出始め

▪第52回 横浜市団体テニストーナメント▪

て18年目になります。この先も元気にテニスが出
来、いつか男女で優勝出来る様、また精進して
行きたいと思います。　　　　　（神田玲央）

三ツ沢TC（B）
●一般男子の部

●シニア男子の部 ●シニア女子の部

●一般女子の部

AGC庭球倶楽部
とつかTC

朝練会(夜練部)
ポーチ(Z)

Team Coke
Salesio Tennis Team

関東TC(チームH)

QF SF F
41

41

32

WO

32

32

41

関
東
T
C（
チ
ー
ム
H
）

YSC
新横浜PHITC(パンダコパンダ)

エバーグリーンTF横浜(ボーダーズ)
ポーチ(サラブレッド)

横浜市役所T部

TAS

エバーグリーンTF横浜(ピュア)
Ｔｅａｍ Ｃｏｋｅ

亀の甲山ＴＣ（A）
希望ヶ丘TC

YITC
ブラックソックス

QF SF F
21

21

21

21

21

20

20

SF F
30

21
30

亀の甲山
TC（A） 

優勝 優勝

優 勝

T
e
a
m  

C
o
k
e

優 勝

ＹＳＣ（ひまわり）

横浜ガーデンTC
TGレニックス(カンパーイ)

ＹＳＣ（カサブランカ）
SF F
21

30

WO

YSC
（ひまわり）

［シニア男子の部準優勝］ブラックソックス［一般女子の部準優勝］新横浜PHITC（パンダコパンダ）［一般男子の部準優勝］朝練会（夜練部） ［シニア女子の部準優勝］横浜ガーデンTC

自分自身に負けないテニスを!!

プレッシャーを吹き飛ばし、連覇達成

昨年の悔しさをバネに頂点へ

5年ぶりの優勝

◦一般男子の部優勝：関東テニスクラブチームＨ◦

◦シニア男子の部優勝：亀の甲山ＴＣ（Ａ）◦

◦シニア女子の部優勝：Ｙ．Ｓ．Ｃ ひまわり◦

◦一般女子の部優勝：Team Coke◦
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　親子ダブルストーナメントには第１回から参加
させていただいており、長男、次男と出場した時
は準優勝止まりでしたが、今回三男と組んで念
願の優勝を飾ることができました。今回出場した
小学３年以下の部では、親がどこまで手を出す
か考えさせられる面もあり、通常のダブルスとは
違った難しさがありました。勝ち負けにこだわりす
ぎず、楽しくプレーする事で親子の絆を深めるこ
とができたのではないかと思います。
　試合以外にもくじ引きやテニスレッスンなどの
イベントがあり、他の大会には無い楽しさがありま
すので、来年以降も参加させていただけたらと
思います。最後になりましたが、今大会を運営し
てくださった関係者の皆様、いつも気持ちよくプ
レーをさせていただき感謝しております。本当に
ありがとうございました。

　今年初めて親子ダブルスに出場させていた
だきました。昨年は息子とこの親子ダブルスを見
学にきて、翌年の出場、そして願わくば上位進
出を目指そうと話してました。
　仮ドローを見て、初戦から厳しい試合が予想
され、ドロー運のなさに多少なりとも落胆しまし
た。しかし、試合をするからにはなんとか食い下
がろうと必死でプレーし、その難関の初日を勝ち
残ることができ、なんと予想もしていなかった優
勝までできました。このレベルの高い横浜市の
優勝者に名前を連ねられることを親子ともども
非常に喜んでおります。
　最後に、大会を運営してくださった多くの関
係者の方々に感謝しております。この大会をこ
れからもずっと開催いただければ幸いです。あり
がとうございました。

　今年初めて親子ダブルスに参加させていた
だきました。普段はお父さんにアドバイスをもらう
事が多いのですが、今回はダブルスだったの
で、一緒にプレーしたり作戦を練ったりすること
が出来て、とても勉強になりました。特に、精神
的に負けそうになった時に、間を取ったり、声を
出したりして、気持ちを切り替える事が大事だと
実感しました。
　普段からお父さんと朝練をしたり、テニスのア
ドバイスをもらったりしていたので、今回お父さ
んと一緒に優勝することができて、とてもうれし
かったです。

　ぼくは、母にさそわれてこの親子トーナメントに
初めて出場しました。まさか、優勝できるとは思っ
ていなかったのでとてもびっくりしました。とくに、
決勝戦では、母のミスが続いてケンカっぽくなっ
て途中で・・・負けてしまうのではないか・・・と思っ
てしまいました。そんな時、一番ミスをしている母
が、「最後の一本まであきらめないよ！」と言って
きて、そこから６－６に追いつき、タイブレークを
とって勝ちました。この時の強いあきらめない気
持ちをシングルスで持てるようにしたいです。
　テニスを始めて３年、ぼくはテニスが大好きで
す。もっともっと上手くなって、いつかシングルス
の試合で優勝できるようになりたいです。

　私は小学2年生から1年おきにこの親子ダブ
ルスの試合に出させてもらいました。なかなか優
勝できず、諦めかけた事もありました。でも、優勝
しなければ気が済まず、今回初優勝出来てとて
も嬉しかったです。そして私たちを応援し、支えて
くれた家族にも、この優勝の喜びと嬉しさを分け
合いたいです。試合を運営してくださった横浜
市テニス協会の皆さま、本当にありがとうございま
した。そして、また他の試合でお世話になる時に
はよろしくお願いします。　　　　　　（美帆）
＜リベンジ＞
　「何でこうなるの・・・」。娘が試合中に涙を流した
のは昨年の小学生の部で出場した大会の事でし
た。4-1でリードしていた試合が、追い上げられてき

す。この素晴らしい大会を開催・運営くださった
役員および関係者の皆様に心より感謝申し上
げます。また、練習試合や応援してくださった大
塚テニス、横浜グリーンテニスの皆様にお礼申し
上げます。

　昨年は準優勝だったため、優勝したいと願っ
てはいたものの、親の方がプレッシャーを感じてい
ました。ところが始まってみると昨年とは全く違う
試合展開で、親がフォローする必要もなく、後方
から鋭いショットが放たれあわててポーチに出るな
ど、大人と組んでいるのではと錯覚する瞬間もあ
り、この１年の息子の成長ぶりを実感することが
できました。またマッチポイントはネット際での子供
同士の息をのむラリーの応酬で、母親二人が声
援を送る形となり、勝負の中でも子供の成長を
見守るこの親子大会ならではの光景でした。
　息子もマッチポイントを制して優勝したことで
自信をつけたようです。子供と同じゴールを目指
せる機会は珍しく、またぜひ参加したいと思いま

　８月９日（日）、８月１６日（日）の２日間で、小学生３年生以下から高
校生以下までの10種目（129組参加）を、初日は三ツ沢公園コート

（小学生以下）と山手公園コート（中学生・高校生）、決勝大会は
清水ヶ丘公園コートで、天候にも恵まれ無事に全種目を終了するこ
とが出来ました。コート上は親子のかけ声もあり、観客席は多くの家
族が試合応援で盛り上がっていました。恒例の抽選会は、協賛会
社提供のペア宿泊券やテニスグッズや飲料などもお渡しすることが
できました。午前と午後にそれぞれ行ったテニスレッスンでは、たくさ

んの参加者が気持ちの良い汗を流していました。
　“試合を通じて「親子のきずな（絆）」をより深める大会”として横浜
開港150周年を機にスタートした大会ですが、恒例行事として毎年
参加していただいている家族もいます。多くの親子ペアに参加して
貴重な思い出をつくってもらうためにも、さらに参加しやすい楽しい
大会にしていくよう努めていきますので、参加できなかった方にも、
ぜひ来年は参加していただきたいと思っています。よろしくお願いい
たします。                              （親子ダブルス委員長　大村）

第８回 横浜親子ダブルストーナメント
多くの家族の声援で盛り上がりました

［小学３年生以下父親］伊藤（俊介・陽）親子、伊藤（礼央・啓太）親子の各選手

［小学6年生以下父親］小山親子、宮川親子の各選手
［中学生以下父親］得田親子、伯耆親子の各選手

［小学３年生以下母親］濱田親子、坂野親子の各選手 ［小学6年生以下母親］佐藤親子、宮内親子の各選手 ［中学生以下母親］山藤親子選手

第1回から継続参加、初優勝!
伊藤俊介・陽（市役所Ｔ部・在住）

小学３年生
以下父親の部
優　勝

思いがけない初出場での優勝
得田昭彦・佳佑（エバーグリーンTF横浜・在住）

中学生
以下父親の部
優　勝

母と優勝！
山藤多恵・美帆（在住）

中学生
以下母親の部
優　勝

とても良い勉強になりました
小山雄司・馨（在住）

小学６年生
以下父親の部
優　勝

最後の一本まであきらめない
佐藤陽子・大喜（橘テニスアカデミー・IHSMレニックス）

小学６年生
以下母親の部
優　勝

念願の優勝と息子の成長
濱田早織・真輝（在住）

小学３年生
以下母親の部
優　勝
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　今年も、春分の日3月21日に川口市青木公園テニス
コートで親善試合が行われました。毎年、川口市テニス
協会の要請を受け、横浜市選手団が遠征して、団体戦の
試合を行っており、今年で回を重ねて11回目となります。
一方、横浜選抜室内選手権大会にも川口市からも招待

参加して頂いて、交流を深めています。試合種目は、都市対抗公式試合、一般試合（年
齢別）、中高生ジュニアの部で行われ、選手の皆さんは熱戦を繰り広げられました。
　この大会は、川口市のテニスレベル向上を図りたいとして交流試合形式ではじめられ
たものですが、最近の対戦成績は、残念ながら負け越しが続いています。今大会も、遠
征疲れ？も有ってか、都市対抗公式試合で２－５、その他も横浜市が負け越してしまいま
した。横浜市選手団の皆さん、来年は勝ちに行きましょう。
　今回初めて、選手団に同行させていただきました。川口市テニス協会さんのきめ細か
な試合運営と横浜市選手団へのもてなしに感謝いたします。（相良）

　横浜市テニス協会の夏の行事、「ジュニア合
同・強化練習会」と「親子ダブルス」。長女(文
南)は毎年、参加させて頂いている。
　そして、今年、次女(生奈)が「ジュニア合同・
強化練習会」に参加することができた。強化練
を見学しながら、暑さに慣れるのが私の親子ダ
ブルスへ向けた調整法。娘達の頑張っている
姿を見るのは楽しいので、この調整法は苦にな
らない。
　今年は次女も参加できたので、楽しさ２倍だっ
た。親子ダブルス、暑さに耐えながら必死に娘を
引っ張っているつもりが、観ている人からは私が
足を引っ張っているように映るらしい。きっとそれ
が事実であり、私が思う以上に娘は成長してい
るのだろう。この「夏の恒例行事」を開催・維持
してくださっている協会の方々に感謝しつつ、
来年を楽しみにしている。

　高校生活最後の夏休みに最高の思い出が
できました。私の高校は、改修工事のため学校
のテニスコートが使用できず、3年間近隣のテニ
スクラブのコートをお借りして活動していました。
　7月に引退しましたが、この大会に父と参加し
3年間の集大成が優勝という形になり、ほんとう
にうれしいです。父に感謝しています。ありがとう
ございました。

　今大会は、年に一度親子で出場することを楽
しみにしている大会です。大会開催、運営して
下さった関係者の皆様にお礼を申し上げます。
　今回で３度目の市民大会出場でしたが、前
回惜しくも準優勝だったので、今年は優勝するこ
とができて、大変嬉しく思います。
　今回どのゲームも内容的に競っていたので、
ちょっとしたミスによって、相手が勢いに乗りゲー
ムを取られる可能性も大いにありました。勝つも
負けるも紙一重であることを学ぶことができまし
た。この大会を通じて学んだことを今後のテニス
に活かせるよう、さらに向上心を持って取り組ん
でいきたいと思います。

　５年前になりますが、右膝半月板損傷で手術
を受け試合からは遠ざかっていました。来年、受
験生の娘との思いで作りにとエントリーさせて頂
きました。術後も思うように回復せず、さらに左膝
も損傷してしまいテニスは半ば諦めていました。
　そんな中、娘の試合を観に行く度にテニスの楽
しさを再確認し復帰するきっかけになりました。
瞬時に走れない私のフォローをしてくれる娘の成
長を間近で感じ、優勝出来た事はとても嬉しく、
最高の思い出作りになりました。まちがいなく親
子の絆を作るきっかけになる大会だと思います。

　真夏の暑い中この大会の運営をして頂きまし
た関係者の皆様に御礼申し上げます。有難うござ
いました。

て4-5のチェンジコートの時に大粒の涙が。その２R
で敗退し、娘も私も悔しい思いをしました。
　今年も大会のエントリー時期になり、「どうする？出
る？」と声をかけるも「んー、どっちでもいいー」とあま
り興味のなさそうな返事。ですが、エントリーを決め
た後は、もう狙うは優勝という娘の強い気持ちが痛
いほど感じ取れました。試合当日は猛暑の8月でし
たが、幸いにして午前中は曇っており、試合も進め
やすかったです。思い通りの試合運びになり、終
始娘も笑顔でした。大きなカップを手に良い思い出
になりました。今回、優勝をさせていただきましたが、
いつも親子ダブルスを出させていただくたびに子供
との絆を感じられたり、こどもの成長が見られたり、
何か必ずお気づきをいただきます。大会関係者の
皆様に感謝、御礼申し上げます。           （多恵）

［中学生以下混合］坂野親子・南雲親子の各選手

［高校生以下男子］西岡親子・藤沢親子の各選手

［高校生以下女子］東出親子、吉田親子の各選手 ［高校生以下混合］馬込親子・金子選手

三橋竜太郎・力進
（在住）

西岡大・大輝
（在住）

藤沢隆・海斗
（在勤）

片山利之・優希
（在住（レスポートサックジャパン）・ITC）

SF
85

81

86

F

尾崎達也・翔哉
（在住・ラック港南台TG）

得田昭彦・佳佑
（エバーグリーンTF横浜）

剱物健太郎・蒼太
（本郷台テニス同好会）

伯耆匡知・優介 
（ラック港南台TG・在住）

SF
84

86

WO

F

鬼塚あや子・輝ジョナサン
（八景インドア・金沢中学）

南雲宏之・優希
（本郷台テニス同好会）

坂野仁清・文南
（在住）

小菅智美・豪大
（在住）

SF
83

85

80

F

吉田まさ江・万里安
（霧が丘アップテニスアカデミー）

堀池久利子・友乃
（在住））

伊藤香折・果歩
（在住）

東出聖子・楓菜
（在勤・在学）

東出聖子・楓菜
（在勤・在学）

SF
97

84

81

F

伊藤礼央・啓太
（在住）

上田秀人・頼
（在住・TeamYUKA)）

伊藤俊介・陽
（市役所T部・在住）

飯塚浩市・遥登
（在住）

SF
WO

61

63

F

山本めぐみ・健太郎
（在住・在学）

濱田早織・真輝
（在住）

坂野幸子・生奈
（在住・YSC）

明場貴恵・凛
（在住）

SF
61

63

60

F

中嶋直子・理帆
（在住・在住（ZIP））

佐藤陽子・大喜
（橘テニスアカデミー・IHSM レニックス）

池谷綾子・真斗
（サリュートITS）

宮内由佳・汐夏
（在住・ラック港南台TG）

SF
60

76（4）

62

F

小山雄司・馨
（在住）

金丸信一・日菜子
（在住）

木村宗一郎・謙宗
（在住）

宮川政美・百合亜
（ウエスト横浜テニスクラブ）

SF
62

76（5）

64

F

伊藤俊介・陽
（市役所T部・在住）

小山雄司・馨
（在住）

得田昭彦・佳佑
（エバーグリーンTF横浜）

坂野仁清・文南
（在住）

濱田早織・真輝
（在住）

佐藤陽子・大喜
（橘テニスアカデミー
　・IHSM レニックス）

西岡大・大輝
（在住）

★優　勝★

★優　勝★

★優　勝★

★優　勝★

★優　勝★

★優　勝★

★優　勝★

★優　勝★

金子裕之・汐里
（YITC・捜真女学院）

坂本奈美・匠
（あざみ野LTC）

馬込勉・綾乃
（東戸塚松原TS）

佐藤ひさの・翔真
（在住）

SF
84

98（1）

98（5）

F

馬込勉・綾乃
（東戸塚松原TS）

★優　勝★

●小学3年以下父親● ●小学3年以下母親●

●中学生以下男子● ●中学生以下女子●

●中学生以下混合● ●高校生以下男子●

●高校生以下女子● ●高校生以下混合●

●小学6年以下父親● ●小学6年以下母親●

山藤多恵・美帆
（在住）

山藤ペア

3-0 1

16
×

26
×

61
○

61
○

63
○

62
○

63
○

57
×

36
×

16
×
36
×

75
○ 1-2 3

2-1 2

0-3 4

秋吉ペア杉浦ペア 滝沢ペア 勝敗数 順位

秋吉真須美・美夜
（在住）
杉浦美央子・萌楓
（在住）
滝沢千夏・有紗
（在住・GODAIテニスカレッジ港北校）

夏の恒例行事
坂野仁清・文南（在住）

中学生
以下混合の部
優　勝

この夏の最高の思い出
馬込勉・綾乃（東戸塚松原TS）

高校生
以下混合の部
優　勝

娘の成長と親子の絆
東出聖子・楓菜（在勤・在学）

高校生
以下女子の部
優　勝

勝つも負けるも紙一重
西岡大・大輝（在住）

高校生
以下男子の部
優　勝

　今年も、春分の日3月21日に川口市青木公園テニス
コートで親善試合が行われました。毎年、川口市テニス
協会の要請を受け、横浜市選手団が遠征して、団体戦の
試合を行っており、今年で回を重ねて11回目となります。
一方、横浜選抜室内選手権大会にも川口市からも招待

参加して頂いて、交流を深めています。試合種目は、都市対抗公式試合、一般試合（年

第11回都市交歓
スポーツ大会
（対川口市）
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　ジュニア競技力向上事業テニス合同・強化練習会は、（公財）横浜
市体育協会殿主催・横浜市テニス協会主管の事業として毎年夏休み
期間中に実施していますが、今回で22回目となりました。今年度は7月
20日から8月15日迄の土・日に合計６日間（午前・午後各2時間半）
実施しましたが、小学生から高校生まで、約100名（延べ約500名）
の選手に参加頂きました。一昨年から設けた特別強化クラス（各種大
会上位者クラス）へも多く参加頂きましたし、学校単位でまとまっての
参加も頂きました。
　コーチには、市内トップクラスの選手・クラブコーチ・公認指導員等
の方々に協力を頂いていますが、今年も昨年に続き、元デ杯選手の田
辺正特別コーチにも参加指導頂きました。また、大学生テニス部員現
役選手にも協力を頂きました。（猛暑の中でしたが）天候にも恵まれ、
参加者は普段とは違うレベルの高い内容、ちょっと厳しい練習にも、
楽しく元気に、そしてそれぞれが目標を持って取り組んでくれました。
　この合同練習会をきっかけに、マナー面も含め、更に大きく成長し、
クラブ活動・大会等で活躍されることを期待します。来年度も同時期
に実施する予定です。                                                （相良）

　今年の都市間交流スポーツ大会は、7月11日㈯、12日㈰名古
屋市の名城庭球場で行われました。
　名古屋市、大阪市、神戸市、京都市、横浜市の5都市で行われ
る大会です。一般男・女シングルス、ダブルス、ベテラン男・女ダブ
ルス、ベテラン男子２の計7ポイントの団体戦です。横浜市チーム
は市民大会の上位入賞者を代表選手として選考し参加しました。
名古屋市が参加するのは第２回名古屋大会(2005年)に参加し
て以来、１０年ぶりの参加で、久しぶりの５都市での大会となりまし
た。当日の名古屋は、猛暑の始まりで、横浜よりも暑く、炎天下、
選手の皆様は気温を上回るほどの熱い気持ちで非常に真剣に
戦って頂きました。
　試合形式は５都市のラウンドロビン方式で行い、対戦結果は、
名古屋市と横浜市が3勝1敗同率でしたが、得失ゲーム差で横浜
市は惜しくも2位に甘んじ、（涙）名古屋市が見事、地元の意地を
見せ、優勝を飾りました！ 各都市の選手もレベルが高く、年々試合
のレベルが高くなっているように感じます。
　横浜市は、市民大会の上位者を選考していますので、この大会
が横浜の選手にとって一つの目標となり、テニスのスキル向上に

つながることを期待しております。また、第１日目の試合終了後、５
都市による懇親会では、名古屋市さんの心のこもったおもてなし
で、各都市と様々な意見交換ができ交流を一層深める事ができま
した。監督をはじめ、選手、役員の皆様、大変お疲れ様でした。
　なお、来年は横浜市が開催都市となるため、ホスト都市として４
都市の選手・役員の皆さんに満足していただけるよう、充実した大
会運営とアフターテニスも頑張っていきたいと思います。
[都市間交流スポーツ大会マネージャー 石崎勇太(GODAIテニスカレッジ)]

小学生から高校生まで約100名・延べ500名が参加／元デ杯選手の田辺正特別コーチが今年も指導

第22回 ジュニア競技力向上事業テニス合同・強化練習会

　毎年恒例となっている『中学生新入部員講習会』を5月24日
（日）と７月１８日（土）の二日間、新横浜公園コート（１０面）
で行いました。神奈川県公認指導員、横浜市公認指導員の指
導のもと、中学入学と同時にテニスを始めた初心者を対象に、
午前の部、午後の部それぞれ３時間実施しました。

テニスの技術だけではなく、マナーについても学んでもらいまし
た。普段は学校の校庭で練習している子も多くいるそうです。
３時間、目をキラキラさせて練習に励んでいたことが印象深
かったです。今後もテニスの普及活動として新入部員講習会を
継続していきたいと思います。                             （窪田）

第１2回 都市間交流スポーツ大会

□中学生新入部員講習会□

[出場選手等]
○監  督／岡崎 崇徳(リコー) 
○マネージャー ／石崎 勇太(GODAIテニスカレッジ）
○一般男子／小山裕史(GODAIテニスカレッジ)・池田孝郎(希望ヶ丘TS)・河村一成(ラック港南台TG)
○一般女子／萩森千沙希(ウインザー)・内藤裕子(エバーグリーンTF横)・小林美幸(ザバスSC/金沢八景)
○ベテラン男子１／古賀公貴(テニスプラザ戸塚）・宮下和志(テニスプラザ戸塚)
○ベテラン女子／橋本優子(Team Coke)・戸谷敦子(Team Coke)
○ベテラン男子２／笠松由彦(エバーグリーンTF横浜)・落合　茂(エバーグリーンTF横浜)

名古屋
大　会

横浜市 神戸市 京都市 大阪市 名古屋市 勝敗（順位）

横浜市 4-3 4-3 4-3 2-5 3-1（2位）

神戸市 3-4 2-5 3-4 1-6 0-4（5位）

京都市 3-4 5-2 3-4 4-3 2-2（3位）

大阪市 3-4 4-3 4-3 3-4 2-2（4位）

名古屋市 5-2 6-1 3-4 4-3 3-1（1位）
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　春のシニアテニス教室（第９回）4月７日㈫から6月2日㈫
富岡西コートにて実施いたしました。参加申し込み者60名で
その後の辞退者６名で54名の受講者となりました。辞退者
の内訳は開始前3名教室スタート後3名で教室第一回目、二
回目連続で開催の判断が難しい空模様の影響が大だったと
思います。しかし逆に当日こられた生徒さんの多さに開催側
が実施の決断に迷わず出来たのも事実でした。コーチ陣も
生徒さんの熱意に応え雨がぱらつく中でも熱い指導を行って
いました。教室全般の不安定な天気にもかかわらず、また生
徒さんのテニスへの情熱のおかげか8回中止がなくまた最後
の2回は好天で終了いたしました。
　今回の参加者の内訳は初参加20名経験者34名となり若

干平均年齢も若返りました。コーチの布陣も昨年から若干の
変更がありこの教室自体世代交代が行われているのではと
感じます。この世代交代が体力的なものでなく教室で掲げて
いる仲間作りの結果の卒業であってほしいと思います。そし
てこの教室の目的の2番目技術の向上としてまた参加してい
ただき技術の向上はもちろんこの教室を通じ仲間作りの先
輩として自身の経験談を他の方に伝授していただければ仲間
の輪がもっと広がっていくのではと期待しております。
　コーチの皆様には不安定な天気の中、生徒さんの怪我や
体調を気遣い一人もリタイヤを出さず教室を終えることが出
来ましたのも皆様のおかげと感謝しております。ありがとうご
ざいました。　　                                          （飛田）

［第9回 市民シニアテニス教室］

参加者体験記 「今日もテニス日和」 本間涼子さん

　昨年、スポーツセンターで偶然手にし
た「シニアテニス教室」の応募案内。今の
私にぴったりな企画と思い、早速応募し
ました。
　中学生の時、クラブ活動で軟式テニス
をやっていましたが、硬式テニスは基礎
をきちんと学んでいません。自己流で身

についたものはなかなか抜けず、コーチの教えに頭で納得して
も体が動いてくれないので苦労もしました。
　教室が終わってから初心者クラスで受講した10人でテニスを
続け今日に至っています。今年も運よく採用され、コーチ陣のき

　Ｓａｌｅｓｉｏ Ｔｅｎｎｉｓ Ｔｅａｍはサレジオ学院テニス部ＯＢ会によるチー
ムです。サレジオ学院中は全国中学団体戦の常連校で、３年前には３
度目の全国制覇も果たしました。
 ＯＢ会としても、普段の練習の指導や、合宿での指導、ＯＢテニス会、
飲み会等のイベントを実施し盛り上がっていましたが、「現役の頑張り
にＯＢも負けられない！」「卒業してからも、現役の時みたいに熱く団体
戦で戦いたい！」という声が上がり、３年前から団体トーナメントに参戦し
ています。さらに今年は創部５０周年イベントも行われ、今後益々盛り
上がっていくと思われます。団体トーナメント出場３年目の今年、やっと
ベスト８まで進出しました。出場メンバーの年齢層も幅広く、卒業したて

の大学生からおじさんプレーヤーまでいます。来年度からはシニアの部
へも参戦し、一般の部とともに優勝を目指します！

Salesio Tennis Team〈第60回〉

め細かい指導で楽しく続けることができました。技術的にはな
かなか上達しなかったのは残念でしたが、毎回楽しく続けられ
たことが私にとって一番の収穫でした。教室参加をきっかけに
仲間が出来この年齢になっても、テニスを続けていられること
にほんとうに感謝しております。
　毎週火曜日は「テニスの日」と決めており、他の予定は極力
入れないようにしています。朝起きるとウキウキした気分になり
天気も気になります。今ではテニスが生活の一部になりつつあ
ります。
　これからも日頃の健康管理も怠らず、いつまでもテニスを楽し
めるようにしていこうと考えています。来年もぜひ参加したいと
思っておりますので、よろしくお願いいたします。そしてほんとう
にありがとうございました。
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　「テニスは一日を短くし、一生を長くする」のフレーズが最近全国のベテランプレーヤー
の間で共感をよんで広まっているようです。数年前に日本経済新聞紙上に米国の医師の
言葉として掲載されていましたが、筆者がテニスクラシック・ブレーク2000年12月号「テニス
と健康」で初めて記載し、2010年の本ニュース50号でも紹介しています。原典となった言
葉は米国の糖尿病診療で高名なＰ．ジョスリン博士（1869-1962）の”Exercize  shortens 
a day,but prolongs a life”すなわち「運動は一日を短くするが、一生を長引かせる」です。
博士は糖尿病治療は食事療法、運動療法、薬物療法の三位一体を強調しましたが、糖尿
病患者のみならず一般市民にも運動の重要性を理解する言葉として、米国では当時から
一般的に広まっていました。筆者がその言葉をはじめて知った時、テニスほどピッタリする
ものはないと感動し、テニスを運動に入れ替えて発表した次第です。

　昔から、ミルクを飲む人よりミルクを運ぶ
人の方が、電車の運転手より車掌さんの方
が、また郵便局の窓口の人よりも配達員のほ
うが長生きすると言われ、職種と寿命の関
係をとおして運動の効能について語り継が
れています。第二次大戦後の経済大国の米
国は、食料が豊富で、社会生活の機械化が
進み、肥満が国民病となりました。脂肪分の
多い米国の食事からみて，脂肪が少なく低カ
ロリーの日本食は当時から栄養のお手本とさ
れました。肥満解消のためにジョギングなど
の有酸素運動が有効とされ、1968年にクー
パー博士によってエアロビクスが考案され、
フィットネスが国民あげてのブームとなりまし
た。当時来日した米国大統領は、米国の国
力は国民一人ひとりの体力に基づくと、国威
を発揚するように、早朝に皇居をジョギング
して日本国民を驚かせました。
　1970年ハーバード大学の栄養学教授のマ
イヤー博士は「亭主を早死にさせる十か条」
のタイトルで、厄介な亭主を天国に早く送り
込んで気楽な未亡人になりたい人のために
健康と食餌と運動の重要性をブラックユーモ
アとして発表し、評判を呼びました。
　夫を ①うんと太らせる ②酒をうんと呑ま
せる ③いつも座らせておく ④霜降り肉など
飽和脂肪酸をたっぷり含んだ食事を腹いっ
ぱい食べさせる ⑤塩分の多い食べ物に慣れ
させる ⑥コーヒーをがぶがぶ飲ませる ⑦タ
バコをすすめる ⑧夜更かしをさせる⑨休暇
旅行に行かせない ⑩最後の仕上げに終始
文句を言っていじめる。このなかでもとりわ
け大事なのは運動をさせないことです。散歩
に行こうなどと言い出したら、「楽しみにして
いるテレビがもうじき始まりますよ」と、また、
水泳やテニスなどをやりたがったら，「いい
歳をして」とからかいなさいと実に面白く、市
民を賑わせました。

 
　身体に良い運動の条件は、危険が少なく
安全であること、有酸素運動であること、全

身的な運動であることです。歩く、走る、泳ぐ
などの有酸素運動は、酸素利用を促して心
肺機能を高めて持久力を増し、蓄積された脂
質をエネルギーとして消費するので肥満や高
脂血症を改善し、体内の糖分の利用を高め
て糖尿病を改善し，末梢の血管の緊張を緩
めて高血圧を改善するなどの効果をあげま
す。また適度な運動は筋肉を発達させ、関節
の柔軟性を高め、骨や関節の老化を遅らせ、
体のバランスや協調性を高めて巧みな動作
を行う神経系を発達させます。
　全身的な有酸素運動としてジョギング、サイク
リング、水泳、太極拳やヨガなどが薦められます
が、ゲームとしての楽しみやプレーとしての爽快
感も得られるテニスがスポーツでは一番ではな
いでしょうか。しかも一回30分程度、週に２～３日
でも運動効果が期待できます。

　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候
群、略して“メタボ”）は要介護状態になる原
因として多い脳卒中や心筋梗塞などの予防
のために提唱された概念で、肥満に加えて
高血圧、糖尿病，脂質異常症（高脂血症）の
生活習慣病が合併すると診断されます。肥
満でなければ大丈夫との誤解も生じ、肥満
の基準を腹囲で男性は85cm,女性は90cmと
定めているのは批判があります。従来のBMI
（体格指数＝体重÷身長m÷身長m）で25
以上が肥満とするのが妥当です。日本の肥満
は欧米諸国のそれと比べると軽度ですが、
運動不足に因るよりも過食や悪い食事習慣
が原因となって増加している現状です。
　寝たきりになる原因は脳卒中についで骨折
が多い現状から、日本整形外科学会は高齢
化対策としてロコモティブシンドローム（運動
器症候群、略して”ロコモ“）を提唱しました
が、まだ市民にあまり馴染まれていません。
　ロコモとは移動能力を意味し，「加齢によ
る運動器（筋肉、骨、関節、神経など）の障
害のために移動能力が低下して、要介護状
態になる状態」と定義しています。ロコモは、
15分も歩けない、青信号で渡りきれない、片
足立ちができない、家の中でもつまづく、手

すりがないと階段を昇れないなどの症状で
診断されます。骨が脆くなり、ちょっとした衝
撃で骨折しやすくなる骨粗しょう症。関節の
軟骨がすり減って、膝や股関節などが変形し
て、歩行が困難になる変形性関節症。椎間
板が老化して脊柱管が狭くなり、神経が圧迫
されて足がしびれたりして歩けなくなる脊柱
管狭窄症。ロコモの原因の殆んどが上記の３
疾患と言われます。

　テニスを中高年になってから始めたり、学
生時代のテニスを定年後に再開された方な
どで、どこのテニスクラブも高齢者で賑わっ
ています。適度なテニスはメタボやロコモの
予防に役立ちますが、中高年の場合はやり過
ぎが気になります。テニスはランニング、サイ
クリング、水泳などと違って技術が優先する
スポーツですので、初心者がいきなり長いラ
リーで心臓が苦しくなることは少なく、プレー
の上達とともに心肺機能も高まってきます。
健康増進、体力向上の目的ではじめた愛好
者のなかには上達して競争を求める傾向も高
まって、ベテラン大会に参加する選手も増え、
中にはやり過ぎで膝や腰の痛みを抱えながら
出場し続けている選手も見受けられます。
　全身の骨や軟骨は歳とともに老化（退行
変性）してスカスカになったり、ささくれだ
ち、コンクリートのように固いコートを長時
間、急停止やダッシュを交えてあらゆる方向
に走り回れば関節への負担は相当で、長年
競技テニスを続けていると膝や股関節など
の障害は避けられません。国内外の往年の
選手たちが膝や股関節に人工関節置換術を
受けたと聞いていますが、スポーツ整形外科
学会はロコモ対策として子供の頃から100年
耐用する運動器の育成を目標にしています。
　錦織選手の活躍でテニスの放映が増え、
テニスの試合がいかに過酷かが一般市民に
も理解されるようになりました。今年の夏も
連日各地のベテラン大会で熱中症で救急車
の出動が相次いだそうです。学生や一般の
大会でも熱中症は防ぎきれませんが、年齢
や四季を問わずプレー中の心臓突然死も発
生しています。中高年のなかには高血圧や
糖尿病など生活習慣病で薬を服用している
プレーヤーも多く、心臓突然死の予防には、
“Play at your own risk”の気持ちを忘れ
ないで、その日の体調やコンディションが優
れなければプレイを止める勇気をもってくだ
さい。
　リクリエーションテニスは一日を短くし、一
生を長くしますが、激しい競技テニスは一生
を短くする恐れもあります。

テニスプレーヤーのためのスポーツ医学好 評 連 載

日本体育協会公認スポーツドクター医学博士及
きゅう

能
の う

茂
し げ

道
み ち

60
撃で骨折しやすくなる骨粗しょう症。関節の
軟骨がすり減って、膝や股関節などが変形し
て、歩行が困難になる変形性関節症。椎間
板が老化して脊柱管が狭くなり、神経が圧迫
されて足がしびれたりして歩けなくなる脊柱
管狭窄症。ロコモの原因の殆んどが上記の３日本体育協会公認スポーツドクター医学博士及

きゅう

能
の う

茂
し げ

道
み ち

「テニスは一日を短くし、
　　　　　　一生を長くする」

❖健康のために運動の重要性❖

❖中高年のテニスのやり過ぎに警告❖

❖メタボとロコモの予防にはテニスが一番❖

❖テニスは健康に良いスポーツの筆頭❖
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協会インフォメーション
★テニスに関する各種の情報を始め、大会の実施案内や日程等をお知らせするためのホームページを開設しています。
　掲載内容も、今後とも徐々に充実させていきたいと思います。http://homepage3.nifty.com/yta1/ 

平成27年度上期新規加盟団体紹介（7団体） 横浜市テニス協会加盟団体内訳（2015年9月15日現在）
営業クラブ…………………………61団体
実業団………………………………48団体
同好会………………………………45団体
合　計…………………………… 154団体退会クラブ（2団体）／ＡＩＰ、ストレイトアングル団体名の変更／京三製作所硬式テニス部はKyosan Tennis Clubに変更

₁エヌプランニング　₂ｔｅｎｉｒ　₃ノアインドアステージセンター南
₄Ｐｉｎｅ Ａａｐｐｌｅｓ　₅Ｓｉｇｎｓｊａｍ　₆横浜テニスアカデミー　₇東亞合成テニス部

　　（公財）横浜市体育協会主催のテニス教室
が、新横浜テニスコートで実施されています。
コートはＵＳオープンで使用されているものと
同じサーフェスのデコターフです。優秀なコー
チ陣のレッスンを受けてみませんか。　
【実施概要】
   ○開催日：毎週水・金
   ○レッスン１：9:20～10:50
   ○レッスン２：11:10～12:40
   ○クラス：初級、中級 
   ○コーチ：横浜市テニス協会推薦コーチ
   ○受講料：１期14,400円（8週）
  ★詳細は協会ホームページ
   （http://homepage3.nifty.com./yta1/）
　  をご覧ください。　
 【問合せ先】横浜市テニス協会
　　    TEL.663-0557  FAX.663-0558

新横浜テニススクール
好評開催中　第39回全日本都市対抗テニス大会神奈川県予選が、4月4日㈯、5日㈰の２日間、厚木市

の南毛利で開催された。
　横浜市は県予選第７回（S58年）から通算23回神奈川県予選で優勝し全国大会に出場し
ていたが、今年も昨年につづき、県予選決勝戦で藤沢市に敗退し準優勝に甘んじた。全国大
会では藤沢市は健闘し、見事準優勝を飾った。

（公財）日本テニス協会から当協会の副会長兼

理事長日下啓二氏と川上利勝理事が永年の功績

を評価され、平成２6年度功労賞を受賞した。

◦監  督／岡崎 崇徳（リコー） ◦マネージャー／石崎 勇太（GODAIテニスカレッジ）
◦一般男子／喜多 文明（リコー）・只木 伸彰（リコー）
◦一般女子／福井 恵実（リコー）・水沼 茉子（リコー）
◦ベテラン女子／綱川 真弓（セサミスポーツクラブ大船）・松村 さおり（ウッドテニス）
◦ベテラン男子１／中嶋 俊一（横浜グリーンＴＣ）・玉那覇 太（あざみ野ローンTC）
◦ベテラン男子２／大浦 康隆（ヨコハマクラブ）・清板 伸一郎（ヨコハマクラブ）

[出場選手等]　

第₃₉回 全日本都市対抗テニス大会

（公財）日本テニス協会の受賞

神奈川県
予      選

　左: 畔柳JTA会長　右: 川上利勝理事




