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体育協会加盟４０周年にあたって

     テニス連盟 会長 宮久保 渡

テニス連盟が体育協会に加盟し、４０年が経過しました。

初代会長浅見さん（オリジン電気），故後藤辰彦さん（早朝練習会）、

平井和子さん（みたけ）、宮久保渡（早朝練習会）と続きました。

その間、大会を始めとした連盟の運営に多くの役員の皆さま、団

体の責任者、会員の皆様の参加とご協力のお陰で、現在の連盟の基

礎と発展があったものと存じ上げ、心から敬意と感謝を申し上げます。

当然のことですが、体育協会、豊島区のご支援に対し、お礼を申し上げます。

今日、２０団体４００名を超える多くの会員を擁し、大会も都民大会予選、区民大会は

勿論のこと、レディース、ミックス、クラブ対抗戦、初中級等、多くの大会を開催し、初

級者、中級者、上級者、シニアまで、多くのテニスファンが楽しめる試合を開催する事が

できるようになりました。

これらの大会には、ホームページを通じ、連盟加盟者だけでなく、多くの区民も参加して

いただけるようになりました。

また、秩父市テニス連盟との交流試合についても、長年続いております。ここ１０年以

上は、秩父市で開催しており、本強矢会長を始め、秩父市テニス連盟の皆様に感謝を申し

上げます。

最近、テニスがまたブームとなってきました。そのことは、私達には喜ばしいことです

が、反面テニスコートがますます不足してきています。連盟としては、豊島区に要望をだ

していますが、なかなか実現出来ません。引き続き努力をしていきたいと思います。

今年、豊島区テニス連盟の中心となって支えて頂きました、オリジン電気テニス部が本

社移転のため、埼玉県に移ります。長い間有難うございました。

テニス連盟は、永遠に続きます。どうか、会員の皆様、今後共、宜しくお願いします。
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40 周年記念誌発刊を祝う

秩父硬式テニス連盟会長  本強矢 郁夫

このたび豊島区テニス連盟は４０周年を迎えられ、記念誌を発刊さ

れますことを心よりお喜び申し上げます。

「光陰矢の如し」と申しますが４０年という長いひとつの節（ふし）

も、過ぎてしまえばあっという間の出来事のように感じられるのでは

ないでしょうか。今後５０年、１００年に向かって永遠に発展するに

は、これまでの歴史を顧み、活躍した時代の記憶を呼び起こして頂くことが肝要でありま

しょう。

豊島区・秩父市姉妹都市交流は、硬式テニスにおいては昭和５９年８月に豊島区の故後藤

辰男会長と秩父硬式テニス連盟現理事長の湯本哲夫氏が知り合い、翌年の昭和６０年より交

流試合が行われるようになりました。昭和６１年の記録は不明で、７月１６日秩父市の初代

会長山﨑文蔵氏が逝去されました。昭和６２年、６３年は交流試合の記録があります。

平成元年１月２９日に第１回対抗試合が秩父市の雪の残る羊山テニスコートで行なわれ、

その後は交互に往来して対抗戦が続けられてまいりましたが、コート確保難の事情により、

近年は秩父市にて毎年行なわれております。

この間、平成５年２月１９日に後藤辰男会長が逝去されました。後藤会長は秩父市の我々

に温和で気安く接して下さる名会長でした。その精神がその後の平井和子会長はじめ豊島

区の皆様に引き継がれ、更に現在の宮久保渡会長（理事長兼務）を中心に充実した活動を

実践されておられるのでございます。

スポーツ対抗試合の勝敗二道は峻厳ですが、ひとたび試合を離れれば、コミュニケーショ

ンを深め楽しい愉快な時を過ごすことが出来る事が毎年の待ちどおしい行事となっており

ます。しかし、平成２３年度は未曽有と言われた３月１１日に発生した東日本大震災の地

震・津波の被害とともに、その後に引き続いた大惨事にかんがみ４月第２週の日曜日に予定

されていた交流対抗試合は相方相談の上中止となりました。少子化の余波はスポーツ界にも

押し寄せておりますが貴連盟が生涯スポーツの振興の強力な柱となるよう願うものです。

時は移り人は変わっても光輝ある歴史のもとに更に輝かしい歴史を築く為に一層の成果

を収められるよう豊島区テニス連盟の皆様が元気に楽しく豊かに前進していかれますこと

を心から念願致します。
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豊島区テニス連盟のあゆみ 30年～40年

■豊島区テニス連盟内の表彰者について                 2015.6．9 調べ

≪東京都教育委員会表彰＜個人＞≫

平成２０年度 豊島区テニス連盟

≪豊島区長表彰（旧豊島区政功労賞）≫

平成２４年度 平井 和子（豊島区テニス連盟前会長）

≪東京都体育協会表彰≫

平成２５年度 豊島区テニス連盟

≪豊島区体育協会 体育功労者表彰／

平成 15年度 早川 義広（オ リ ジ ン）

平成 16年度 清水 信一（オ リ ジ ン）

平成 17年度 塩寺 勝夫（オ リ ジ ン）

平成 18年度 榎本  悟（郵     政）

平成 19 年度 関根陽太郎（早 朝 練 習 会）

平成 20年度 小栗 章弘（日立プラント）

平成 21年度 成田 信之（個     人）

平成 22 年度 勝呂 悦子（レ イ ン ボ ー）

平成 23 年度 江連 久江（レ イ ン ボ ー）

平成 24 年度 なし

平成 25年度 菊池 恵子 ／ 小林  薫 ／ 田中 達也

（早朝練習会） （郵政）  （TOPSPIN）

平成 26 年度 芝垣 武典 ／ 中山 明代

（早朝練習会）（大正セントラル）

≪豊島区体育協会創立 60 周年記念体育功労者表彰≫

平成 20 年 平井 和子 ／ 北村 裕行 ／ 小栗 章弘 ／ 柴田 佑子

（みたけ） （造幣局）（日立プラント） （みたけ）

平成 25 年 宮久保 渡 会長就任

平成 25 年 東京都知事より「生涯スポーツ優良団体」として表彰される。（次頁写真）
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４

平成 25年生涯スポーツ優良団体 表彰

平成 25年生涯スポーツ優良団体 表彰
東京都区市町村表彰団体を代表し都知事より授与される 於 東京都体育館



平成 25年秩父対抗戦

平成 25年秩父対抗戦 表彰式
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平成27年4月役員親睦テニス大会

平成 24年男子クラブ対抗戦
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豊島区テニス連盟 平成２７年役員

役  職

会   長 宮久保 渡（早朝）

理 事 長 宮久保 渡

副 会 長 江連 久江（レインボー）石 はま子（BBC）

会   計 小林 ルミ子（ひまわり）・片岡 千鶴（KCRC）

事   務 鈴木 孝平（大正セントラル）・清水 裕子（駒桜）・石 はま子

トーナメント 田中 達也（TOPSPIN)・高瀬 慎一（ぱぱーず）・

中山 恵美（グリーンガーデン）

鈴木 哲郎（フリーマン）・田口 昌寛（チーム・ファイン）・

石井 伸明（チームスーさん）

八谷 美一（スマッシュ）

直井 弘（SFKC テニスクラブ）・小村 みどり（グリーン）・

加藤 奈津子（大正製薬）

西田 陽子（大正セントラル）スポレク担当

指導強化部 江連 久江 連盟研修会担当

渉 外 部 宮久保 渡 体協常任理事

山本 明（早朝） 東京都２３区テニス協会担当

江連 久江 秩父交流担当

監   査

監   督

後藤 真琴（早朝）・松村 剛（ルネサンス早稲田）

黒澤博之（郵政）・川上良絵（レインボー）

指導員名簿

１ 宮久保 渡（早朝練習会）     ２ 吉岡 幹夫（早朝練習会）

３ 榎本  悟（郵政）        ４ 石川  洋（フリーマン）

５ 江連 久江（レインボー）     ６ 高瀬 慎一（ぱぱーす）

７ 谷嶋二三男（早朝練習会）    ８ 川上 良絵（レインボー）

９ 中山 恵美（グリーンガーデン） 10 小林ルミ子（ひまわり）

11 田口 昌寛（ファイン）     12 冨田 紀子（ひまわり）
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豊島区個人公開指導員紹介

豊島区硬式テニス連盟 40周年おめでとうございます。

豊島区には、他区にはないシステムが有り、それが個人公開です。

毎週火曜日（午前・午後・ナイター）第一土曜日ナイター・

第三日曜日午前等です。

誰もが自分の都合の良い時間に来て、順番にコートに入ることが

できます。初めましてと言う方と試合をし、友達になり、又次回を

約束して帰る方もいます。（今現在、参加人数が多く待ち時間が長く、思う様に出来ないの

が残念です）

この様な状況のなか個人公開をスムースに行えるよう指導員 12名にて、

当番を決め担当しています。

コート面が少ない為、思うように出来ず帰宅する方も多々見受けられますが！！！

私事としては、色々とお世話になりました豊島区硬式テニス・諸先輩方々に

感謝しつつ、御礼もかね、指導員を引き受けております。

これからも皆様方のご健康と益々のご活躍を祈念申しあげます。

                          豊島区硬式テニス指導員一同

（左上より）榎本悟／小林ルミ子／谷嶋二三男／石川 洋
       吉岡幹夫／江連久江／中山恵美

８



指導員：川上 良絵

指導員をさせていただいて、もう３年になります。それまでに、

毎週火曜日にある個人公開に参加したことがなかったので、どう

いう雰囲気で行われているかわからず指導員初日は不安でしたが、いつも参加されている

方々、他の日に指導員をされている方々に丁寧に色々なことを教

えていただき今ではなんとか出来るようになりました。４人揃わ

ない時など、お願いすれば快くコートに入ってくださり、みなさ

んに協力していただいてとても助かっています。

指導員：田口 昌寛

第２・３火曜日のナイターを担当しています。

ウッドのレギュラーサイズのラケットの時代からテニスははじめ、

２０年以上前には某スクールでコーチをしていました。

テニスは１０年以上ブランがありますが、７年ほど前から再開し、

最近では自分の子供とも練習をしています。子供に教える為にも

頭を柔らかくして、近代テニスも色々と勉強はしています。最低

限の指導資格は持っています。

：谷嶋 二三男
平成 27年 4月より指導員になったばかりです。毎

月第 2 週の火曜日の午前中、7 時からの早朝練習会の参加後、担

当します。20代のころにコーチをしていたことが、お役立に立て

ればと思いますが。宜しくお願いいたします。

指導員

指導員 宮久保 渡 指導員 高瀬 愼一

９



加盟団体一覧

平成 27 年 3 月

団体名 代表 人数

1 ＢＢＣ 荻野 小波 15

2 ＫＣＲＣ 片岡千鶴 9

3 TOPSPIN 富永 一公 32

4 オリジン電気㈱ 松本 優子 22

5 グリーンガーデン 中山 恵美 24

6 スマッシュ 八谷 美一 28

7 チームスーさん 石井 伸明 10

8 チームファイン 田口 昌寛 21

9 ぱぱーず 高瀬 慎一 8

10 ひまわり 下澤 恵美 16

11 フリーマン 鈴木 哲郎 17

12 駒桜 清水 裕子 25

13 早朝練習会 加藤  寛 55

14 大正セントラルテニスクラブ目白 鈴木 孝平 25

15 大正製薬グリーンクラブ 渡瀬 広崇 18

16 郵政クラブ 小林 薫 18

17 レインボー 高木 佐登美 13

18 ルネサンス早稲田 松村 剛 38

19 グリーン 小村 緑 6

20 SFKC テニスクラブ 直井 弘 10

合  計 20 団体 410
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ＢＢＣ
代表 荻野 小波

BBCは、３０代から６０代までのパワフルな女性メンバーの会です。

メンバー揃っての練習会は中々出来ませんが、それぞれが、スクールなどで練習に励んで

おります。連盟の練習日（年３回）などで交流会をしています。

年数回の豊島大会には、出来る限りのメンバーで参加しております。

団体戦は、結成当初から参加しておりますが…なかなか良い結果は出ていません。参加で

きている事の喜び感じております。

BBCのモットーは、「テニスは、明るく楽しく健康であれ！！」テニスの上達はなかなか難

しいですが、健康で過ごせる事が人生においての勝ち組ではないかと考えております。

懇親会という飲み会の席では、「テニス談議」はありますが、各世代から、人生の色々な相

談「婚活、育児、子供の事、介護、病気」などがあり、話が尽きなく５時間もあっという

間でした。

このようなメンバーと楽しくテニスが出来る事が幸せだと思っています。

今後とも豊島テニス連盟の一員として出来る限りの協力して参りますのでよろしくお願い

いたします。

11



KCRC
代表 片岡 千鶴

現在の KCRC チームメンバーは 9名の女性です。うち豊島区在住在勤者は 5名、区外が 4

名です。私は 7年程前から KCRC へ入会させて頂きましたが、始めは私生活が忙しく、残

念なことに在籍のみで、あまり参加しておりませんでした。昨年、代表を引き継ぐことと

なり、務め始めたばかりです。申し訳ないことに、それ以前のチームの歴史や活動につい

ては、あまり存じ上げませんが、「KCRC 」というチーム名の由来は、「カンザスシティーラ

ケットクラブ」という、アメリカのテニスクラブの名前が元になっているそうです。その

地でテニスを始めた方が、日本へ戻り、中心となったチームが出来、そのチームのメンバ

ーがこの豊島区へエントリーしたと聞いております。その頃はメンバーも多く、練習や皆

での集まりも盛んだったようです。

現在の KCRC の活動は、メンバーの住居が離れているために集まりにくいこともあり、

連盟から頂ける練習コートがメインの練習会となり、それ以外には都コートが取れた時な

どに、懇親会と合わせて集まったりしています。仕事を持っている人も多く、なかなか全

員で集まることが出来ませんが、結束力は固く、向上心は高く、会話は楽しく、笑顔の耐

えない素敵なメンバー達です。

何年か前に、レディーススポーツレクリエーションの担当になった時は、皆で賞品の買

い物へ行き、金額との折り合いをつけながら、何をもらったら嬉しいかを話し合い、品物

を選んだのがとても楽しかったのをよく覚えています。皆で集まれる丁度良い人数という

長所が発揮されました。また、当時の代表の方が楽しく担当に取り組み、皆を盛り上げて

くれたお陰と思っています。

テニスというスポーツは、元気でなければ続けていくことが出来ないので、足腰の故障

でやむを得ず退会していった仲間が沢山います。しかしながら、その仲間達を思い出す時、

何故かテニスプレー中の戦う姿より、一緒に笑って過ごしていた姿のほうが、ずっと印象

が強いのです。もっと上手くなりたい、試合で勝ちたいという個人の目標は各々あります

が、我が KCRC の誇れることは、「もし退会しても集まりには参加したいわ」と言ってもら

えるチームだということです。

仲間との見えない糸の繋がりを、テニスを

通して、今後も細く永く保っていけたら幸せ

です。
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トップスピン
代表 富永 一公

体協加盟 40周年おめでとうございます。

私たちトップスピンはもともと大日本スクリーン製造株式会社(2014年 10月、株式会社

SCREEN ホールディングに社名変更)の東京支店のテニス部が母体となっております。そ

の歴史は古くざっと 35年以上前から活動を続けてきており、現在経営トップにいるメンバ

ーも若かりし頃には我々とともに汗を流したりしたもので、いま振り返ればわが社の風通

しが非常に良いのもテニス部があったからといっても過言ではないと感じております。

かつては趣味仲間が集まって内輪でワイワイ楽しく休日を過ごすことがほとんどだった

わがトップスピンが、15年ほど前から「競技テニス志向」へと大きく方針転換をすること

になったのは、今や豊島区連盟の顔ともいえる T さん(田中達也さん)の登場が大きく影響

していたと言えます。野球部上がりの Tさんは社会人になってからテニスを始めたにもか

かわらず持ち前の努力で全国レベルにまで登りつめていかれたほどの方で、その真剣にテ

ニスと向き合う姿勢と、また誰にでも分かり易くシンプルにテニスを教えて下さる熱意に

当時 20代半ばだった多くの部員は刺激を受け、それまでやったこともない強化合宿をした

り、各自が率先して対外試合に参戦したりと、まさにテニス漬けの生活を送ることとなり、

その結果チームのレベルアップにもつながっていきました。

いまや部員のほとんどは 40代以上となり、結婚や出産、また転勤などもありなかなか以

前のような活動ができなくなっておりますが、今でも部員が家族のような絆で結ばれてい

るのは、みんなが真剣に汗を流し喜びや苦しさを分かち合ったあの日々があるからだとつ

くづく感じています。これからもテニスとともに人生を歩いていきたいと思います。
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オリジンローンテニスクラブ（オリジン電気株式会社）

代表 松本 優子

私達のクラブは、昭和４４年に創立し、オリジン電気株式会社で働く社員と OBを含む３

１名の部員で構成されています。

創立の目的は、会員のテニスの技術向上、スポーツ精神の養成、及びテニスを通じ、会

員相互の理解と親睦を図ることです。

１９７３年、豊島区テニス連盟は我がクラブの創立者でもある浅見元会長をはじめとす

る豊島区数社の企業の協力により設立されたと伺っており、１９７７年に豊島区体育協会

に加盟し、４０年を迎えるとのことで、大変嬉しく思っております。

現在の主なクラブ活動は、月１回の三芳コートでの練習、夏合宿、年末部内大会、それ

と会社の屋上にあるテニスコートを使って、毎年昼休みに屋上テニス大会（ダブルス）を

行っています。

加盟団体は、豊島区テニス連盟の他に、東京都テニス協会に加盟し、ダンロップ社会人

テニス選手権大会や、東京実業団対抗テニス大会に参加しています。

豊島区の大会では、ここ１０年ほど我がクラブから男女ともにシングルス優勝を連覇し、

女子ダブルスにおいても６回の優勝を果たしました。２３区チャンピオンシップはもちろ

ん、東京都チャンピオンシップにも出場し、都民大会のメンバーにも選出されています。

東京実業団対抗テニス大会は、現在は女子のみ参加しています。女子は８部から１部ま

でありますが、今季より３部に昇格し、一歩ずつ前進しています。団体戦は皆の応援が力

になるので、勝っても負けてもとても楽しく過ごすことが出来ます。

しかしながら、ここ数年は入部者が少なく、OBの比率が高くなってきましたので、勧誘

活動を積極的に行なっていく必要があると感じています。

すでにご存知とは思いますが、弊社（本社工場）は今秋にさいたま市に移転することに

なり、豊島区テニス連盟への団体登録も今年が最後となりました。

毎年９月に豊島公会堂で行なわれる豊島区民体育大会総合開会式への出席も今年が最後

になります。毎年、スポーツ奨励賞、スポーツ栄誉賞、スポーツ功労賞が表彰されますが、

皆さんの活躍にいつも励まされています。

ここ数年はカップ返還者として壇上にあがってきましたが、昨年は豊島区テニス連盟を

代表して、選手宣誓をやらせていただきました。貴重な経験をさせていただき、大変感謝

しております。

移転後も、クラブ活動を継続していけるようこれまで以上に努力していこうと思ってい

ます。

今後も豊島区体育協会と豊島区テニス連盟の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
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グリーン

豊島区テニス連盟に一昨年より参加させて頂いた「グリーン」です。

私達は楽しむテニスをモットーに毎週木曜日目白台運動公園内コートでプライベートコ

ーチで招いてレッスンをしています。

ストローク・ボレース・マッシュ等々毎回基本の見直しを中心に他の様々なショットを

繰り返し練習をしています。

又、ゲーム運び方のフォーメーションで、動きやポジッションの取り方、ポイントを取

るにはどこを攻めるかを指導してもらっています。しかし、週に一度のレッスンなので次

回同じ事をしても全て身に付けこなすのは難しく、悪いクセが直ってなく、注意されてい

た事を忘れていたり毎回反省しながら少しでも上達しようと前向きな気持ちを持ち頑張っ

てやっています。

そんな私達も連盟に参加して試合に出る様になり、勝負にも意識を持つ様になり、レッ

スンに目標を持って臨む様になりました。

楽しむだけのテニスとは一味違う視点で取り組め、参加して良かったと思っております。

又、強化訓練日として土曜日午後という中を取れないコートを分けて頂きそこでやれる

事も良かった事の一つです。

しかし、私達は少人数の為人数が揃わず、困っていたら連盟の田中さんがコーチしなが

ら入って、他チームの方が助けてくれて何とか何とか穴を空けずにやれて本当に有り難く

思っております。それゆえ団体戦には参加する事は出来ませんが、女子ダブルスの試合に

は三回ほど出させて頂きました。しかし、今だに一勝も出来ていません。いつか一勝を！！

と思いレッスンに励んでいます。

試合前には出場しないメンバーがペアを組ん

でいる人を中心に練習させてくれたり、コーチ

も一層熱心に指導してくれる心優しい仲間達の

集まっているグループです。

これから大会や行事に参加し少しずつ仲間の

一員としてお役に立てる様頑張っていきますの

で宜しくお願い致します。
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グリーンガーデン

代表 中山 恵美

豊島区テニス連盟創立４0周年おめでとうございます

微力ながら連盟のお手伝いをさせていただいている者として嬉しく感慨を憶えます。

グリーンガーデンが連盟に加えていただいたのは、約１０年前。豊島区在住、在勤の主婦

の方を中心にお隣りの文京区、遠くは川崎の方まで会員数２０名の団体です。

団体設立のきっかけは総合体育場にてよく顔を合わせるテニス仲間数人で団体をつくり試

合に参加しようとの思いからでした。

日々の練習はそれぞれのメインコートで頑張っていますが、年に4回程、総合体育場で全員

での練習会があります。

設立当時、若く美しかった私達も今は平均年令５０才を越えました。試合での勝利は目指

しながらも、今後はいかに美しく、たくましく長くコートに立ち、テニスを楽しみ続けら

れるかが目標に変わりつつあります。

私事で恐縮ですが、テニスとの出会いは約２０年前、当時毎週火曜日に行われていた開放

コートに出向いた事でした。

指導員の方がボールを出して下さり、初心者の私も楽しくすぐに夢中になりました。テニ

スとの出会いは健康は勿論、素晴らしい多くの友人との出会いをもたらせてくれ、“テニス

万歳”“テニス大好き”“テニス有難う”という感謝の気持ちでいっぱいです。

今後は微力ではありますが、連盟役員、指導員として一人でも多くのテニス仲間が増えま

す様に頑張っていこうと思います。

最後に豊島区テニス連盟の益々のご発展をお祈り申し上げます。
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スマッシュ

豊島区役所硬式テニス部代表 八谷 美一

豊島区テニス連盟創立４０周年、おめでとうございます。これまでの活動に敬意を表し、

感謝するとともに、今後の益々のご発展を祈念いたします。

連盟の末席を汚す者ではありますが、私たちのクラブの紹介をさせていただきます。

私たち「スマッシュ」は、豊島区役所の硬式テニス部です。設立されたのが何時かは明

確ではありませんが、既に３０年程度は経過しているものと思われます。現在、約３０名

程度の老若男女の部員で構成され、普段は主に個人又はグループで練習を重ね、年数回の

合同練習や合宿、職員大会、特別区の団体戦及びテニス連盟主催大会をはじめとする各種

大会で顔を揃えるという活動の仕方をしています。また、交流のある所沢市役所の硬式テ

ニス部との親善試合なども行っています。

現在のクラブの活動目的は、もちろん会員同士の「親睦を深めること」ですが、テニスが上

手く、そして強くなりたい人にも、また、気持ちのいい汗を流し、美味しいビールを飲むこと

を主たる動機とする人にも楽しんでいただけるような、クラブ作りを目指しています。

一番の悩みは定期的・固定的に練習できるコートの確保が困難だということです。豊島

区が保有するコート自体がそれほど多いとはいえません。一テニスプレーヤーとしては、

区内のコート数をなんとか増やしていただきたいというのが切なる願いです。

また、会員の平均年齢が高齢化しているということです。体育会系はともかく、テニス

が上手くなるにはある程度の年数が必要なので、このこと自体は悪いことではありません。

しかし、クラブの継続を考えるとき、若い新人の確保がどうしても必要です。幸いここ数

年は少しずつ新規採用者が、それもある程度、経験や情熱のある方々の入部が続き、今後

の活躍が楽しみな状況になっています。

日本は今、錦織君の活躍で戦後何回目かのテニスブームの中にあります。もしかしたら

グランドスラムのうちの一つか二つは優勝できるかもしれないという期待感があります。

レベルはともかくテニス歴だけは長い私にとっても、生きているうちにこんな日が来ると

は思ってもいませんでした。続けてきて本当に良かったと思います。

頑張れ「錦織」君！頑張れ豊島区役所テニス部「スマッシュ」！頑張れ「豊島区テニス

連盟」！そして、頑張れ「日本」！！
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チームファイン

代表 田口 昌寛

我々のチームは創立 7 年目ぐらいでしょうか？

只今うちのチームは男性のみで、年齢は 20 代～40 代です。どちらかといえば競技としてテニスに

取り組んでいる団体です。

我々の年代ですと、未婚者、既 婚者問わず仕事が忙しい年代で、小さい子供がいる方も多く、な

かなか練習時間が取れないので、平日、週末の早朝やナイターといった空いたわずかな時間帯

に練習をしているメンバーも多いです。

豊島区ですと、豊島区立総合体育場のナイターで練習をしている時も多いですが、我々は職業も

バラバラで、さまざまな職種の人間が集まっていますので、個々の都合もあり、なかなか同じ時間

帯で練習もできない状態です。ですので、チーム全体の練習というよりは、平日の夜であったり週

末の夜であったり、皆それぞれ都合のあう時間帯で練習をするといった感じです。

戦績はたまに男子ダブルスで入賞するメンバーもいますが、まだまだで、もっと練習が必要な感じ

です。

豊島区では男性のみの登録になってしまってはいますが、奥さんもテニスをするメンバーや女性

の家族がテニスをするメンバー、他にミックスのペアがいるメンバーもいて、ミックスダブルスの試合

もたまには出たりはしています。しかしどちらかといえば男子ダブルスを好むメンバーが多いかも

知れません。シングルスも参戦はしていますが、やはりこれももう少し頑張りが必要ですね。

豊島区の試合は男性は埼玉県の三芳グランドでする事が多く、忙しい時間を削って練習をしてい

る我々の中には、遠くてエントリーする気にはならないという人間や、前日仕事が遅くまであって寝

坊して試合にデフォしてしまう人間もいて、なかなか過酷な状況での試合になってしまってはいま

す。

ですので登録していても結局試合に出ていないメンバーもいるので、少し微妙な感じもしますが、

テニスが好きな人はかなり遠くまで試合に行きますからね。。スポーツマンとして、テニスプレイヤ

ーとして頑張らないといけないところでしょう！

ということで、我々はこれからも頑張ります！
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チームスーさん

代表 石井 伸明

「チームすーさん」、この名前、何処かで聞き覚えがあるな？と思われた方もいらっしゃ

るのではないでしょうか。正しく「すーさん」とは、連載漫画：釣りバカ日誌に出てくる

鈴木建設社長：鈴木一之助氏のニックネームで、これが我がチーム名になっているのは、

チーム発足以来、代表を務めるテニスを何（仕事？）よりもこよなく愛する鈴木さんが「す

ーさん」にそっくりなため、メンバーの誰と言うこと無く、自然にチーム名が決まってし

まいました。

チームメンバーは元々、大正セントラル目白の繋がりでテニス通じて気の合った仲間が

集まったものです。最年長の 61 歳（チーム代表）から 38 歳まで男性ばかり総勢 9 名、主

に総合運動場や目白台等を拠点として土日中心に練習を行っています。理想的には最低週

に 3 回は…と思いますが、チームメンバーは仕事も様々で中々、全員揃って練習時間が確

保出来ないのが悩みの種です。高校や大学でバリバリとテニスをした経験を持つものがい

ないので練習は試行錯誤です。基本的なショットの練習と試合形式で行っていますが、も

っとバリエーションを増やしていきたいと思っています。特にフィジカルでは若者には勝

てそうも無いので、プレースメントや試合運びに力を入れたいと思います。合宿も年一回、

一泊で行っていますが、今年はチームの底上げが大きな課題になると思います。その他、

定期的に懇親会を行っており、女性陣(奥方)も加わってテニス以上に盛り上がっています。

豊島区の大会には昨年から出場させて頂く様になりましたが、レベルが高くて中々勝ち

星が挙げられていませんが、少しずつレベルアップしています。また、何処にも負けない

強力な奥方応援団が付いているのがチームの自慢です。先の団体戦でも寒さと雨の降りし

きる中駆け付け、最後まで熱い声援を送ってくれました。勝利で応援に報いられなかった

のが唯一、残念でした。本年度は女性陣にも応援だけでは無く、本格的に試合に参加して

もらおうと考えています。

兎に角、今年も怪我無く厳しい中にも楽しさのあるテニスを目指して行こうと思っており

ますので、どうぞ宜しくお願い致します。
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ぱぱーず

代表 高瀬 慎一

男子のみのチームで豊島区のメンバーの他、板橋区、足立区の友達で構成しています。

他地区にまたがってるため、皆が集まっての練習会の機会があまりありません。

それぞれが、各地区のテニス仲間で日頃、レベルアップ目指して頑張っております。

年に 1 回、メンバーと多数の友達召集し練習会かねた、盛大な忘年会または新年会を皆、

楽しみしています。

最近の豊島区の大会は、団体戦のみの参加です。

団体戦の参加のエントリ後、慌てて集まっての練習してる状況です。

こんな ぱぱーず ですが、もうしばらく団体継続し、楽しいテニスを行なって行こうと

思っています。
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ひまわり

代表 下澤 恵美

豊島区テニス連盟、創立４０周年、おめでとうございます。

役員の皆様のおかげで、ひまわりは、今日も、楽しく活動することができています。

私たちひまわりは、その名の通り、明るく、美しく（？）健康的に、テニスに勤しんで

ます。１８名の、女性のみのチームです。年齢層は幅広く、母娘で、所属のメンバーもい

ます。ライフスタイルも、さまざまですが、とにかく、皆、テニス大好き！試合に出る出

ないは、関係なく、テニスに捧げる熱い想いは、全員同じです。

練習は、連盟の強化練習の他に、毎月１回、第２月曜に、４時間、和気あいあいと、行

ってます。この練習で、いろいろなメンバーと組んで、ゲーム練習することが、３月の団

体戦へと、つながります。誰と組んでも、うまくいくように、この練習会は、とても貴重

なのです。

なんと言っても、１番、盛り上がるのが、毎年、３月に行われる団体戦です。結果は、

後からついてくるもの。とにかく、楽しく、メンバーが、一丸となって挑むことが大切。

応援にも熱が入ります。勝っても負けても、最後まで球を負う根性は、誰にも負けません。

「あ、取った。拾った！」と、練習では見られない、ど根性を発揮します。

そして、もうひとつ盛り上がるのは、団体戦の後の打ち上げ。大塚の駅前の、いつもの

居酒屋さんは、忘年会、歓送迎会でも、毎度、お世話になっています。

「いつも、うるさくて、すみません。」と、店長さんに、毎回、謝りまくってます。

打ち上げの途中に、
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「それでは、皆様。１人、５分ずつ、お話、お願いします。」と、幹事が言うと、

「５分も話すことないわ。」と、皆、遠慮がちに、答えます。そう言いながら、話し出した

ら止まらない。途中で、誰かが、口を挟もうものなら、

「今は、私の時間！」と、一喝されてしまいます。

そんなひまわりに、この春、４名の、新メンバーが加わり、今後、益々、盛り上がって

いきます。

とにかく明るく、とにかく楽しく、そんな、居心地が最高のチームです。来年の団体戦

は、メンバー全員、ひまわりカラーで、頑張ります。

これからも、よろしくお願いします。
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フリーマン

代表 鈴木 哲郎

はっきりとは覚えていませんが、創立は 2000 年頃だったと思います。

初期の頃は、夫婦、親子、姉弟、友人といった気心のしれた人達を集め、テニスの腕前は

そこそことして(笑)、アットホームで優しいチームとして、 テニス後にみんなで楽しくビ

ールを飲むために汗を流すことが目的のサークルでした。

それがある時から徐々に、誰からともなく『強くなりたいなぁ.....』という言葉があがる

ようになり、それが『どうせだったらみんなで一緒に強くなりたい！』という気持ちに発

展し、それが『団体戦で優勝しよう！』という目標にまで成長しました。

それからは、その目標達成の為、メンバー内で切磋琢磨し、時には言い争うこともありま

したが（結構頻繁に(笑)）......チームワークはどんどん固まり、テニスの技術もメキメ

キ上達し、ついに豊島区団体戦で初優勝を手にすることができました。

その後、他のチームのレベルもどんどん上がって来て、正直、フリーマンの技術よりもも

っと上回ったチームと対戦することも多々ありましたが、何故か団体戦ではギリギリ勝利

を収めることができ、気付けばなんと豊島区団体戦七連覇という輝く戦績を残すことがで

きました。

ここ 3年間は 3年連続で準優勝となってしまいましたが、来年こそは再度優勝の栄冠を取

り戻すべく、週末に集まって和気あいあいと楽しく練習しています。

メンバーもだんだんとお年頃となり、徐々に世代交代してきましたが、初期の頃からのフ

リーマン精神のチームワークはしっかりと今の世代にも引き継がれています。
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ルネサンス早稲田

代表 松村  剛

ルネサンス早稲田は地域の皆様に愛され今年で２４年を迎える総合スポーツクラブです。

テニスのみでなく、フィットネスジム、スイミングスクール、ゴルフスクール、エステ

など、子供から大人まで、色々なスポーツを通して「地域を健康」にできるよう取り組ん

でおります。

豊島区テニス連盟には、クラブスタッフ、スクール生が多く所属させていただいており

ます。普段なかなか試合をする機会がないため、連盟主催の試合を目標に、日々練習して

います。また、テニスの面白さを多くの方に伝えることにより、より多くの試合に参加し

ていただけるよう、クラブを盛り上げていきます。
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レインボー

代表 高木佐登美

豊島区テニス連盟４０周年おめでとうございます。

私たちのレインボーは総勢 13名です。多くは主婦の団体です。ついこの間まで、学生だ

った方から、可愛いお孫さんのいらっしゃる方まで仲良くテニスを楽しんでいます。この

レインボーが結成されて何年たっているのかはっきりしませんが、20年以上は活動が継続

しています。

私たちは豊島区テニス連盟主催の試合に参加し、より良い成績を残せる様に活動をして

います。団体戦は、以前優勝を数回させていただきましたが、ここのところは他の団体さ

んに優勝を持っていかれておりますが、これからもみんの力を合わせて優勝を果たしたい

と思っています。

練習会は、年に 4 回程度総合体育場で設けていますが、お天気の具合、メンバーの都合

で全員が集まる事も思うにまかせません。それでも練習会で集まった時には、楽しいおし

ゃべりとアドバイスで盛り上がっているのがこのレインボーです。

テニスを通し皆様と知り合い、試合の時に対戦した相手の方々とも顔見知りになり個人

的にも有意義な出会いがあった事をとてもありがたいと思っております。子育てが一段落

して自分の時間が持てるようになって楽しいときを大切にしている方、大会に向けて自分

で努力をしている方、続けている理由はそれぞれだと思いますが、皆健康で一年を過ごし、

年々衰えるはずの体力が同年代のスポーツをしていない友人達よりも勝っている事に気が

つき、生き生きと生活を送っていられるのは、日々のテニスの在在が大きいと思います。

少しぐらい風邪をひいても、真夏の暑い陽射しにも負けずコートに立ち続けているからで

す。

こうして皆が楽しく続けていられるのも家族があってだと思います。みんなで支えあっ

て楽しい時間を満喫させてもらっています。もちろん普段の生活をきちんとしているから

ですね。そしてテニス連盟の皆さんの働きも大きいと思います。大会の運営や幹事会等の

活動があってだと思います。試合を

組んでいただけるので目標になりま

す。総合グランドや三芳コートの業

者と交渉、本当に長い間ありがとう

ございます。

私たちレインボーは、これからも

連盟の一員として協力してまいりま

す。そんな私たち、テニス愛好家に

楽しい場をいつまでも提供していた

だきたいです。

これからも連盟の益々のご発展を

お祈りいたします。

26



駒  桜

代表 清水 裕子

豊島区テニス連盟 40周年おめでとうございます。

「駒桜」は連盟に登録させて頂いて４年目を迎えました。普段は主に豊島区の校庭開放

を利用して、駒込小学校に於いて週末の朝とお昼に練習を続けています。「染井テニスクラ

ブ」は 20年以上の歴史があり、駒込・巣鴨地域周辺の住民を中心とした 40名程が在籍し

ています。「駒桜」のメンバーは「染井テニスクラブ」の中でも、試合が好きな男女 25名

で構成されています。連盟に加入させて頂いたお蔭で試合に出る機会も増え、他チームか

ら学ぶことが多く感謝しております。女性はまだまだ弱小チームではありますが、日々の

練習とチームワークを強化し、先ずはミックスダブルスや初中級大会で結果を出すことを

目標に試合経験を積み重ねていきたいと思っております。

掲載した写真は「駒桜」のネーミングの由来となった駒込小学校校庭の駒桜（1952年植

樹）と染井テニスクラブの会員の一部です。

我々も駒桜の木のように成長し続け、末長くテニスを楽しんでいきたいと思っておりま

す。また、他団体の皆様との交流や親睦を深めていけるよう、技術向上に努めてまいりま

す。

豊島区の公開日にお世話になっております指導員の皆様にこの場をお借りして御礼申し

上げます。今後とも宜しくお願い致します。

最後になりましたが、「豊島区テニス連盟」の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます
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早朝練習会

代表 加藤  寛

早朝練習会は、昭和４３年頃、豊島区総合運動場（現豊島区総合体育場）のクレーコート

から始まりました。

当時、テニスコートは軟式テニス専用で使われていました。硬式テニスは個人・団体とも

コートの使用が認められていなかったため、豊島区テニス連盟が早朝練習会の主体となる

ことで、毎朝６時から８時まで使用が認められたのです。

その後、硬式テニスもテニスコートを使用できるようになりましたが、一方、軟式テニス

でも早朝の時間帯を使いたいとの要望があり、時間枠を協議しました。その結果、硬式テ

ニスは火曜、木曜、土曜および奇数の日曜日ということになり、現在の練習日が確立しま

した。開始時間は、近隣からの騒音問題提起により、６時から６時半そして現在の７時に

至っています。

その頃から、「練習会を正式な会として運営すること」が提起され、初代会長に後藤辰男氏

が就任し、「規約」を制定し「早朝練習会」が設立されました。

平成１７年頃、クレーコートがオムニコートに生まれ変わり、それまでの「雨天の翌日は

晴天でもコート使用不能」という会員泣かせの状態が一変され、練習回数が増加するとと

もに安定してプレーができるようになりました。

現在の年会費２万円、入会費５千円はその頃に制定され以降変わっていません。

早朝練習会の規約に「本会は、豊島区テニス連盟所管の早朝テニス練習を通じて、会員の

体力の維持向上や会員相互の親睦を図るとともに、豊島区スポーツ活動の発展に資するこ

とを目的とする」と掲げ、ここ数年は会員数７０名程度で活動しています。

毎年３月から１１月までの９ヶ月の練習期間ですが、休会、退会、新たに入会される方な

ど変動があり、いろいろな人とプレーできる楽しみがあります。

練習方法は、コート４面を使い、各コートで順番待ちのためにラケットを立て、通常３分

から４分で交代します。それぞれのコートではストローク、ボレー、サーブ＆レシーブ、

ゲームなどを主体に練習していますが、当日の参加人数などによりフレキシブルな運営に

なっています。

当会の利点の一つは、４面あるコートを、どのコートにでも、都合のよい時間帯に、自由

に移動して練習できることです。

誰もが気持ちよくプレーし、お互いに気遣いを持つことで、

それぞれが心地よい時間を共有できる早朝練習会であり続

けるためにも、テニスの好きな皆様のご参加をお待ちして

います。
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大正セントラルクラブ

代表 鈴木 孝平

「大正セントラルテニスクラブ目白」は、学習院大学と新目白通りの間に位置し、都心
で最大の１３面のオムニコートを有し、クラブ会員部門とスクール部門があります。豊島

区テニス連盟への登録は、同名の【大正セントラルテニスクラブ目白】としており、「クラ
ブ会員部門」の男子１０名と女子１７名の合計２７名が登録しています。豊島区テニス連

盟へは「本クラブ」発足時の 35年ほど前から加入していましたが、途中会員数が減少した
ため脱退した期間もありましたが、5年ほど前に再加入しました。

男子会員には、過去オールジャパン・インカレ出場者も複数おり、女子会員には現在ベ
テランのオールジャパン選手がおります。豊島区での大会では、男子は高齢化しているこ

ともあり、若手・コーチ主体で出場されるチームにはかなわず、不甲斐ない成績ですが、
女子は質・量ともに充実し、豊島区の大会では連続して団体優勝をしており、また個人戦

でも優勝・準優勝の好成績を収めており、女性優位であることは論を待ちません。また、
メンバーは、豊島区の大会以外にも JOP大会・女子連・他地区大会への出場等幅広く活躍

しています。
「クラブ会員」は、正会員・平日会員・ナイター等様々ですので、一堂に会して練習す

ることはなく、それぞれが都合の良い時を示し合せ、数名単位で練習・試合等テニスライ
フを楽しんでいます。テニスクラブなので当然ですが、コート確保に苦労することはなく、

団体として「総合体育場」を借りるのは、唯一春の団体戦前だけで、その時は全体練習を
しています。

今後の団体運営にあたっては、豊島区在住・在勤のクラブ会員（団体登録しているメン
バーは「クラブ会員」の 1割にも満たない）及びコーチ陣にも参加を呼びかけ、多くのメ

ンバーがテニスライフを楽しめる団体にしていこうと考えています。
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大正製薬グリーンクラブ

代表 渡瀬 広崇

大正製薬グリーンクラブは、本社（豊島区）、大宮工場／総合研究所（さいたま市）に所

属する大正製薬グループ社員で構成されるテニスサークルです。

練習は、主に大正セントラルテニスクラブやさいたま市営コートで行っています。練習

会は定期的に開催していますが、参加は任意で練習内容は参加者の裁量に委ねられていま

す。業務が忙しくあまり練習会に参加できないメンバーも多いですが、精力的に活動して

いるメンバーもいます。また年 1 回程度、週末に合宿を開催し、集中的に練習してレベル

アップに励むメンバーもいます。

これまで、初中級者から上級者まで多くのメンバーが豊島区テニス連盟主催の都民大会

予選（春季）、秋季区民大会に出場してきました。１勝が遠いメンバーもいますが、中には

これらの大会で優勝、準優勝といった成績を残し、23区チャンピオンシップ大会に出場し

たメンバーもいます。また、昨年 5 月に開催された都民体育大会（団体戦）では、大正製

薬グリーンクラブからも 2名が代表に選出され、チームの勝利に貢献しました。

この他、男女ともに埼玉県実業団の団体戦や、関東地方の製薬企業で構成される薬業リ

ーグ戦等に参加しています。中でも女子実業団チームは優秀な成績をおさめており、昨春

は埼玉県予選勝ち抜き、ビジネスパルテニス関東大会、関東実業団対抗テニスリーグ戦に

埼玉県代表として出場しました。最近ではこのような上位大会にもコンスタントに出場で

きるようになり、メンバーのレベルも上がってきたと感じられます。

大正製薬グリーンクラブは、テニスを通じた自己研鑽、社員同士の交流、日々の業務の

ストレス解消といった、メンバー各々の目的達成の基盤なる大正製薬グループ社員のテニ

スサークルです。
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郵政クラブ

代表 小林  薫

『豊島区体育協会加盟４０周年』おめでとうございます。

早いもので、豊島区テニス連盟創立３０周年から、１０年以上が経過しているなんてとて

も想えません

私たち郵政クラブは、平成５年豊島郵便局に在籍する有志８名でスタートし、主に豊島郵

便局屋上コートで練習しました。

【活動状況】

日 時 毎週日曜日 １３時００～１７時００

場 所 浜田山郵政グラウンド オムニコート

部員数 ３３名

近年、主要メンバーの軽度の高齢化とともに人員確保が困難となり。３年前から、女性も

メンバーに加わって練習に励んでいます。

キャッチフレーズは『楽しく一途に、前向きに！！』をモットーにまだなしえたことのな

い、団体優勝を目標にしています。

最後に豊島区テニス連盟及び各加盟クラブの益々のご発展を祈念いたします。
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ＳＦＫＣテニスクラブ

代表 直井  弘

豊島区テニス連盟の皆さま、初めまして。２０１５年に団体登録させて頂きましたＳＦ

ＫＣ（エス･エフ･ケー･シー）テニスクラブと申します。私どもは、東池袋に所在する株式

会社総合不動産鑑定コンサルタントという会社のメンバーで作ったサークルです。行きが

かり上、代表を務めさせて頂いているのが私、直井弘（なおいひろし）でございます。テ

ニス連盟の常任理事も拝命しておりますので、皆さま今後ともよろしくお願い致します。

せっかくサークルの紹介の機会を頂いたのでちょっと会社のＰＲをさせて頂きたいと思い

ます。我社は、不動産鑑定業を基本としつつ日本全国の市街地再開発事業のコンサルティ

ングを主な業務としている専門家集団です。それぞれの社員が自分の持つノウハウを最大

限に発揮して全国の様々なプロジェクトの立ち上げに寄与しているものと自負しておりま

す。という訳で、サークルのメンバーも個性的で自分勝手なやつばかりですが、テニスと

いう共通の趣味を通じて公私ともにいい関係を築けているのではないかと思っています。

現在のメンバーは２０代から５０代までの男性１０人ですが、これからは社外にも輪を広

げていってもっとバラエティー豊かなメンバーを募集していきたいと考えています。おか

げさまで先日の男子団体戦Ｂクラスでは優勝することができ、次回からＡクラスに挑戦さ

せて頂きますので、少しでも上位に食い込めるよう日々の練習に励みたいと思っておりま

す。といいながらも、実は普段はサークルとして定期的に練習しているわけではなく、そ

れぞれが週末に自宅の近くで勝手にテニスを楽しんでいるだけなので、チームとしてまと

まりがあるのかは微妙な感じです。こんな感じなので、それぞれが楽しく、そして常に上

達を目指して末永くテニスを続けていければいいなぁ、というところが我がサークルのモ

ットーでしょうか。せっかく団体登録させて頂きましたので、これから少しはチームらし

く見えるよう、体裁を取り繕って行きたいと思う今日この頃です。

という訳で、連盟の活動等についてはまだまだ分からないことばかりで、ご迷惑をお掛

けすることも多々あろうかとは思いますが、皆さまの寛大なお心でご指導頂ければ幸いで

す。全員が会社を定年退職してもずっとずっと続けていきたいと強く思っておりますので

今後ともよろしくお願い申し上げます。
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会   場
豊島区立総合体育場

東京都豊島区東池袋 4-41-30 ℡ 03-3971-0094

大 会 名 種   目 開  催  日

平成２７年３月８日（日）
女子団体戦

９～１７時 ４面連盟クラブ対抗戦

雨天順延日 ３月２２日（日）

女子ダブルス ４月１９日（日）  

クラス（ A・B） ９～１７時 ４面(予備１７～１９時３面）都大会予選

雨天順延日 ５月３日（日）

女子ダブルス ６月１３日（土）９～１７時 ４面
レディーススポレク

雨天順延日 ６月２７日（土）

ダブルス ６月１５日（日）

AM男Ｄ・PM女Ｄ ９～１７時 ４面初中級者大会

雨天順延日 ７月１３日（日）

女子シングルス

クラス（ A・B）

女子ダブルス

クラス（ A・B）

９月２７日（日）・１０月１８日（日)

９～１７時 ４面(予備１７～１９時３面）
区民大会

雨天順延日 １０月２５日（日）・１１月３日(祝)

１１月２３日（祝）
シニアミックス

９～１７時 ４面種目別選手権

雨天順延日 １２月６日（日）

平成２８年３月１３日（日）
連盟クラブ対抗戦 女子団体戦

９～１７時 ４面

（平成２７年行事） 雨天順延日 ３月２７日（日）

平成２７年豊島区テニス連盟行事予定
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平成２７年豊島区テニス連盟行事予定

◎その他

会   場
三芳グランド

埼玉県入間郡三芳町大字上富 382-1 ℡049-259-9397

大 会 名 種   目 開  催  日

平成２７年３月８日（日）
男子団体戦

９～１７時 ６面 (予備１７～１９時)連盟クラブ対抗戦

雨天順延日 ３月２２日（日）

男子ダブルス ４月５日（日）・１９日（日）

クラス（A・B・シニア） ９～１７時 ６面 (予備１７～１９時２面)都大会予選

雨天順延日 ４月２６日（日）・５月３日（日）

ミックス団体戦 ミックス団体戦 ６月２８日（日）

雨天順延日 ７月１２日（日）

男子シングルス

クラス（ A・B）
９月２０日（日）・２７日（日)

男子ダブルス

クラス（A・B・シニア）
９～１７時 ６面 (予備１７～１９時２面)

雨天順延日 １０月４日（日）・１８日（日）

ミックスダブルス
１１月８日（日）・１５日（日）

９～１７時 ６面

区民大会

雨天順延日 １１月２２日（日）・２９日（日）

平成２８年３月１３日（日）
連盟クラブ対抗戦 男子団体戦

９～１７時 ６面 (予備１７～１９時２面)

（平成２７年行事） 雨天順延日 ３月２１日（日）

秩父交流会 秩父 ４月１２日（日）

５月９日（土）・１６日（土）
都民大会強化練習 西巣鴨コート

１３～１７時 ２面

５月１７日（日）・２３日（土）・２４日（日）
都民大会 有明テニスの森

予備日５月３０日（土）
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豊島区テニス区民大会優勝者一覧

シングルス ダブルス

男子 女子 男子 女子

平成１７年 小澤 直人 道本 尚子 浜田 信一 長塚 承浩

１８年 小澤 直人 道本 尚子 田中 達也 小澤 直人

１９年 小澤 直人 松本 美穂 田中 達也 田中 翔

２０年 大塚 智春 道本 尚子 山元 光行 小波 仁

２１年 小澤 直人 道本 尚子 久住 悠 吉野 幹平

田中 翔 佐藤 耕平 佐藤 芳江 高田 美和
２２年

田中 翔

個人

松本 優子

オリジン電気

２３年
吉川 達郎

TOPSPIN

松本 優子

オリジン電気

田中 達也

TOPSPIN

田中  翔

個人

中山 恵美  佐藤 芳江

グリーンガーデン

２４年
吉田 達郎

TOPSPIN

松本 優子

オリジン電気

田中 達也

TOPSPIN

田中 翔

TOPSPIN

田原 由香

ひまわり

冨田 紀子

ひまわり

２５年
小澤 直人

オリジン電気

松本 優子

オリジン電気

田中 達也

TOPSPIN

田中 翔

TOPSPIN

荻堂 三也子

ひまわり

南 智恵

ひまわり

２６年
辻本 真大

スマッシュ

松本 優子

オリジン電気

田中 達也

TOPSPIN

田中 翔

TOPSPIN

松本 優子

オリジン電気

松崎 聡子

レインボー

ミックスダブルス

平成１７年 宮坂 広 宮坂 直子

１８年 宮坂 広 宮坂 直子

１９年 小澤 直人 松本 優子

２０年 山田 幸弘 山田 啓子

２１年 江川 清 山川 恵

２２年
窪田 俊介

大正製薬

岡田 久美子

大正製薬

２３年
江川 清

個人

山中 恵美

個人

２４年
窪田 俊介

大正製薬

岡田 久美子

大正製薬

２５年
田中 達也

TOPSPIN

小俣 直子

TOPSPIN

２６年 江川 清 山川 恵
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編 集 後 記

皆様方に原稿を依頼し、４ヶ月以上たち、やっと 40周年記念誌が出来

上がりました。

原稿・写真の依頼から纏め、打ち合わせ、修正、さらに再依頼、打ち

合わせなど何度も行なってきました。この記念誌は、写真を多く掲載し

ました。それは、メール配信、ホームページ対応を主としたからです。

その間、受け取る側の皆様方との温度差、また、パソコンの機能差など、

多くの課題があり、その調整・克服に難儀をいたしました。

出来上がったものを見て不充分な点もあろうかと思いますが、何分素

人ですので、ご容赦願います。

編集にあたり、団体代表者の皆様、秩父市の会長様、関係各位の皆様

に感謝を申し上げます。

また、事務局を担当いただきました、鈴木孝平さん、小林ルミ子さん、

清水裕子さん、片岡千鶴さん、宮久保会長有難うございました。

平成 27年 8月吉日

石 はま子


