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CTA委員会

挨拶・抱負

更なる発展を目指して

総務委員会

委員長

井上

則行

昨年度、目標として「千葉県選手

手当てをするという事です。CTA会員への情報

権大会」の冠スポンサー開拓・獲

提供を郵送からメールに移行し、ホームページに

得を掲げましたが、幸運にも来年

て必要な情報を開示するなどきめ細かな情報発信

から

に努めていこうと考えております。広報新理事の

年間、この大会の冠スポン

サーを新松戸「山喜」、株）新松戸
土地計画、株）新松戸設備のご

社に引き受けて

佐藤由美子さんを加えた

名（源生、中村、高橋、

井上）で「CTA NEWS」の編集に当たります。

頂くことになりました。これで念願であった「千

特記事項として、来年

葉県選手権」と「千葉トー」両輪に冠スポンサー

協会が創立 年を迎えるにあたり、「CTA 周年

を付けることができました。今後はこの協賛金を

記念誌」を発刊します。編集委員として笈川美佳

更なる協会発展の為、有効活用する施策を企画、

さん、芝田正司（豊通）さんを加えた

実行していきます。総務の懸案事項として、理事

年

月に千葉県テニス

人体制

（高橋、佐藤、井上）で記念誌制作に挑みます。「開

名の理事

かれた千葉県テニス協会」として、テニスという

の方々に様々な意見を頂き、今後の協会運営に反

素晴らしいスポーツをより一層盛んにするため、

映していきたいと思いますので、理事の皆さまの

今後とも皆さまのご指導、ご協力をよろしくお願

ご協力をお願い致します。会計の基本方針は、透

い致します。

会への出席を増やすことがあります。

明性、経費の無駄を省く、必要な部門には相応の

郡市委員会報告

郡市委員会

委員長

原

良彦

郡市交流中学生テニス大会も

目を見張るものがある。

年

クというラッキーでビッグな目標に向かってチャ

月に第

初参加

回を無事終了した。

チームも加わり

チーム

ンスを掴んでほしい。来年、

年の東京オリンピッ
年

月に第

回

での戦いとなった。リーグ戦の順

を実施する。中学生の子供たちも、この大会に出

位を決定する戦い、それぞれの順

場したいと聞く。千葉県郡市広範囲からの参加を

位でのトーナメント戦と、毎年レベルの向上には

切に期待したい。

強化・指導委員会

強化・指導委員会

委員長

森

二郎

強化・指導委員会の悲願であり目

学年からの強化育成、他県との対抗戦、海外遠征

標であった、国体テニス競技での

そしてその後大学リーグやプロ選手となり『チー

総合優勝“天皇杯”を昨年度、和

ムちば』の一員として戦って来た成果が実を結ん

歌山国体にて初めて千葉県に持っ

だものと思います。テニス協会に係わるすべての

てくることができました。この快

皆様、関係各位に御礼申し上げます。そして、今

挙は、テニス協会全体の協力があってこそ成し得

年から“天皇杯”は悲願ではなく常に手中に収め

た結果ですが、特に

年前千葉国体に向け、ジュ

る事を考え逃さないようにするべく、今まで以上

ニア委員会と高体連テニス専門部が協力しテニス

に『チームちば』の強化育成を図りたいと考えま

協会として『チームちば』を結成し、ジュニア低

す。リオオリンピックでは、千葉県出身の土居美
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咲選手が日本代表として活躍したように、現在土

ピング問題や選手としての倫理・行動などにも注

居選手の他に日本代表として澤柳璃子（ユース）、

視しより向上を目指します。又、レディース普及

志賀正人（ユニバーシアード）、村松千裕（Ｕ ）、

強化（女子連）、ベテラン・シニア普及強化（ベテ

宮本愛弓（Ｕ

名が選出されており、着実

ラン委員会・シニア連盟）共々千葉県の強化を考

に千葉県全体のテニス強化活動（特にジュニア）

え、テニス王国“千葉”を目指したいと考えてお

は実を結んでいると思います。今後も強化・指導

ります。今後もテニス協会の強化活動にご支援・

委員会としてジュニア育成・強化、国体強化（ジュ

ご協力をお願い申し上げます。

）の

ニアトップ・大学生・プロ選手）を図り、又ドー

ジュニア強化活動

ジュニア委員会

委員長

加藤
、

正

日頃よりジュニア委員会活動にご

国選抜ジュニアでは、全

種目（

才以下男

支援ご協力いただきましてありが

女シングルス）でベスト

以上の成績を収めた他、

とうございます。 ジュニア委員

全国小学生で男子は中村選手が優勝、女子も古賀

会では、毎年、ジュニアテニス大

選手が準優勝、全国中学で飯村・佐々野ペアが男

会の開催を始め、ジュニアテニス

子ダブルスで優勝しています。また、夏の全日本

の普及、指導、強化をベースとしたさまざまな活

ジュニアでは

動に取組んでおります。昨年に引き続き今年度も、

が優勝、荒川選手が準優勝、

特に日本テニス協会が普及促進策の一環として力

勝、更にダブルスでは

を注いでいるTENNI
S P&Sに、大学との連携の

葉ペアが独占、と優秀な成績を収めています。な

下取り組んでおります。
（来年

お、今年の

月は

校目順天

歳以下女子シングルスで村松選手
歳で古賀選手が優

歳以下女子ベスト

を千

歳以下の世界チーム戦、ワールド

堂大学と連携）また、中学校体育連盟への加盟に

ジュニア世界大会の日本代表選手に吉村選手と石

向けてのバックアップ事業として、中学生マッチ

井選手が、ジュニアフェドカップ世界大会の日本

＆クリニックを実施します。これらの地道な活動

代表選手に宮本選手が選ばれ、世界のトップジュ

の継続によって、千葉のジュニア選手たちは、今

ニアたちの中で奮闘しています。

年も全国大会レベルで活躍しています。

月の全

行事委員会

行事委員会

委員長

竹内

実

①千葉県選手権②千葉テニストー

なって、ジュニアからシニア層までテニスブーム

ナメント③県民大会④クラブ対抗

に成ればと期待をしています。コート確保がまま

を例年通り開催しております。一

ならずに千葉県総合運動場とフクダ電子ヒルス

般男子の試合は年々盛り上がって

コートの使用でなんとか間に合わせていますが、

きています。贔屓の選手を応援し

平日を含めた試合を出来ないものかと模索してお

ようとたくさんのテニスファンが駆けつけてきて、

り、クラブ対抗ではシニアの部を作り平日に開催

選手もそれに応えようと必死に試合を戦っている

をはじめました。今後とも千葉県のテニス発展に

様は胸を躍らせるものがあります。錦織圭選手を

皆様のご協力をお願いいたします。

筆頭に千葉県出身の土井美咲選手の活躍が刺激と
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実業団委員会

実業団委員会

委員長

村川

暁

実業団委員会では、春に実業団

同様

会場で開催しており、チーム間の交流が活

リーグ、秋にビジネスパル、年度

発となっています。千葉県からは男子はストレー

末に社会人大会を開催しています。

トインしていたルネサンスに加えてアルドールテ

実業団リーグは関東、全国を経て

ニスステージが、女子は日本航空が全国ビジネス

実業団の最高峰である日本リーグ

パルに進出し、ルネサンスは見事連覇を達成しま

への第一歩となっています。今年は男子代表と

した。社会人大会は実業団登録チームの選手に加

なった山喜とルネサンスが関東リーグで優勝・準

えて社員の家族や個人会員も参加可能となってお

優勝に輝き全国リーグに進出し、さらに山喜は全

ります。昨年

国リーグでも優勝して日本リーグへの昇格を決め

な

ました。ビジネスパルは出場選手に制限があり、

体的に大会への参加者数の減少が課題となってい

比較的手頃な大会となっています。本大会は昨年

る現在でも参加者数を維持しています。

回大会の節目を迎え、今年は新た

年に向けて、第

ベテラン委員会

回大会を開催しました。全

ベテラン委員会

関本

和秀

ベテラン大会に於いては県選手権、

スト

トーナメント共に、県内外から昨

ピック長崎大会は佐世保市総合グランドで

年同様多数の選手にエントリーし

～ 日に行われ、千葉県代表が予選

ていただきました。引き続き選手

リーグ、トーナメントでは兵庫県に負けましたが、

の声に耳を傾け魅力ある大会にし

来年に期待しましょう！全日本ベテラン大会は、

ていきたいと思います。大会報告に関しては、ス
ポーツマスターズ秋田大会が

月

～

、総合成績で

委員長

今年から
～

日秋田中

～

年ぶりに優勝！ねんりん
勝で

月
位

歳が名古屋東山テニスセーター、

歳が福岡博多の森テニスセーターに変わり

央公園で行われ、女子シングルス笠井、ダブルス

ました。いずれの会場でも千葉県選手の活躍は素

久松・松永が優勝、男子ダブルス高山・深沢がベ

晴らしく好成績を残しました。

審判員へのお誘い

審判委員会

委員長

荻野

真史

テニスの主審の技術は、ちょうど

次回の講習会にはぜひ御参加いただけますようお

プレーヤーの技術と同じように実

待ちしております。もちろん、お仕事をリタイア

力だけが発揮される世界です。

されて審判にも貢献したいという方々もロービン

ルールや競技規則の熟知と即断力、

グアンパイア（RU）として歓迎いたします。昨年

加えて動体視力などの身体能力が

度から多数回開催している千葉オープンTTC大

必要であり、これらの知識、能力を衆目の下に発

会は、プロへの登竜門といえますが、その上位入

揮します。試合は真剣勝負ですので、自らの実力

賞者の何名もが全日本テニス選手権大会の予選出

を発揮し続けなければなりません。主審には、常

場を果たしているとうれしいニュースが大会レ

に若い人材が求められています。千葉県テニス協

フェリーから寄せられました。この大会ではRU

会審判委員会では、Ｃ級認定会→実技研修会→実

が活躍して大会を支えています。テニスを愛する

勤務デビューというステップを常に実施していま

皆様、ぜひ審判員にお仲間入りくださるようお待

す。試合を楽しんでいらっしゃる皆さま、公認審

ちしております。

判員の世界はいつでも大歓迎しておりますので、
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日本女子テニス連盟千葉県支部

日本女子テニス連盟千葉県支部

支部長

須藤

薫

千葉県テニス協会の協力団体であ

で、会長や本部の方にもお褒めの言葉を頂き無事

る日本女子テニス連盟千葉県支部

に終了することが出来ました。各大会参加時には

支部長の須藤薫です。日本女子テ

複数の団体への募金をお願いしています。今年は

ニス連盟（女子連）は
周年を迎えます。

月に起こった熊本県地震の義援金も呼びかけて

年で

の都道府県支

皆さんから暖かい言葉と共にご協力を頂きました。

人を超えます。昨年

高齢化の問題が千葉県支部としても年々深刻です

は長年の女性テニスの普及と振興に努めた社会貢

が、幅広い年齢層の方にテニスを楽しんで頂きた

献に対してＪＯＣより女性スポーツ賞を頂きまし

いと思っています。全国大会へ繋がる大会は代表

た。千葉県支部は年間

決定に向けて普通の主婦とは思えないほどの熱い

部で構成され会員数は

，

の大会（

日余り）を、

人の理事とその他約

名の協力委員

戦いになり、応援にも毎年力が入ります。千葉県

で運営しています。昨年度は延べ

万人の会員が

支部も来年創設

支部長以下

大会に参加しました。今年は

月に女子連本部主

催の「会長杯」を開催しました。本部主催で
毎に

年

の支部が担当、運営協力し、他県からの参

込をインターネットで行うネットエントリー実現
に向けて準備中です。既に実施している他支部か
らのアドバイスや心強いサポートメンバーを加え、
つ

加者もある“おもてなし”の大会でした。準備の
段階から慣れないことが多く反省点は沢山ありま

年を迎えます。現在は大会の申

つ問題をクリアしながら実現に向けて普通

の主婦が第一歩を踏み出したところです。

したが、参加者の皆さんには楽しんで頂けたよう

関東テニス協会
平成

関東テニス協会
年度総会及び理事会に於い

て、平 成
，
金
万円、支出 ，

ました。第

柴﨑

哲男

テランの部が千葉蘇我会場で行われ、来年度は
週間の大会期間を

日間に延長して欲しいとの要

万円、繰越

望がありました。今後も事業は前年同様に実施す

万円と報告されました。ま

る予定ですが、各委員会とも経費内容を再検討し

万円、支出 ，

た、平 成
，

年度収支決算は収入

常務理事

年度収支予算は収入

万円、予備費

万円となり

て年間

万円削減を念頭に置いて予算を組むこ

とを考えています。

回関東オープンテニス選手権大会ベ
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活気づく千葉県学生テニス対抗戦

千葉県学生テニス連盟会長

田中

菊子

いよいよ今年度から千葉県学生テニス対抗戦が男

同チームと東洋学園大学との対抗戦になり、東洋

子の部で

部リーグ制となり、対抗戦が始まりま

学園大学が優勝いたしました。今後も課題である

した。事務局として大いにお力添えいただきまし

女子チームの減少をどうにか食い止め、活気づけ

た敬愛大学小島氏には感謝申し上げます。リーグ

て参りたいと存じます。男子のチームにおいても

の結果について、男子の部では

部優勝東洋学園

新たに聖和大学から連盟加盟希望が提出されまし

部優勝流通経済大学

た。今後更に千葉県内の大学テニス部が親睦を深

大学、

部優勝敬愛大学、

部優勝の敬愛大

め、共に切磋琢磨しながら、テニスを通して人間

位の麗澤大学に惜しくも負け、両校残

性豊かな人材に育っていけますように支援して参

となりました。入れ替え戦では
学が

部

留となりました。

部優勝の流通経済大学は

位の国際武道大学に勝利し、

部

部昇格を果たし

りたいと思います。今後とも皆様のご指導・ご支
援賜りたいと存じます。

ました。女子の部では千葉大学と麗澤大学との合

千葉県高体連テニス専門部
高体連の

年間の主な行事は

千葉県高体連テニス専門部
つです。
「関東高

委員長

川井

良真

など、年間を通じて様々な活動に取り組んでいま

等学校テニス大会千葉県予選会」
「千葉県高等学校

す。さて、専門部では平成

総合体育大会テニス大会」
「千葉県高等学校新人テ

えます。歴史を振り返りながら、これまで以上に

ニス大会」です。いずれも関東大会、全国大会へ

専門部組織の活性化を図り、選手達の充実した活

の予選を兼ねています。これらの大会だけでなく、

動ができるよう努めていきたいと考えます。千葉

公立高校と私立高校の上位校の交流試合、他県

県テニス協会をはじめテニス関係者の皆様のご協

チームを招待して行う強化練習会、普及活動の競

力のもと、千葉県全体のレベルアップに結びつく

技力向上講習会、若手指導者育成の指導者講習会

ように活動していきます。

本当の意味で高齢者のため考えたい

年に創部

千葉県シニアテニス連盟

会長

周年を迎

中村

義久

千葉県シニアテニス連盟規約は「健康で明るく、

国大会、県大会、 支部大会、合宿大会、埼玉県・

生き甲斐のある高齢化社会を作り、もって社会貢

静岡県との親善交流大会等のテニス競技に参加し

献の一助となることを目的とする」と定めていま

ます。競技に参加する高齢者の平均年齢は男性が
歳、女性が

す。また、一方、文部科学省は「スポーツ基本計

歳と毎年上がっています。常時各

画」の中で「健康で活力に満ちた長寿社会をめざ

大会に参加できる人、時折参加できる人、年間で

す」と具体的な社会貢献の姿を同じように掲げて

一度も参加できない人と分かれますが、

います。この

大先輩、

つの表題を常に意識して、千葉県

歳台の

歳台の多くの会員に心よく参加しても

シニアテニス連盟として大会の運営に努力してい

らえるよう、一層の工夫が今後も求められると自

ます。会員

覚しています。

～

人が年間

競技に分かれ、全
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ձࢸࢽࢫࢥ࣮ࢺࢧ࣮ࣅࢫ㸦࣒࢜ࢽࢥ࣮ࢺ㸧
 ᙜ᪥㸯㸱㹼㸯㸵 ⩣᪥㸷㹼㸯㸱
 ͤྡᵝࡈ㸯㠃㸦㹼ྡᵝ࡛㸯㠃ࠊ㹼ྡᵝ࡛㸰㠃㸧

ղே㸯㸳ྡᵝ௨ୖ࡛↓ᩱ㏦㏄ᢎࡾࡲࡍࠋ
 ͤ᭷ᩱ㐨㊰௦㸰 ศࡣ࠾ᐈᵝࡢࡈ㈇ᢸ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ࣛࢪ࣒࢘㢼࿅ࠗࡃࡘࢁࡂࡢ࠘

ࢸࢽࢫࢥ࣮ࢺࣞ࢘ࢺ 
䕺㏣ຍ䝔䝙䝇䝁䞊䝖㻌 㻌 䠍㠃䠍㛫䠄⛯㎸ᩱ㔠䠅㻌
㻌 㻌 㻌 䖪ᖹ᪥䠔䠕䠌㻌 㻌 䖪ఇ๓᪥䞉ఇ᪥䠍䠈䠍䠑䠌㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 䖪䝘䜲䝍䞊↷᫂ᩱ䠑䠐䠌㻌
䈜䝘䜲䝍䞊⏝䛿䠎䠍䜎䛷䠄᭱⤊ཷ䠍䠕䠅㻌 㻌

ͤࡇࡢࣉࣛࣥࡣ
Ӑே㸲ྡᵝ௨ୖࡽӑࡈ⏝࠸ࡓࡔࡅࡲࡍࠋ
ͤኟᮇ࣭ᖺᮎᖺጞ࣭㹅㹕➼ࡢ≉ูᮇ㛫ࡣࢸࢽࢫ
 ࣉࣛࣥࡀࡈ⏝ฟ᮶࡞࠸᪥ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ヲࡋࡃࡣᢸᙜ⪅ࡲ࡛ࡈ㐃⤡ୗࡉ࠸ࠋ
≉ࢽ࣑یࢺ࢘ࢡࢵ࢙ࢳیᚋࡢධᾎ↓ᩱ
 ࡈ⏝㛫㸯㸯㹼㸯㸳ࡲ࡛㸦㏻ᖖ㸵㸮㸮㸧

࢜ࣉࢩࣙࣥ㸦ᾏ㩭㣗ࡢࡈෆ㸧 
༑㔛⏫ ᾏࡢ㥐2㹄㸦ࣇ࣮ࢻࢥ࣮ࢺ㸧
 ⯚┒ᐃ㣗 㸯㸮㸮㸮㸦⛯㎸ࡳ㸧  ࣐࣮ͤࣜࣀࡽ㌴࡛㸯㸳ศ
ͤಶᐊࢆᕼᮃࡢሙྜࡣ࠾୍ேᵝ㸯㸮㸮㸩ሙ㈝㸯㸮㸮㸮㸦1㹦㸧

㻌 䛤ண⣙䞉䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫䛿㻌 䝬䝸䞊䝜䜈㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 䛈㻞㻤㻥㻙㻝㻤㻜㻟㻌 ༓ⴥ┴ᒣṊᕷⶈ䝩㻟㻝㻝㻌

㻌 㻌㻌㻌 㼀㼑㼘㻌㻜㻠㻣㻡㻙㻤㻢㻙㻞㻡㻝㻝䠋㻲㼍㼤㻌㻜㻠㻣㻡㻙㻤㻢㻙㻞㻡㻝㻡㻌
㻌㻌㻌 㻌 㻌 㻌 ᮏ♫㻌 䝔䝙䝇ᢸᙜ㻌 㻌 ụ⏣㻌 Ⓩᚿ႐㻌 㻌
ᦠᖏ䠌䠕䠌䇲䠔䠍䠍䠒䇲䠑䠏䠎䠍㻹㼍㼕㼘㻌 㻌䡐㻚㼕㼗㼑㼐㼍㻬㼔㼍㼟㼡㼚㼡㼙㼍㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻌
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