
第１３回千葉中央支部-船橋支部合同大会（2022/6/７）報告 

 

  第１３回千葉中央支部-船橋支部合同大会が、２０２２年６月７日（火）、千葉県総合スポーツセンター庭球

場において、天候に恵まれ開催された。第１１回と第１２回合同大会は新型コロナの影響で中止になったの

で、今回は３年ぶりの開催であった。参加者数は、千葉支部は、男１８名、女２１名の計３９名で、船橋支部

は、男１８名、女１９名の計３７名で両支部合計７６名であった。支部対抗戦の組み合わせ（ドロー）は、支部ご

とに男女とも年齢基準で高齢者の壮年組と若年の盛年組の２組に分けた後、男は代理者出場者を加えて各

支部各組の男女とも１０名で編成した。各人、原則的にペア変動の男女ダブルス２回とミックス１回の合計３回

参戦したが、代理者は４回参戦した。９時の受付開始後、準備体操（写真１）、開会式、試合（写真２）、閉会式

（写真３）終了まで予定通り進行した。全試合の支部別組別の勝試合数を表１に示した。壮年組では、船橋支

部が圧勝した。他方、盛年組では、最後の試合が５－５、ノーアド後のサービス１本となり会場は大いに盛り上

がったが、千葉側が勝った結果、勝ち数が同じになり引き分けた。 壮年組と盛年組の全試合結果をそれぞ

れ表２と表３に示した。 

  終わりに、テニスコートを確保していただいた本部、保険申請でお世話になった中村義久理事、試合運営

に協力いただいた船橋支部役員、写真撮影の相葉船橋支部長に厚く御礼申し上げます。  （文責、井上） 

 

     表 1 

   

 

種目／組

支部 千葉中央 船橋 千葉中央 船橋

女子ダブルス-1 2 3 1 4

男子ダブルス-1 2 3 4 1

女子ダブルス-２ 1 4 2 3

男子ダブルス-2 0 5 2 3

ミックス 4 6 6 4

勝試合数合計 9 21 15 15

勝敗   壮年組勝者： 船橋支部　　　

組み分けと支部の勝ち試合数

壮年組 盛年組

盛年組： 引き分け　　

壮年組、盛年組の各組、各支部の勝ち試合数と勝敗判定

写真１：開会式前の準備体操

風景 

写真２：盛年組最後の試合ペア 

左；古川・水島ペア（船橋） 

右：嶋田・高木ペア（千葉） 

 

写真３：閉会式での団体戦の

試合結果の発表時の様子 



 

 

 

表２   *** 壮年 ***

(＊)大会本部役員

試合順 コート 結果

戸田　君江 金子千代子 1 5 戸田　君江 山縣　香子 6：3 松井　和子 佐藤　純子

佐々木多嘉子 井上えい子 2 6 皆川 直子 金子千代子 ３：６ 湶 美智子＊ 西澤小夜子

高田　和子 栁澤ふじ子＊ 3 5/6 高田　和子 篠塚　規子 0：6 岡　辰枝 宮川　明子

篠塚　規子 渡辺喜代子 4 5/6 井上えい子 佐々木多嘉子 2：6 山﨑　純子 山田亮子＊

山縣　香子 皆川 直子 5 5/6 栁澤ふじ子＊ 渡辺喜代子 6：1 北村ふぢの＊ 窪塚　妙子

結果➀ ２：3

試合順 コート 結果

髙村　乃武 林　義明 1 7 髙村　乃武 栗田　馨 ０：６ 小川　章 山内　志朗

檜貝　太郎 伊藤　陽造 2 8 檜貝　太郎 伊藤　陽造 ６：４ 飯田　隆 相葉　毅＊

小西　勲 井上義和＊ 3 7/8 小西　勲 中山　喜昭 ６：２ 青柳　一法 窪塚　敏紀

中山　喜昭 栗田　馨 4 7/8 佐々木一男 林　義明 0：６ 久保　益男 髙木　忠男

佐々木一男 千葉・代理 5 7/8 井上義和＊ 栗田　馨 ３：６ 渡辺　良文 小川　章
（林、佐々木、桧貝、栗田） 結果➁ ２：３

試合順 コート 結果

湶 美智子＊ 西澤小夜子 1 5 戸田　君江 金子千代子 ０：６ 岡　辰枝 西澤小夜子

岡　辰枝 宮川　明子 2 6 高田　和子 栁澤ふじ子＊ 6：2 佐藤　純子 宮川　明子

松井　和子 山﨑　純子 3 5/6 山縣　香子 渡辺喜代子 ５：6 松井　和子 山﨑　純子

佐藤　純子 山田亮子＊ 4 5/6 篠塚　規子 井上えい子 3：6 湶 美智子＊ 窪塚　妙子

北村ふぢの＊ 窪塚　妙子 5 5/6 佐々木多嘉子 皆川 直子 ４：6 北村ふぢの＊ 山田亮子＊

結果③ １：4

試合順 コート 結果

飯田　隆 相葉　毅＊ 1 7 髙村　乃武 檜貝　太郎 ２：６ 青柳　一法 髙木　忠男

青柳　一法 髙木　忠男 2 8 小西　勲 井上義和＊ ０：６ 山内　志朗 相葉　毅＊

小川　章 久保　益男 3 7/8 佐々木一男 栗田　馨 １：６ 小川　章 久保　益男

山内　志朗 窪塚　敏紀 4 7/8 中山　喜昭 伊藤　陽造 ４：６ 飯田　隆 髙木　忠男

渡辺　良文 船橋・代理 5 7/8 檜貝　太郎 林　義明 １：６ 渡辺　良文 窪塚　敏紀

（小川、渡辺、高木） 結果➃ ０：５

試合順 コート 結果

1 5 髙村　乃武 山縣　香子 ６：４ 飯田　隆 北村ふぢの＊

2 6 佐々木一男 篠塚　規子 ６：２ 青柳　一法 佐藤　純子

3 7 小西　勲 高田　和子 １：６ 小川　章 宮川　明子

4 8 中山　喜昭 佐々木多嘉子 ０：６ 山内　志朗 岡　辰枝

5 5～8 檜貝　太郎 戸田　君江 ４：６ 渡辺　良文 湶 美智子＊

6 5～8 林　義明 皆川 直子 ２：６ 相葉　毅＊ 西澤小夜子

7 5～8 伊藤　陽造 渡辺喜代子 １：６ 髙木　忠男 山田亮子＊

8 5～8 井上義和＊ 栁澤ふじ子＊ ６：３ 久保　益男 山﨑　純子

9 5～8 栗田　馨 井上えい子 ６：１ 窪塚　敏紀 松井　和子

10 5～8 佐々木一男 金子千代子 １：６ 渡辺　良文 窪塚　妙子

結果⑤ ４：６

千葉中央支部　女子 千葉中央支部 船橋支部

女子ダブルスー1

千葉中央支部 船橋支部

男子ダブルスー1

女子ダブルス－2

男子ダブルス－2

ミックスダブルス

千葉中央支部 船橋支部

船橋支部　女子 千葉中央支部 船橋支部

船橋支部　男子 千葉中央支部 船橋支部

千葉中央支部　男子



 

表３

(＊)大会本部役員

試合順 コート 結果

北川　幸子 髙木トモ子 1 1 北川　幸子 髙木トモ子 ５：６ 早坂　房代 牧園　幸子

宮内　洋子 小澤　久美 2 2 中山　幸子 芦塚　敬子 ６：０ 小林　順子 中西　邦子

井上　幸子 八角　優子 3 1/2 井上　幸子 小田口愛子 ２：６ 真船　聖美 早川とき子

小田口愛子 内田　和子 4 1/2 小澤　久美 宮内　洋子 ０：６ 西内由衣子 深尾　悦子

芦塚　敬子 中山　幸子 5 1/2 八角　優子 内田　和子 ０：６ 水島　洋子 山地　雅子

結果➀ １：４

試合順 コート 結果

上田　茂 堀内　正勝 1 3 上田　茂 堀内　正勝 ６：５ 堀田 金之助 古川　孝雄

富山　和義 田中和夫＊ 2 4 富山　和義 田中和夫＊ ６：２ 冨川　保 町田　祐啓

高成田　豊 景山　伸夫 3 3/4 高成田　豊 花田 政明＊ ６：４ 真船　千秋 石井　清

花田 政明＊ 高橋　茂則 4 3/4 嶋田　克美 堀内　正勝 ６：３ 小椋　昭生 中西　晴義

嶋田　克美 千葉・代理 5 3/4 景山　伸夫 高橋　茂則 ４：６ 濱本　太郎 町田　祐啓

(堀内、嶋田、高成田) A18 結果➁ ４：１

試合順 コート 結果

小林　順子 中西　邦子 1 1 北川　幸子 中山　幸子 ６：３ 真船　聖美 牧園　幸子

真船　聖美 早川とき子 2 2 井上　幸子 髙木トモ子 ６：１ 早川とき子 中西　邦子

早坂　房代 西内由衣子 3 1/2 芦塚　敬子 内田　和子 ０：6 早坂　房代 西内由衣子

牧園　幸子 深尾　悦子 4 1/2 小田口愛子 小澤　久美 ２：６ 小林　順子 山地　雅子

水島　洋子 山地　雅子 5 1/2 宮内　洋子 八角　優子 ０：6 水島　洋子 深尾　悦子

結果③ ２：３

試合順 コート 結果

冨川　保 町田　祐啓 1 3 上田　茂 田中和夫＊ １：６ 真船　千秋 石井　清

真船　千秋 石井　清 2 4 高成田　豊 景山　伸夫 ６：３ 古川　孝雄 町田　祐啓

堀田 金之助 小椋　昭生 3 3/4 嶋田　克美 花田 政明＊ ６：２ 堀田 金之助 小椋　昭生

古川　孝雄 中西　晴義 4 3/4 高橋　茂則 高成田　豊 ４：６ 冨川　保 石井　清

濱本　太郎 船橋・代理 5 3/4 富山　和義 堀内　正勝 ４：６ 濱本　太郎 中西　晴義

（石井、町田、古川） 結果➃ ２：３

試合順 コート 結果

1 1 上田　茂 芦塚　敬子 ６：５ 冨川　保 中西　邦子

2 2 嶋田　克美 小田口愛子 ３：６ 真船　千秋 早川とき子

3 3 高成田　豊 井上　幸子 ６：０ 堀田 金之助 早坂　房代

4 4 花田 政明＊ 宮内　洋子 ６：３ 古川　孝雄 真船　聖美

5 1～4 富山　和義 北川　幸子 ６：４ 濱本　太郎 小林　順子

6 1～4 堀内　正勝 中山　幸子 ２：６ 町田　祐啓 山地　雅子

7 1～4 田中和夫＊ 内田　和子 ２：６ 石井　清 深尾　悦子

8 1～4 景山　伸夫 八角　優子 ３：６ 小椋　昭生 西内由衣子

9 1～4 高橋　茂則 小澤　久美 ６：３ 中西　晴義 牧園　幸子

10 1～4 嶋田　克美 髙木トモ子 ６：５ 古川　孝雄 水島　洋子

結果⑤ ６：４

船橋支部

船橋支部

男子ダブルスー1

女子ダブルス－2

男子ダブルス－2

ミックスダブルス

千葉中央支部 船橋支部

千葉中央支部 船橋支部

千葉中央支部 船橋支部

千葉中央支部　男子

船橋支部　女子

船橋支部　男子 千葉中央支部

千葉中央支部　女子 千葉中央支部

  *** 盛年 ***

女子ダブルスー1


