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希望郷いわて国体
希望郷いわて国体を終えて

総監督

森

二郎

今年の希望郷いわて国体は、
“東日本大震災復興の架け橋 伝えよう感謝！”をスローガンとして開催さ
れ、宿泊先となった少年の部・安比高原のペンションの方々、成年の部・盛岡の旅館の方々そして、大
会運営に関わった全ての皆様に歓迎された素晴らしい大会でありました。しかしながら、昨年初めて天
皇杯を獲った『チームちば』ではありましたが、今年は成年女子と少年女子が大会 日目で敗退、成年
男子と少年男子も 日目で敗退し、 種目全てのチームが入賞を逃すことになりました。私自身国体を
引き受け大会最終日並びに表彰式に参列しないのは初めての事であり非常にショックな事でした。選考
会、その後の強化練習、本大会会場での練習、そして本大会での試合すべて選手はよくがんばりました。
が、結果が出なかった。今回の結果をチームスタッフ全員で分析・検証しそして改め、来年度の愛媛国
体に向けてジュニア委員会・高体連テニス専門部と協力し『常勝ちば』として復活し、皆様の誇りとな
れるようにしたいと思います。いつもご支援、そして応援をしていただいております関係各位の皆様に
感謝とお礼を申し上げます。
＊男子監督＊

いわて国体を終えて

男子監督

齋田

淳

昨年のわかやま国体では、念願の総合優勝を果たし、今年も意気揚々と上位進出を狙い挑みました。今
大会は成年と少年の会場が離れているため、私は成年の会場担当となりました。昨年は少年男女の活躍
が原動力となり総合優勝となりましたが、成年は近年、入賞できていないため、入賞に賭ける思いが強
くありました。男子は第 シードでしたが、 回戦に強豪の三重県と対戦しました。両チームとも大学
で活躍をしている選手たちで、ナンバー の選手は小林選手とチームメイトであり、ペアである相手で、
互いに手の内を知っている相手でもあります。 － でダブルスにかかり、一進一退の戦いになりまし
たが、惜しくも敗れてしまいました。一方女子は、第 シードの茨城県と 回戦で戦いました。こちら
も全員大学生という対戦。ナンバー の選手は 年前少年女子の時に敗れた相手。その時に齋藤選手も
出場していたため、因縁めいた対戦でした。結果はこちらもダブルス勝負となりましたが、残念ながら
敗れてしまいました。男子の三重県は準優勝、女子の茨城県は 位と上位入賞を果たしているだけに悔
しい結果となりました。しかし、千葉県に上位入賞の力は十分にあることは間違いなく、来年に向けて
取り組んでいきたいと思います。最後になりますが、千葉県テニス協会をはじめ、多くの方々にご支援・
ご協力いただきありがとうございました。また、度重なる天災に負けず、素晴らしい心温まる大会を開
いていただいた岩手県の皆さまには本当に感謝しています。我々スタッフも選手たちも感謝の気持ちを
しっかりと持ち、結果に繋げていく覚悟です。
＊女子監督＊

いわて国体を終えて

女子監督

秋山

礼美

昨年初めて天皇杯を千葉県テニス界へ持ち帰り、新たな歴史を作りました。今年は昨年に引き続き天皇
杯を目指すべく大会に臨みましたが、初戦敗退、全ての種別でも入賞無しというなんとも苦い結果に終
わってしまいました。選手達はコート上でその時その時やれる事を一生懸命やった結果であると思いま
すが、選手のコンディションや大会への思い入れ等、もっと事前にチームとして監督として、やるべき
事があったと反省しております。スタッフはこの大会に向け 年間かけて選手の成果や仕上がり具合を
確認し、本番までの予定を組み、選手選考、強化練習、式典、用具の取り揃え等当日に向けて相当な労
力と時間を費やします。そして千葉県代表選手が勝てるよう本当に多くの方々がここに携わってくださ
います。そういった中、 勝も出来ず大会を終えた事は本当に申し訳ない思いです。しかし負けた悔し
さは経験した者にしかわかりません。選手達にはこの苦い経験を飛躍に繋げて今後是非頑張って欲しい
と願います。
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千葉県代表選手のコメント
①現在のテニス活動状況（練習場所・回数/
週・時間・内容など）
②最近の参加大会 及び 主な戦績
③今後の参戦予定大会 及び 抱負/
夢など
④今国体に参加して感じた事
⑤後輩へ送るアドバイスなど
⑥
東京オリンピック・パラリンピックへ向けての取り組み
⑦その他自由記述

宮本

＊少年男子＊
大勢

大和田

＊成年男子＊
秀俊

①現在は、受験勉強があるため練習はできていません
が、トレーニング 時間を週 回行っています。
②インターハイ複ベスト
全国選抜個人 位
③冬のJ
OPの試合、大学で自信をつけ世界で活躍した
いです。
④国体では千葉県代表としての振る舞いを意識し、負
けた試合でも相手に敬意を表せたことで、それがい
かに大切であるか感じました。
⑤ライバルと敬意を持ちながら切磋琢磨し合うことで、
より千葉県のジュニアのレベルが向上してくれれば
嬉しいです。
⑥オリンピックに出て活躍することが夢ですが、それ
を実現するのはこれからの自分の取り組みにかかっ
ていると考えています。今は受験を突破する事を考
え、入学してからは 日 日を大切にして努力して
いきます。
⑦支援して頂いた千葉県テニス協会様、そして引率し
て頂いた先生方、本当にありがとうございました。
この経験を生かし、さらなるレベルアップに努めま
す。

①中央大学週
平日 時間 土日 ～ 時間 ラン
ニング、球出し、ポイント、トレーニングなど。
②シングルス 関東学生テニストーナメントベスト
インカレベスト
③全日本選手権、インカレインドアに出場予定。両方
優勝します。
④今回で 年連続の出場となりましたがいいメンバー
だったのに優勝することができずとても申し訳なく
思っています。特に成年男子に関しては優勝を狙え
るチームだとわかっていたのでとても悔しい気持ち
でいっぱいです。いつの間にか最年少から最年長に
なっていていつもと違って少し責任も感じておりま
す。
⑤後輩には国体ならではの楽しさやチーム千葉の暖か
さを感じてもらえるように頑張ってもらいたいです。
あっ、でも成年は来年も僕がでます。
⑥オリンピックに向けては自分のこれからの進路に
よって変わってくると思いますが、メダル一度持っ
てみたいです。聖火ランナーやってみたいです。
しっかりきめてテレビでてみたいです。

白石

小林

光

①有明ジュニアテニスアカデミー 週に 回
日
時間 内容は、基礎練習をした後にポイントや試合
形式の練習など。トレーニングは毎日 分練習前に
します。
②MUFGトーナメントベスト
全日本ジュニア 歳以下ベスト
インターハイ出場など。
③今後は、スーパージュニア、新人戦の個人戦、ジャパ
ンオープン、KTA、冬の大会です。
④今回はじめて国体にでて、とても楽しくプレーでき
ました！県の代表という自覚をもちながら、 ポイ
ントも諦めずプレーすることができたと思います。
そして、今後の課題も明確に把握できたので練習し
ていきたいです。来年も選出されるように頑張りま
す！
⑤後輩？いや、何もないです！
⑥
年の東京オリンピックの時、自分はちょうど
歳です！
いまのところは、自分がその舞台に選手としてたて
るように頑張ります！
⑦約 週間の岩手遠征に関わって下さり、先生方やテ
ニス協会の方々本当にありがとうございました！

雅哉

①早稲田大学 週 ～ 回 平日約 時間
日練
時間 内容は 対 の練習
②全日本学生テニス選手権シングルス優勝
ダブルスベスト
③全日本選手権大会出場予定
去年の全日本選手権ではベスト という結果で終
わってしまいましたが今年は去年より上を目指して
いきたいと思います。
④今大会はシングルス という立場で出させて頂きま
した。千葉県のサポートしてくださる方々は楽しく、
いつも明るく接してくださるところが大好きです。
t
eam千葉で戦えてほんとによかったと思っています。
⑤国体では独特な雰囲気の中、シングルスが － に
なった場合はダブルスで決着をつけます。あまりこ
ういった経験がないと思うので是非国体選手に選ば
れてt
eam千葉として頑張ってほしいと思います。
⑥
年のオリンピックでは私は歳的に 歳です。大
学の四年間取り組み方によっては選手になれる可能
性があると思います。オリンピックに向けて今自分
が何をしなければならないのかを明確にし、出られ
るように頑張りたいと思います。
⑦約 日間サポートありがとうございました。入賞は
できませんでしたが、少年少女、成年男女ともに最
後まで諦めず戦い抜いたと思います。負けてしまい
ましたが、また来年の国体に向けて切磋琢磨して頑
張りたいと思います。最後になりますがサポートし
てくださったコーチ、先生方のみなさんありがとう
ございました。
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荒川

＊少年女子＊
晴菜

斉藤

＊成年女子＊
佳帆

①吉田記念テニス研修センター 週 日 時間練習
時間フィットネス
②関東ジュニア単複優勝
全日本ジュニアＵ 単準優勝 複ベスト
$10000GS YUASA OPEN 準優勝
③全日本選手権やI
TFの大人の大会に出場予定。夢は
プロの選手として活躍したい。
④団体戦の難しさも感じた。チームのみんなから応援
されるのはとても心強いことだと思った。
⑤とにかくテニスをすることを楽しんでほしい！
⑥普段の練習だけでなく、自主練自主トレもしっかり
おこなって日々努力していきたい。
⑦また国体に出たいです。短い間だったけど楽しかっ
た。

①明治大学テニスコート 週 ～ 回
時間～ 時
間の練習です。
②インカレ ダブルスベスト
関東大学テニスリーグ 一部昇格
③夢はインカレでシングルス・ダブルス共に優勝する
ことです。
④今大会は ゲームなので、出だしの ゲームが大切
であり、 － や － などのポイントで強気に攻
めていける気持ちが大切だと感じました。
⑤練習は嘘をつきません！
⑦チーム千葉が 番のチームだと思っている位、最高
のチームです。日頃から応援やサポートをして頂い
ているという感謝の気持ちを忘れずにこれからも頑
張って行きたいと思います！

矢田

大河

智都奈

①学校 週
時間半 ラリー、ポイント、球出し
②インターハイ シングルス出場 ダブルスベスト
全日本ジュニア シングルスベスト
ダブルスベスト
③ 本 本諦めないでファイトする
④千葉県代表としての重みを感じた。
課題も明確になったので、これから練習していきた
いです。
⑤後悔しないように 本 本大切にプレーして下さい。
⑦毎日一生懸命練習して、大きな大会で優勝する

真由

①伏見 回／週 時間
②全日本学生テニス選手権大会ベスト
年度関東学生テニス選手権大会ベスト
③全日本選手権大会、全日本学生室内テニス選手権大
会、どの試合も全力で臨みたいです。
④ダブルスの強化が必要だと感じました。
⑤諦めない事が大切
⑦初めての国体出場でしたが、監督を始め関係者の皆
様のご尽力のおかげで十分な準備をして臨む事がで
きました。初戦敗退という残念な結果となりました
が、精一杯戦わせて頂きました。皆様に心より感謝
申し上げます。一日一日を大切に自分に出来る事を
精一杯やり遂げたいと思います。
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