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巻 頭 言 

22002211 年年度度硬硬式式庭庭球球部部のの動動向向  

  

農友会硬式庭球部部長 大 島 宏 行 

 

東京農業大学硬式庭球部 OB会常盤松テニス倶楽部の諸先輩方、ならびに農友

会硬式庭球部の部員のみなさん、新年明けましておめでとうございます。今年１

年もご指導のほどよろしくお願いしますとともに、ご活躍の程ご祈念申し上げ

ます。 

現在も大学への入校が制限されており、例年開催している春や秋の OB会を開

催することができません。コロナが一日も早く収束し、今年こそは OBの皆様と

テニスコートでお会いできることを願っています。 

まず、昨年の３月以降の農大と庭球部の状況を報告させていただきます。新型

コロナウィルス対策のため、2020年度の卒業式と 2021年度の入学式典は学科や

所属研究室ごとの小規模な開催となり、節目を迎える新入生、卒業生にとっては

寂しいものとなってしまいました。授業は対面を原則として実施されましたが、

１教室の受講人数を制限したため、実際には半分以上がモニターを見ながら授

業を聴講する状況でした。部活動については、通常実施する学内での練習はコロ

ナ対策を徹底することを前提にかなり実施することができるようになりました。

練習試合については、現場責任者の同行が現在も必要でありかなり制限されて

います。特に学内での試合は開催条件が厳しく、実施できたのは例年の半分以下

でした。本来、対抗戦や合宿は学生の大きな財産になる貴重な活動ですがそれが

充分に行えず、現役学生には我慢が続いています。 

2021年度の硬式庭球部員は男子 16人、女子 8人でスタートしました。充分な

勧誘活動はできませんでしたが、新入部員として男子が 8 人、女子が 1 人加わ

りました。近年の社会状況もあり、全学として部活やサークルへ加わる学生が減

る状況ですが、今後は競争力が備わるメンバーを増やすこと、女子メンバーを増

やすことが課題だと思っています。 

今年度の関東学生テニスリーグは開催予定で進められており、私自身も農大

テニスコートで初めて団体戦が観戦できることを楽しみにしていましたが、コ

ロナの感染状況が悪化したため残念ながら 2 年連続で中止となってしまいまし

た。4年生にとっては非常に辛い報告でした。去年の卒業生および 4年生の気持

ちを引き継ぎ、現 3 年生はこの 1 年間ぜひ頑張ってもらいたいと思います。そ

のようななか、昨年 11月に開催された、2021年度関東学生テニス選手権大会で

はダブルス 1 ペアが本戦に出場することができました。努力をたたえたいと思
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います。今後も男女部員がお互いに協力し合い、練習の質を上げ、上部への昇格

や個人戦の本戦出場選手が常に出るレベルになることを目指します。 

今年は、戦力が減少し、昨年よりも苦しい 1 年が想定されます。4 月以降の新

入部員にも期待するとともに、積極的に新入部員の勧誘も行っていきたいと思

っております。OB の皆様にも、是非お近くにテニスが上手な高校生がいらっし

ゃいましたら、農大への進学をお声がけいただければありがたいと思っていま

す。 

東京農大世田谷キャンパスでは、新研究棟の建設と引越が終了し二号館の解

体も終了しました。綺麗で緑が多く、開放的なキャンパスが誕生しています。コ

ロナ収束後は OBの皆様も、是非新しく変貌した東京農業大学世田谷キャンパス

へお越し下さい。 

最後に、OB の皆様にはいつも多大なるご支援いただき有難うございます。今

後も引き続き東京農業大学硬式庭球部の応援ならびにご支援を賜りますよう宜

しくお願いします。学生にとって一番心に響くのは教員ではなく皆様 OBの声だ

と思っています。お叱りの言葉から励ましの言葉まで気軽に声をかけてくださ

い。どうぞ宜しくお願いします。 
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令令和和 33 年年をを振振りり返返っってて  

  

                                     ＯＢ会会長 大 矢 四 十 六 

 

今年も昨年に続いてコロナ禍に振り回された年でした。それでも大学の規制

は昨年と比べて緩やかになりました。リモートだった授業の相当部分で対面が

復活し、またほぼ全面的に外部者の入構を拒否していた制限も職員が申請すれ

ば認められるように変わりました。それでも多人数の入構は密につながること

が多いからでしょう創立 130周年を記念する令和３年の収穫祭は昨年同様キャ

ンパスをオープにしての実施ではなくオンラインで開かれました。 

 テニス部の練習も制限が緩和されました。昨年でも柔道や剣道などと違って

選手間の密が避けやすいので、条件はあるものの監督者の立ち会いの下で練習

できました。今年は練習には制限がなくなりほぼコロナ前に戻りました。 

 この様にテニス部の練習に制限はなくなってますが、キャンパス内外でＯＢ

ほか外部者を交えた活動は規制があり、許可を取るのが難しかったようです。

そのため現役との春・秋のＯＢ会や総会も２年間できませんでした。会議だけ

ならばリモートなどの方法でやってやれないことはないですが、大事な目的で

ある同期と旧交を温めることや現役との懇親を深めることはできません。残念

ながら皆で一同に集まれなかったのです。 

だが、今年は昨年実施できなかった秋の総会時に行っている卒部式を役員参

加で行うことができました。１１月２６日、コートを会場に部長と監督ならび

に４年生を含む全部員が集まり、卒業生各自に記念品を渡しました。卒部式が

開催できたのは会場を室外に移す事にした部長の配慮にあると思います。 

また、コロナウイルス感染症のクラスターが発生していないのは部員個々の

努力の賜物であることから、卒部式に併せて例年行う現役功労者記念品の授与

も、昨年同様に部員全員に感謝を込めて贈呈しました。 

 ところで、今年もリーグが開かれなかったので、現状のリーグ経験者は 4年

生のみです。ところが彼等は令和４年度に卒業します。ですから令和 4年にリ

ーグが開かれなければ現役に経験者はいなくなってしまい、伝統の継承が危惧

されます。このような状況にならないように、世の中が早く本来の姿に戻り、

リーグが開かれることを願ってやみません。 

 

昨年、躍進バックナンバーの寄贈をお願いしたところ問い合わせをいただい

たり、お送りいただいたりしました。ご協力ありがとうございました。全号が

揃いましたので、部長と相談のうえ時期を見て大学図書館に寄贈いたします。 
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報報告告とと雑雑感感  

  

監督 松 本 透 

 

監督として２回目となる躍進への投稿となりますが、今年も昨年同様コロナ

禍での活動となり、残念ながらリーグ戦は中止となりましたので、男子３部、

女子６部の現状維持となります。関東学生の公式戦は春と秋に開催され、春に

男子 Sで杉畑が二次予選 F進出、秋には男子 Wで杉畑・石原が本線出場を果た

しました。この成績は本線ドロー数が少ない現在の関東学生テニス選手権では

男子 Sは 128本、男子 Wは 32本にあたります。本線出場者の大半が 1部、2部

に偏っている中では立派な成績だと思います。 

2年連続のリーグ戦中止で部員のモチベーションも下がる一方で練習にも身

が入らないように思いがちですが、退部する者は無で、部員は黙々と練習、対

外練習試合、対抗戦と気合を入れて頑張っています。来年こそはリーグ戦の再

開を望まずにはいられません。 

先日、簡単ですがコート脇で卒部式を行いました。卒部していく方の中には

リーグ戦出場を予定されていた人もいるし、そうでない人もいますが、どちら

でもかまいません。テニスを通じて自分自身を見つめ、部員同士先輩後輩と

様々な人間模様の中で 4年間部活動を継続出来たことはそれだけで立派なこと

だと思います。卒部される方はこの 4年間を貴重な良い思い出として、そして

リーグ戦を戦えなかったエネルギーをこれからの社会生活にぶつけてくださ

い。 

最後に私がテニスの現役時代に反芻し、社会に出てからも時々呪文のように

唱えていたものを紹介します。自分から数えて「40ラブは魔のカウント、ラブ

40はチャンスのカウント」という言葉です。体育系で勝つテニス、絶対負けな

いテニスを目指していたらこの言葉の意味は分かると思います。１ポイントを

争う競り合った試合の中でこそ、この言葉の意味である「油断と諦め」が試合

を決めてしまうことになります。現役部員の全ての試合での奮起とリーグ戦で

の勝利を期待します 
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三 年 生 

三三度度目目のの躍躍進進  

                    生物資源開発学科  稲 荷 碩 竜 

                         （愛媛 県立伊予高等学校） 

今年も躍進を描く季節がやって参りました。一年とは早いもので、去年の躍進

を書いてからそれほど時がたっていないように思えます。お世話になった先輩

方も卒部され、最上級生になりました。先輩方の背中を見ている立場から見られ

る立場になり、より言動に気をつけなくてはならなくなりました。先輩方の背負

ってきたものの大きさを改めて感じています。今までは上について行くだけで

良かったのが引っ張って行く側になり、今まではずいぶん楽をさせてもらって

いたのだと感じました。 

 さて、農友会硬式庭球部の一員として過ごせる最後の一年になりました。入部

してからあっという間で一年生の時に当時の四年生に言われた「大学の四年間

はあっという間だよ」と言う言葉が今になって身に沁みています。自分自身入部

当初と比べると成長を感じてはいますがまだまだ自分の目標とは程遠いです。

四年生が抜けて部活全体のレベルも下がってしまっています。メンバーが強く

なればいいという他力本願ではなく自分が強くなりポジションを脅かす事で部

全体のレベルアップに繋がると思います。残り一年という少ない時間ですが、1

日 1日を大切にして悔いのない一年にしたいです。 

 
 
最最後後のの一一年年ににつついいてて。。  

                   生産環境工学科  大 和 田 駿 

                    （埼玉 私立埼玉平成高等学校） 

東京農業大学硬式庭球部に入部して、気づけば 3 年になっていてあっという

間にということを実感します。去年の躍進を書いた時から 1 年が経ち自分の中

でいろいろな変化がありました。そこで、感じたことや残りの時間の使い方につ

いていくつか書きたいと思います。 

 まず、１つ目に感じたことについて書きたいと思います。一年生のときの躍進

に先輩にされてきたことを後輩にもするという目標を立てましたが、現在の私

はできていると思いません。コロナウイルスの影響でリーグ戦がなくなったこ

となどでそういった機会がなくなったことも理由の一つだと考えます。しかし、

まだ残りの時間があるので躍進を書いたこれを機に実行したいと思います。 

 次に 2 つ目です。一年生の頃は対抗戦など出た際は、先輩が勝ってくれるな

ど他力本願なところがありました。しかし、最近はそのポジションが自分なので
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部員に示しがつくようなテニスをしたいと思います。 

そして 3 つ目です。今年は、ありがたいことに主将という重要な役職に就く

ことができました。正直テニスの力量などしっかりと務めることができるとい

う自信はありません。ですが、そこで立ち止まってくよくよしている時間は私に

は残されていないと思います。また、自分ひとりの力では三部残留という目標は

達成できないと考えるので、私一人だけでなくチーム一人一人の力を借りて強

く、そして楽しいチームに育てていきたいと思います。 

 最後に、東京農業大学硬式庭球部として活動するのは一年を切ってしまいま

した。なので、一日一日を大切にし、社会に出るための準備をしたいと思います。

また、硬式庭球部に貢献できるように頑張ります。 

 

 
三三年年目目  

                   分子微生物学科  小 川 直 輝 

                      (東京 都立小山台高等学校) 

季節はもう 12月。肌寒くなってきました。私は大学生活始まって以来の忙し

さを迎えています。以前からの部活と授業という生活に加えて、3年生から始め

たバイト、就活やインターン、研究室とその課題が加わり、気が付くと 1日が終

わってしまいます。1,2年生の頃にもっと遊んでおけば良かった．．．そんな風に

思うこともあります。しかし、1日が終わり、ベッドに寝転ぶと不思議と「今日

は 1日頑張った。充実した 1日を送れた。」と感じます。(頭が社畜の考えに侵さ

れ始めているのかもしれない。) いつまで続くのか分からないこの生活ですが、

歴代の先輩方が乗り越え、努力してきたように自分も精一杯頑張りたいです。 

部活やこの多忙な生活を通じて、改めて実感したことがあります。それは人と

の関わりによって日々たくさんの刺激を受けていることです。研究室では周り

の熱心に活動に取り組む学生を見て、自分も遅れを取らぬようにと研究室へ足

を運ぶ。就活では部活の同期がインターンやイベントに参加することを聞き、自

分も行かないとまずいと危機感を感じ、インターン先では同期の人とは思えな

いすごく立派な人達を見て、このような人たちと戦っていくのかと意気消沈。

(でも勝ちます。)バイトでは同じ時間に入っている女の子と何を話したら良い

のか分からず、焦りを感じる。接する人が多くなった分、受ける刺激も多くなり

ました。そして部活。世代が変わり 1番上となり、後輩も多くなりました。以前

に比べて練習試合の頻度も高くなり、他校の人と試合をすることも増えました。

後輩に負ければ悔しいと感じ、初めて試合をする他校の人にはどんな工夫、戦い

方をすれば勝てるのかと考えます。(未だシングルスでは 0 勝．．．泣)練習試合

をすると自分の手がこんなにも通用しないのかと壁を感じますが、泥臭くても
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シングルスで勝てるようになることがこれからの目標です。 

挙げてみるとマイナスのようなことだらけですが、私にとっては良い刺激ば

かりで、このような刺激をたくさん受けられる環境にいることに感謝していま

す。生かすも殺すも自分次第ですが、受けた刺激は人を成長させます。私に限ら

ず、人は 1 人で何かをするというのは難しいと思います。部活ほど同期や仲間

に刺激を受ける場はありません。時々、折れそうになることもありますが、部活

にはそんな時に愚痴や相談を聞いてくれる同期や仲間がいます。そんな部活の

仲間たちを大切にしてこれからも練習に励んでいきます。 

 
 
終終わわりり  
                     分子生命化学科  片 野 航 

                     (埼玉 私立城北埼玉高等学校) 

 今年も躍進を書く時期がやってきた。ついこの間入部したと思ったら先輩達

は皆卒部し、早くも私たちの学年が一番上となってしまった。毎度言っている

かもしれないがやはり時間が経つのは早い。今年も昨年に引き続き、個人戦は

開催されたが、リーグ戦は残念ながらコロナウィルスの影響で中止となってし

まった。来年は開催されることを願っている。私はラーメンが好きでよく食べ

るのだが、最近は同じ店ばかり行っていたのでマンネリ化気味になっていた。

そこで心機一転新しい店を開拓しようと思い、いつも通らない道を行き、気に

なった店に入ることにした。ラーメンは普通だったが、そこで頂いたジュース

はとても美味しかった。今後も続けようと思う。 
話はテニスに移り、最近の私の試合を振り返ると練習ではミスしないような

ボールに対して試合になるとミスを連発し、どう打てば入るのか分からないと

いうような状態になることが多かった。何が悪いのかと練習を顧みた時にスイ

ングの終わりを意識していないということに気がついた。終わりを意識してい

なかった為、スイングが曖昧になっていた。その点を踏まえて練習し、今後は

試合に臨もうと思う。終わりといえばスイングに関してだけではなく、部員と

して、大学生としての終わりが近づいて来ている。それと同時に新しい物事へ

の始まりがやってくる。来年は終わりと始まりの両方を意識しながら部活、私

生活共に過ごしていこうと思う。 
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種種をを蒔蒔ここうう  

                  国際農業開発学科  松 本 健 太               

                     （東京 私立成城高等学校） 

「夢がある人にもない人にも平等に銀の匙はある。ただし磨かないと変色す

る。」エゾノーの校長先生の言葉が好きだ。私は今年１年、銀の匙を磨いてきた

か振り返りたいと思う。夏関では S と D 両方で１次 SF には行ったが、２-６、

１-６とひどい結果であった。就活を理由に努力から逃げてしまっていると自覚

している。「何も持っていないからこそ何にでもなれる」という言葉を信じ、２

次に出場し夢の学生になれるよう精進したい。 

現状の部の話をしようと思う。今年は私がリーグ選手の候補に上がるほどレ

ベルが落ちている。入部した時は、３年になったら A チームの１番下で食らい

ついていこうと思っていた。しかし序列は上から数えた方が早く、先輩たちがつ

ないだ３部のバトンを守れるのかとても不安である。部活の雰囲気も緩くなっ

ており、罰を受けているときに横の人と話す始末である。部のテニスのレベルが

強かったからこそ、どんな部活のことも真剣に向き合おうと私は思っていた。先

輩と打つと打ち負けるため、昼休みに１人で球出しをしたこともあった。大和田

が毎日のようにテニスに誘ってくれ、１日中コートにいる日もあった。 

そのおかげで５単位落としたことはあまり触れないでおこう。大和田や強い先

輩たちから刺激を貰ってきた。私たちや全国経験者は後輩に刺激を与えられて

いるのだろうか。答えは NOだ。インターハイに出ている石原がいても、誰もモ

チベーション高く練習している部員がいない。私を含め部員全員、石原に失礼で

ある。高校生の頃から農大に来てくれ、農大のテニス部を選んでくれたのにこの

モチベーションではテニスを部活でする意味がないと思う。私を含め、部員全員

が本当に部活でテニスをしたいのか考え、部活動をするなり辞めるなりするべ

きである。 

まじめな話はさておき、代交代があり主務の役職に就いた。特にスカウトに力

を入れており「技術的に完成している」選手の獲得のためにこれからも活動を惜

しみなく行う。 

私は調査兵団のハンジさんのような立ち位置でありたい。1人 1人の選択で組

織を変えて行けたらいいと思う。今年は言い訳をし、努力から逃げてしまった 1

年であった。しかし私はそんな自分を愛したい。「人は人の欠点を愛すものだ」

庵野秀明先生もそうおしゃっている。 
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モモチチベベーーシショョンン  

                    栄養科学科  清 瀬 夏 美 

                     （千葉 県立国府台高等学校） 

 私は高校の時、男テニのマネージャーをしていた。「みんなと一緒にラリーが

したい。」その気持ちだけで私は大学でテニスを始めた。始めて 2 年半が経ち、

今では高校時代の先輩後輩同期に「テニスしようよ！」と声をかけるやばいマネ

ージャーになった。この華麗なる転身は私のちょっとした武勇伝である。「好き

なスポーツはテニスです！」「テニスやっぱ楽しい～！」といえるようになった

今の自分がたまらなく好きである。大学でテニスを始めてよかったと強く思う。

そんな私の部活のモチベーションは「ラリーを楽しめるくらい上手くなること」

である。これは入部当初から変わらない。 

 しかし、最近、新しいモチベーションができた。それは「加藤と千葉といい試

合をすること」である。現在、女子は大学から競技を始めた部員が 3人いる。加

藤と千葉の入部は私にとって大事件だった。経験者に囲まれて、教えてもらいな

がら、自分のペースで上手くなれればいいなとマイペースに部活をしていた私

に、鬼畜ペースメーカーが付けられた。この 2人は化け物だ。恐ろしい運動セン

ス、恐ろしい向上心、恐ろしい闘争心、恐ろしい成長速度。ああ恐ろしい。負け

ると思った。実際、１個下の加藤には 0-6 で負け、テニスを初めて 2か月の千葉

には 2ゲームとられて 6-2だった。この結果に対して、私は「悔しい」ではなく

「負けてもしゃーない」と思った。私は、運動センスも闘争心もないし、みんな

よりも忙しい。最下位番手でマイペースに上手くなるかと考えた。 

 しかし、考えを変えた。年末が近づくにつれ引退を意識した時に、「先輩とし

て、2人には負けてはいけない」と思ったのである。やっぱり尊敬されて引退し

たい。ああ、心の声が出てしまった。でも先輩なんてそんなものだろう。後輩に

どう見られているかを気にしてしまうものである。モチベーションを「加藤と千

葉に 6-0 に勝つ」にしなかったのは、勝ち負けだけにこだわってテニスをする

のが私にとって楽しくないからである。試合で、フォルトをしない自分、ラリー

を続けて相手にミスをさせる自分、チャンスボールを決めきる自分、え、そんな

試合ができる自分かっこよくね？と理想の自分に酔っていた方が楽しい。かっ

こいい試合ができるよう頑張っていきたい。 

 この文章を書いているのは 11月下旬。来月には 3週間の病院実習があり、そ

のまま冬期オフ、テストオフと続くため、冬はテニスをほとんどしない。春から

が勝負である。春休みが始まった時点で引退まで 8カ月。この 8 カ月で私は、①

ファーストサーブを確実に入れる②リターンを確実に返す③ニュートラルボー

ルを 10往復続ける④相手の決め球をがむしゃらに返す⑤チャンボを決めきる選

手になりたい。「試合が楽しめるくらい」上手くなって引退する。 
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 追記をする。一昨日、4年生が卒部した。2人に私はどれだけ迷惑をかけただ

ろう。ダブルスは嫌いだの、試合は出たくないだの、あんな同期とやっていけま

せんだの、不平不満をぶつけてばかりいた。2人が１個上じゃなかったらとっく

に部活をやめている。斎藤さん、坂田さん。2年半も見捨てず向き合ってくださ

り、本当にありがとうございました。4 年の最後まで続けることを約束します。 

 同期についても書こう。現在、私は同期愛が冷めきっている、いわば倦怠期で

ある。学科が忙しいのもあるが、部活の同期としての最小限の関わりで済まして

いる。2人はそれに気づきながらも、変わらず自由奔放な私と同期をやってくれ

ている。倦怠期の抜け方はわからない。でも、いつかは抜けてラブラブ期が来る

だろう。冬は距離を置いて、春にまたデート（部活終わりのカラオケ）しようか。 

 

 
美美味味ししいい日日本本酒酒がが飲飲みみたたいい  

                   醸造科学科  田 邉 こ こ ろ 

                （兵庫 国立神戸大学附属中等教育学校） 

 躍進をそろそろ書かなきゃ、朝 6 時のアラームより先に起きてしまった日に

打ち込んでいる。昨年度の躍進を書いたのは 2月だったので 2021 年に 2回も躍

進を書いているなぁとふと思う。 

 私は記録するのが割と好きで、日記をつけたり写真を撮ったりするのが趣味

だ。この躍進を書くにあたって最初に見返したものは写真である。 

2021 年度の思い出は、まず引っ越したこと。ちょっとしてから 4 年生の先輩

が 3人も来た（割と引っ越してすぐだったので苦情が来ないかヒヤヒヤしてた）。

私の部屋に置いていったウィスキーまだ残ってます、、。そしてユニゾンのライ

ブツアーに 4つ全部行けたこと。2週間前のツアーはステージから実質 2列目と

いう神席まで当ててしまった。最高。 

躍進というのだから部活のことについても書かなきゃよね。 

今年もリーグは中止となってしまった。昨年のリーグが中止となった中、来年

のためにと頑張ってきたことが泡となり消えてしまった思いだった。「仕方ない」

という言葉で済ましたくはないけれど、先輩たちが残してくれたものを背負っ

て来年度のリーグに挑みたい。 

個人戦で記憶にあるのはダブルスである。私は女子のなかで色々なペアとダ

ブルスを組ませていただいた。ペア歴が長いのは斎藤さん。私をリードしてくれ

て試合中も斎藤さんがいるおかげで安心してプレーすることができた。4年生の

最終試合の夏関では、坂田さんと組ませていただいた。苦手なボレーもたくさん

練習して、1勝することができた。4年生の先輩のおかげでダブルスが楽しいと

思えるようになった。 
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そして同期内紛争も起こった（現在進行形）。紛争というよりかは冷戦。永田・

清瀨・田邉はちゃんと意見が言える人間だからこそ、たくさん話し合ってたくさ

んぶつかり合う。多分来年も紛争は起こると思うけど、私はこんな素敵な同期が

いることに心から感謝している。 

最後に 4 年生のみなさん、本当に 4 年間お疲れ様でした。男女ともに一番身

近な先輩たちでした。私たちを引っ張ってくれてありがとうございます。 

2021 年の一番の思い出はウマ娘にハマったこと。初めてテニスコートの横が

馬術部で良かったと思えたし、馬術部の馬の中にはマヤノトップガンやタイキ

シャトルの子孫がいることを知って（同学科の馬術部員の友達より）さらに嬉し

くなった。来年にはポケモンもゼルダも新作が出るのでそれらも楽しみつつ、こ

れからもウマ娘は無課金で走り続けたい。 

 

 

LLooaaddiinngg……  

                      分子生命化学科  永 田 夏 帆 

                        (東京 私立山脇学園高等学校) 

エゴである。エゴとは自分の利益や快楽のみを重視する人のこと。物事を始め

るとき、大抵の事は自分のエゴで始まると私は考える。これを聞くとなんて捻く

れた考え方だろうと思う人が多いだろう。でも考えてみてほしい。貴方が人に優

しくするのは何のためか？なぜリーダーは今より良いチームを作りたいのか？

始まりの答えは簡単だ。相手に自分が良い人だと思われたい。この人がリーダー

でよかったと賞賛を浴びたい。それだけなのだ。これは巡り巡って自分にも優し

くしてほしいし、尊敬されたいと心の底から願っている人間の心なのだ。 

 この冒頭を経て、私は良いチームを作りたい。なぜなら、私は認めてもらいた

いのだ。自分のやる事なす事褒めてほしい。自分をめいっぱい曝け出しているこ

の部活で貴方は最高だと思われたい。恥ずかしながらこれが本音である。 

では、良いリーダーとは？これがとても難題なのである。明確化されていれば、

目指すべき道があれば楽である。これだと思って進んでも正解がないから不安

になるし、問題が起こった時やっぱり違うのではないかと自信がなくなる。主将

という仮面を被り続けたい反面、永田夏帆を見てもらいたくて弱さが出る。しか

し、1年生の頃からやりたかった主将だ。118期のトップをやらせていただいて

いる以上カッコ悪い姿はもう見せたくない。だから、この見栄だけで 1 年間一

心不乱に走り続けることをここに誓う。安心して全員ついてこい。 

次は愛する同期について語ろうと思う。 

清瀨は私の 1 人目(本当は 2 人目)の同期だ。初めて会った時めちゃくちゃ苦

手なタイプがきた！絶対仲良くなれない！と本気で思った。彼女は人見知りの
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私と対局してコミュ力お化けなのだ。怒っている上級生にもニコニコ笑顔で話

しかけに行くし、お出かけしたら歩く速度が早すぎて会話が聞こえないくらい

遠くに行っちゃうし、主語がないため大体何言っているか分からないしとにか

く合わなかったのだ。しかし、彼女のコミュ力の破壊力は計り知れない。ズカズ

カとプライベートに入ってきて深い話までするもんだから、壁が剥ぎ取られ不

思議と仲良くなってしまったのだ。初めて喧嘩する友ができた。喧嘩するほど仲

が良いというが、そう言っても衝突はしたくない。いつか無くなる日が来るもの

か願うばかりだ。でも、大好きで失いたくないから一定の距離感で(近すぎると

疲れるため)半永久的に居続けてください。いなくならないでください。 

こころちゃんは遅めの同期だ。(清瀨の文が長すぎて霞んでしまわないか既に

不安だ。)彼女は”動じない”この言葉が良く似合う。これはどちらかと言えば

褒めている。1年生の時、同期の中で最も怒られていたのは彼女だった。果てし

なく怖かったはずなのに、怒られて 1 時間したらケロッとしてる姿には大変驚

かされた。故に時効なので暴露するが、反省するための罰ランを音楽聴きながら

走っていた姿にはさすがに唖然としてしまった。しかし、こんなこころちゃんだ

からこそ、清瀨と私の仲介を担ってくれているのだろう。いつもありがとう。 

癖の強い 3人だがバランスは良い。3人の時間は果てしなく楽しくて、1年生

の頃は部活後のコートハウスに居座って夜の 10 時まで喋り倒していた。私は、

最近衝突が多い 3人が悲しくてあの頃をよく思いだしてしまう。過去が美しく、

あの頃が羨ましく、切なくなる。でも、泣いても笑ってもラスト 1年、絶対最後

は笑って終わろう！やっぱ、最後だけじゃ嫌だからできるだけずっと！ 

ここまで読んで頂きありがとうございます。全くもって躍進を述べた文では

なくただ現在の感想、、、を書いた物になってしまいましたが、少しでも今の私を

知ってくれたら嬉しいなと思い綴りました。来年の躍進が、きちんと躍進できて

いるよう精進して参ります。 

 
 

二 年 生 

大大ケケヤヤキキをを越越ええ 44 ココーーナナーーへへ  

分子微生物学科  石 原 圭 起 

(茨城 私立東洋大学附属牛久高等学校) 

エアコン排水ホース用防虫キャップを購入してから早 1年が経ち、西高東低冬型の

気圧配置が僕に対して牙を剥き始めた今日この頃、防虫キャップは未だ取り付けられ

ていません。今田美桜は相変わらず可愛いなと言っている時間もないくらい提出期限

が迫っています。 
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さて、2回目の躍進です。これを書くにあたって昨年自分が書いた躍進を読みまし

た。昨年の躍進で目標にしたことはいくつ達成出来たでしょうか。まず序文の屋久島に

行って縄文杉を見たいという話ですが未達成です。遠出は部活の関係で厳しいです

が、先日いい方法を思いつきました。対抗戦や試合で遠出した帰りにプチ旅行すると

いうものです。東京競馬場や鎌倉にも行けました。これからの 1年間でもっと色んな所

に訪れてみたいです。学勉の方では対面授業が増え忙しくなりましたが、今のところ単

位は落とさずなんとかやっています。来年からは待ちに待った研究室活動が始まるの

で、やりたいことを見つけ出せるようより一層頑張りたいと思います。 

プライベートの面では青春したいということでしたが残念、まだ隣は空席です。1年

後の僕はこれを読んでどう思っているでしょうか。高みの見物で笑っていて欲しいで

す。家計簿は順調です。1年間もの記録が蓄積されると眺めているだけでもかなり面

白いものとなりました。沢山のバイトもしたいと書きましたが人は安定を好むのでしょう。

何ひとつ変わりなく続けています。20歳になりお酒を嗜むようになりました。テニス部を

去った真輝人と楽しく飲めているのでとても良い関係を築けたなと思っています。 

テニスの面では後輩ができ、先輩かつ副主将という立場で活動するようになりまし

た。面倒を見ることや叱ることが苦手で先輩として後輩と関わるのは下手ですが、今後

の自分のためにも克服していこうと思います。2年目の春関では単複ともに初白星を

飾り、本戦には届きませんでしたがダブルスで 2次予選まで勝ち上がれました。ここで

ムネさんとのインカレへの挑戦は終了してしまいましたが、先日行われた夏関では本

戦で戦うことができました。この経験をこれからの練習や次の春関に生かし、残りわず

か 2回のチャンスですが絶対にインカレに出場したいと思います。シングルスでは 2

連続 1次 F敗退という悔しい結果となっているので攻撃力、守備力にもっと磨きをか

けて本戦で戦えるようになりたいです。大学テニスも折り返しの地点を迎えようとしてい

ます。3部としての誇りとプライドを強く持つことがこのチームに必要なことだと思いま

す。そのためにも僕が結果でチームを引っ張って行く存在になるべきだと思います。

時間はありません。東京競馬場で例えるなら 3 コーナーは過ぎたのではないでしょう

か。テニス人生のラストスパートです。部活に勉学、バイト、遊びなど楽な暮らしではあ

りませんが最後笑って終われるようにしたいです。 

 
 
ややるる気気  

醸造科学科  岩 崎 雄 太 

（山口 私立萩光塩学院高等学校） 

 私が東京農業大学のテニス部に入部してから約 1 年が過ぎた。去年はコロナ

の影響で練習試合や対抗戦などがほとんどできなかった。しかし、今年に入り少

しずつできるようになってきて、今では 2 週間に 1 度は練習試合か対抗戦があ
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るという状況だ。試合ができるようになり、モチベーションができて部員全員が

より一層練習に打ち込んでいるように感じる。そんな中、一人全然やる気のない

部員がいた。私だ。自分でもびっくりするくらいやる気が出なかった。なぜこん

なにやる気が出ないのだろう。練習試合や対抗戦で全然勝てなかったというこ

ともあるかもしれない。しかし、一番の原因は私が将来テニスで飯を食っていく

わけではないと思っていたからだ。頑張って農大で一番になって、インカレに出

ても、どこかで負けて絶対に一番になんかなれない。だったら頑張る意味がない、

みんなどんな原動力で頑張っているのだろうと思ってしまっていた。 

 私は、そんなことを考えながらダラダラと部活を続けていた。しかし、私はあ

る時を境に再びやる気が出始めた。その要因となったのは、私の大好きなマンガ

「ハイキュー！！」である。ハイキューではたくさんの名言が出てきて、やる気

のない私にはものすごく響いた。負けたくないのに理由なんかいらなし、勝つた

めに練習する原動力なんてプライド以外に何もいらないと気づかされた。マン

ガでやる気が出るなんて馬鹿馬鹿しいと思われるかもしれないが、私にとって

はものすごく大きいことで至って真面目である。 

 最後にテニスの目標について宣言しておこうと思う。せっかくやる気を取り

戻したので大きい目標を掲げたいが大きすぎるとまたやる気を失ってしまうか

もしれない。なので、まずはリーグメンバーである農大の 6 番以内に入れるよ

うに頑張ろうと思う。 

 
 
二二年年生生ににななっってて  

地域創成科学科  菅 野 由 基 

（神奈川 私立藤嶺学園藤沢高等学校） 

 一年生の時に躍進を書いてから早一年が経過しました。二回目の躍進では今

までの振り返りとともに、これからの目標について書かせていただきます。 

 まず、今年は１０人近くの一年生が入部してくれました。多くの後輩が入部し

てくれるのはとても嬉しかったのですが、部内のルールや、一年生の仕事につい

ての指導を一人一人に行うことができるのかが不安な点でありました。しかし、

全員とても物覚えがよく、元気で礼儀正しさもありすぐに不安から安心へと変

わりました。また、個性豊かな後輩が多く、始めは一年生の中でコミュニケーシ

ョンをとってチームワークができるのか心配ではありましたが、一年生のグル

ープで情報共有をしたり、仕事を教え合って協力している姿を見て成長を感じ

るとともに逞しく思いました。入部してきてくれる子もいれば退部してしまう

メンバーもいました。練習やトレーニングで辛い時間や楽しい時間を共有して

きたので、退部するという話を聞くととても悲しかったですが、部活という一つ
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の組織である以上は仕方のないことであるように思います。私自身のテニスに

ついては前回の躍進に記した通り、フォームやプレースタイルについて日々研

究を重ねております。対抗戦や部内戦で負けることが多いですが、周りの人との

横で比べるというよりは過去の自分との比較をする縦での比較の方が自分にと

ってはあっているのだと感じております。そのため、試合が終わったら必ず、今

までの自分との比較をして、良くなった点や弱点を見つけて反省をするように

心掛けています。練習の場合でも同様に縦で比較をして自分の研究をするよう

にしています。一年生のときは先輩方に指示された通りに練習を行っていまし

たが、先輩になるにあたり、今度は自分も練習のメニューを考える立場になりま

した。メニューを考える際は一年生にもそれぞれの課題を聞いて、一人一人が成

長できるように取り組んで参りたいと思います。 

 最後に、今まで辛いこともありましたが部活を通して精神的にも体力的にも

成長できていると信じて、これからも技術の向上や、少しでも部へ貢献できるよ

うに精進して参りたいと思います。 

 

 

練練習習のの意意味味  

地域創成科学科  林 亮 介 

（茨城 県立藤代高等学校） 

一年前この躍進を書いていた自分を思い出すと、一年が経つ早さにとても驚

かされた。 

 この一年を振り返ると、やっと部活動も大学生活も始まったなと感じる一年

だった。去年はコロナの影響で、対抗戦などの試合はあまり多くはなかった。

しかし、今年は春関も夏関も出場することができ嬉しく思った。どちらの試合

でも納得のいく結果ではなかったが、次の試合に向けて収穫のある試合となっ

た。対抗戦や練習試合でも格上の相手と当たる機会も増え、自分の限界を勝手

に決めずに全力でプレーすることが大切だと改めて気付かされた。 

それらの試合から得られた反省点としては、普段の練習からもっと試合を想

定した心構えを持って練習に臨むことだ。例えば、普段の練習で自分のボール

が浅くなり相手にウィナーを取られたとすると、本番の試合でも同じようなミ

スショットから失点することが多い。これでは、どれだけ練習したとしても勝

ことはできない。なので、普段の練習から一球たりともミスをしない、一つの

ミスが勝敗に関わると、考えながらプレーすることが勝つことに繋がると考え

た。 

改善されてきた点は、試合中に声を出すことができるようになったことだ。

自分は試合でポイントを取ってもプレースタイルの関係もあり、なかなか声が
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出せなかった。しかし、今年から入部した一年の中村李暉とのダブルスで声を

出したことで試合にも勝つことができた。李暉にはとても感謝している。声を

出す事が自分の中はとても大きな進歩であった。シングルスでも声を出してい

けるよう努めたい。 

テニスを競技として出来る時間も残り一年半程しかないと思うと一時間でも

三十分でもテニスがやりたいと強く思いました。また、来年にはリーグ戦が行

われると予想されます。リーグメンバーに選ばれるよう覚悟を持って全力を尽

くしたいと思いました。 

 

 
成成長長  

分子生命化学科  水 野 綾 二 

(神奈川 私立森村学園高等部) 

作文を書く機会を頂いたので、これまでの、そしてこれからのことについて考

えたいと思います。私は様々な事情が重なり、一年生の終わりからこのテニス部

に入部しました。迷惑をかけるにもかかわらず遅れた入部許可を頂けたこと、感

謝しております。おくれて入部した自分に個別に仕事の方法を教えてくださっ

た先輩方、部活の中では一年生であったのに同期のように気を使ってくれた二

年生、学年が違うにもかかわらず壁を作らずに接してくれた一年生、皆さんに感

謝しています。また、まだ直接ご挨拶はできていませんが、このようなご時世で

部活動ができるのは伝統と信頼を築き上げてくださった OB.OG の皆様のおかげ

だと思います。ありがとうございます。一年生の時は人と話さない期間を過ごし

たため、部活にきて人と話すとによって新生活の始まり・大学生活の始まりを感

じ、新鮮で楽しく感じていました。しかし、人間関係の構築だけでなく、テニス

についても自分なりに考え工夫し、上達していけたらと思います。 

大学の部活に入って感じたことは、それぞれが考えてテニスをしているとい

うことです。私は今まで上達を望んではいても、その具体的な方法は考えられて

いなかったように思います。技術面では自分なりの小さな目標を作り、それを達

成するために日々小さくても良いので変化をつけてプレーし研究することが必

要であると発見しました。変化の大切さ、これはテニスだけではなく日常生活で

も通用することだと思います。コロナウイルスの影響で外出を控え、自宅と大学

を往復するだけの代わり映えのない日々を過ごしています。まだ、あまり上手に

実行できていませんが、ここに変化を加えることで、楽しい日々がおくれるので

はないかと考えています。幸いにも、私の周りには株、釣り、アニメ鑑賞など自

分なりの楽しみを見つけている人が多くいるので、テニスの面だけでなく生活

面でも周りをよく見習い、自分なりの変化、楽しみを見つけられればと思います。
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作文が下手でまとまりのない文章になってしましましたが、テニス部を通じて

様々なことを学び、テニス・人間性共に成長していきたいと思います。 

 
 
ききっっとと勝勝っっとと  

栄養科学科  加 藤 未 悠 

(東京 都立駒場高等学校) 

躍進に何を書こうか。悩み続けて既に 30分が経過し、そろそろ眠気も襲って

きそうだ。しかし、ここで寝るわけにはいかない。大学の課題や、部活の会計で

やらなければならないことは沢山残っている。そう思って眠気覚ましにキット

カットを一つ手に取り、封を開けた。チョコレートを半分に割って、一つずつ口

に入れた。美味しいな。そんなことを思いながら、ふとカラになったキットカッ

トの包装に目がいった。そこには「友達と無意味トークブレイク」。そんな言葉

が書かれていた。これだ。と思った。部活の同期である千歳と益子と過ごす時間

は良い意味でまさにこの言葉通りである。題材をくれたキットカットの袋に感

謝を伝え、早々にゴミ箱へと別れを告げた。 

同期との日常は、いつも無意味なトークで溢れている。でも私はこの瞬間が大

好きだ。その場にいる皆を笑顔にできる芸人千歳と、それを見てツボにはまりな

がらも急に顔芸を決めてくる芸人益子。そんな二人と居ると、何でもないことで

も盛り上がってしまい、気づいたら全員お腹を抱えて笑い転げている。この時間

が部活に向かう私の足取りを軽くさせている。同期が二人ともいなかった時の

練習は、やはりどこか物寂しさを感じ、部にとっても、明るい雰囲気をもたらし

てくれる二人の存在は大きいことを感じた。 

二人が部にもたらしてくれるものは、明るさだけではない。ジュニアからテニ

スを続けてきた二人の技術を、周りにも還元しようと努め、練習中に的確なアド

バイスを与えてくれる。下手でボケーっとしている私に対してしびれを切らし

ているかもしれないが、文句ひとつ言わず熱心に細かいアドバイスをし続けて

くれている。この点も踏まえて、二人をとても尊敬しており、とても頭が上がら

ない。こんな同期を持てるなんて本当に恵まれている。 

二年生になり、こうやって少しずつ部に貢献し、役割を見つけている二人を見

ていると、まだ二人ほどの技術も持っていない私は、部の中でどんな役割を果た

せるのだろうと最近よく考えさせられる。しかし、この躍進で同期への感謝を綴

るうちに気づいた。アドバイスできる程の技術や経験を持っていない私には、二

人だけでなく先輩からも頂いたアドバイスを生かして実力をつけ、結果を見せ

ていく事。そして、会計などのテニス以外の仕事面や同期との雰囲気作りからも

部を“支える”こと。この二つが、これから自分が果たしていくべき役割なので
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はないかと気づいた。 

この役割を果たすためにこれから躍進していく事を決意し、キットカットか

らの物語を締めくくりたい。 

 

 

躍躍進進  

造園科学科    千 歳 小 麦 

(埼玉 県立越谷南高等学校) 

今年モコノ季節ガヤッテキテタ。二年生ニモナッタトイウコトデ、マズハ｢躍進｣

トイウ言葉ノ意味ヲ調ベテミヨウトオモウ。伏セテイタ身ヲ起コシ、駆ケテ進ム

コト･目覚マシイ勢イデ進出スルコトデアルソウダ。今、マサニ身ヲ伏セテイル

状態ダ。トイウコトハ、今躍進シナケレバコノ躍進モオワラナイ。マズハ身ヲ起

シテミタ。思イ返セバ、コノ一年間、寝テバカリダッタ。気ヅイタラ大学生活モ

二年ヲ終エヨウトシテイル。トテモ怖イコトデアル。 

否定的ナ事バカリ考エルト良クナイノデ、ココカラハ、コノ一年間デ自分ガ躍進

デキタコトヲ述ベタイト思ウ。マズ一ツ目ハ、経堂駅カラ大学マデノ歩ク時間ガ.

二十分ヲ切レルヨウニナッタコトダ。コレニヨリ、時間ニ余裕ガデキテ自主練ノ

時間モ増エタ。コウイッタ小サナ積ミ重ネガ、強サニ繋ガルト信ジタイ。 

二ツ目ハ、ソーシャルネットワーキングサービスノ更新ヲコマメニシタコトデ

アル。ホームページ係トイウ役職ヲ頂キ、タクサンノ人々ニ東京農業大学農友会

硬式庭球部ヲ知ッテ貰エルヨウニ、写真ヤ文章･企画ナドヲ考エテキタ。更新ヲ

シスギタノカ、予測変換ニ東京農業大学農友会硬式庭球部ガデテキテシマイ、学

科ノ教授ニ送ルメールデモ東京農業大学農友会硬式庭球部千歳小麦ト無意識デ

打ッテシマウ。ソレダケ頑張レテイルト自分ヲ褒メ称エタイ。 

思イウカブ事はコノ二ツダケデアッタ。デハ、何故私ガ今回躍進ヲ漢字トカタカ

ナダケデ記シテイルカトイウト宮沢賢治ノ雨ニモマケズヲ読ミ、自分ガソンナ

人間ニナリタイト思ッタカラダ。褒メラレタリ、自分ガ良イ様ニ見ラレルタメニ

何カヲスルノデハナク、タダ善デアレルヨウニシタイ。アラユルコトヲ自分ヲ感

情ニ入レズニ、良ク見聞キシワカリソシテ忘レズ、ソレデモデクノボートヨバレ

褒メラレモセズクニモサレナクテイイノデアル。人間ノ在ルベキ姿ハ、ソレダト

思ウ。毎日一回雨ニモマケズヲヨミ、今年コソハ胸ヲ張ッテ躍進シタト言エル年

ニシタイ。 
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同同期期ししかか勝勝たたんん  

国際農業開発学科  益 子 桃 代 

（千葉 県立柏陵高等学校） 

 2年生となり、自分のテニスと向き合う時間がとても増えた。自分のテニスと

真剣に向き合うことは久しぶりだったため、とても怖かった。高校時代から私の

テニスがレベルアップしていないことを、自分が 1 番わかっていたからだ。ジ

ュニア時代に同じレベルで戦ってきた子達は、日々レベルアップし、次々とイン

カレへ出場している。その姿を見て正直とても悔しかったが、現在の自分と向き

合ってみて、私は今それを素直に悔しいと口に出せるほどの、立ち位置にもいな

いことに気付かされた。焦りと悲しみと様々な感情に襲われたのを覚えている。

そんな中、同期の女子部員の 1 人(同期 2 人しかいない汗汗)が「インカレ出た

いな。」と言った。なんの根拠もないが、それを聞いてこの人となら、この人に

近づければインカレ出場も夢ではないのかもしれないと思った。 

 それから私は自分の苦手なところと向き合えるようになったと思う。ずっと

同じだったプレースタイルを大きく変えてみたり、打ち方を変えてみたりと、大

胆な工夫にも挑戦できるようになった。私の持っていないものを沢山持ってい

る同期にアドバイスを聞いたり、彼女のプレーから良いところを吸収したりと

充実した練習ができていると感じる。また、もう 1 人の同期にも私は沢山助け

られている。この同期は本当に賢く、言われたアドバイスをすぐに吸収するため、

本当に成長が早い。その集中力や頭の柔軟さに日々刺激を受け、私も成長したい

と強く思わされる。 

 私の同期は最強だ。2人とも心が温かくてとても面白い。また、困ったときに

は絶対に助けてくれるし、自分の考えを常に持っている。とても芯がある 2 人

だ。ここ数日、素敵な同期と出会えて自分は幸せだなとつくづく思う。自分のた

めにも同期のためにも頑張ろうと思う。 

 

 
一 年 生 
天天気気予予報報ででよよくく聞聞くく「「平平年年にに比比べべてて〜〜」」ととはは過過去去３３００年年間間ののデデーータタをを指指ししてていいるる  

醸造科学科  三 枝 駿 太 

  （東京 都私立東京農業大学第一高等学校） 

スパンっ！ 

ゲームセットアンドマッチ 西岡 6-4 

青く広がる空には、雲一つ無く試合が終わるまで今日がこんなにいい天気な

んて気付きもしなかった。今では、対戦相手の顔も覚えていない、俺は一体誰

と戦っていたんだろう。好きで始めたテニスだったが何となく続けていくうち
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に大した結果も残すこと出来なかった。そして、高校最後の大会を迎え、今終

わった。ちょっとはいいところまでいけるかと思った。続けていればその分強

くなれると‥ 

でも結果はどうだ、インハイ予選三回戦敗退。練習をサボったことはないが

休日は友達とカラオケに行ったり、映画見たりと普通の高校生生活を過ごして

いた。普通じゃダメなんだ。強い人、強くなれる人は、俺が遊びに費やしてい

た時間も努力するのだろう。「まあ当然の結果か。」帰り道、いつもの公園。

何時間いたかなんて分からない。とにかく考えるのをやめて楽になりたかっ

た。しかし世界はそんな甘くなかった。 

「あーまた世界が終わったみたいな顔してる〜。さてはまた負けたね、君。

この綾音様が慰めてあげよう。」この生意気な女は幼馴染の同級生。斎藤綾

音。落ち込んでいる時、1人になりたい時は絶対にちょっかいを出してくる。

俺を見つけ出しては、このニヤケ顔を浮かべて一方的に喋ってくる。俺がどん

なに嫌な顔をしても、アイツは俺を1人にはしてくれなかった。「その時さー

ユッコがなんて言ったと思う。」やめてくれ。「テスト近いけど勉強してる？

ノート見せてあげようか？w」 

やめろ。「受験生なんだからちゃんとしなさいよね。」やめろ、やめろ、や

めろ、やめろ 

「夏休みみんなで‥」「いい加減にしてくれ！お前はいつもそうだ。俺の都

合なんてにのつぎ。お前うざい‥」あれ‥俺は何言ってんだ‥「そうだよね。

今日引退試合だったんだよね。いくらなんでも空気読めなさすぎだよね、ごめ

んね。さようなら‥」彼女は今にも泣きそうで、必死にそれを隠そうとうつむ

きながら走り出した。彼女の背中が小さくなるまで、呼吸するのを忘れてい

た。アイツのあんな顔見たことがなかった。家へと足を運ぶが鉛のように重

く、いちいちアイツの顔が頭によぎる。違うだろ。彼女はいつも俺のことを思

って‥影が長く伸びた帰り道。顔が熱く頬が湿っていた。 

季節が巡り、高校三年生は学校に行く日もどんどん少なくなり、綾音とも会

う機会がなくなっていった。あの日以来彼女も俺を構わなくなった。その方が

いい。あいつは俺なんかとは釣り合わない。運動神経抜群で勉強もでき、尚且

つ人当たりも良く教師からの信頼も厚い。絵に描いたような優等生だ。何で俺

なんかと‥いやこれ以上はやめよう。参考書を開き、答えを見ながらそれを写

すという作業を始めた。3時間は経っただろうか。区切りがいいところでやめ

休憩することにした。携帯の待受を眺めたり、LINEのタブを開いては消したり

と意味のないことを繰り返していた。「ラインッ」通知がきた。綾音だった。 

「一足先にW大学合格させていただきやした。ごっちゃんです。」成績優秀

な綾音は指定校推薦で進路を決めたらしい。あのいやらしいニヤケ面が思い浮
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かぶ文面だ。元気そうで良かった。「俺以外の受験生に送ったら殺されるぞ」

それだけでよかった。 

年を越し、センター試験、二次試験を終えて遂に卒業式を迎えた。俺は東京

の農業系の大学に合格した。あいつと同じ東京に行ける。校長やら教育委員会

やらお偉いさんが話し、うろ覚えの校歌を歌う。泣き出す生徒もいたが、俺は

なんか実感が湧かなかった。これで最後？明日からこの格好がコスプレなのか

とかくだらないことばかり考えていた。式が終わるとみんな教室で写真を撮り

あったり、寄せ書きを書き合っている。友達が少ない‥ゴホンッ‥俺は何人か

と後日打ち上げの予定を立て、先生にも挨拶して校門へと向かう。「もう帰る

のー？この後みんなファミレス行くってよ！」駆け足で迫ってくる。「いい

よ。三年のクラスなんて対して思い入れないし。」「うわーごめん友達いない

のに地雷踏んじゃったw。」「いや、わかっててやってるだろ。」「えへへ

ッ、じゃあ私も帰ろ。」「お前はいた方がいいじゃないのか。」「ユッコとか

はまた明日遊びに行くし、今日が最後のお別れじゃないし。みんないつでも会

えるよ。」2人一緒に学校を出て、家へと向う中、思い出話をたくさんした。

したと言っても綾音が一方的に話すだけで俺は適当に相槌を打っていた。この

時間が何気ないことがとても心地良かった。あっという間に時間が過ぎて2人

の別れが来た。「じゃあまたねー。お互い東京で頑張ろう！」「ああ」手を振

りかえし、いつものように家へと向う。そうだこれが最後ではない。またいつ

でも会えるではないか。同じ東京に行くんだ連絡を取り合えばまたいつでも‥

そんな淡い期待を描きながら玄関を開ける。「俺は綾音が斎藤絢音が好き

だ。」 

 

 

ココロロナナ渦渦ででのの１１年年間間    

                  国際農業開発学科  中 村 李 暉 

(千葉 市立柏高校) 

今年の 1年間は、大変なことが多い 1年間でした。高校生の時は、練習試合の

対戦校を探したり、大会や合宿の引率、練習メニューなどはすべて顧問の先生や

コーチがやってくれました。しかし、大学では全て自分達でやらなくてはいけま

せん。また、1年生は下級生ということで練習や試合の準備や片付け、練習中の

声出しなど、多くの仕事が存在します。仕事が出来なければそれに応じて罰が出

ます。一発芸や体幹、ダッシュなど色々な罰ゲームをこの一年間で体験させてい

ただきました。初めに体幹 10分、と先輩方から告げられた時は死を覚悟しまし

たが、今となっては何も感じなくなってしまいました。体幹 10 分に慣れてしま

った自分が怖いですが、それと同時に成長も感じることが出来ました。様々な罰
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に耐えることが出来ずに辞めていく同期や先輩方もいました。しかし、私にとっ

てテニスはとても重要であり、なくてはならない存在です。大学でも部活動に入

り、テニスを頑張ろうと思ったのはテニスが好きだからです。  

 今年は、新型コロナウイルスの影響でリーグ戦がなくなってしまいました。対

抗戦や練習試合を通して感じたのは、他の 3部校との圧倒的なレベルの差です。

他の 3 部校は、層が厚く、インターハイに出ている選手が当たり前のようにい

ます。私はインターハイの出場経験がなく、リーグ戦を行う前から萎縮してしま

っていました。その中で、リーグ戦の中止が発表されました。伝統のある大会が

中止になったという残念な報告でしたが、正直私はほっとしてしまいました。今

年、リーグ戦があったら 4 部に降格する可能性は非常に高かったと思っていま

す。この空白の 1 年を決して無駄にすることなく、少しでもライバルに追いつ

けるように練習に励みたいと思います。そして、これまでの偉大な先輩方が築き

上げた農大テニス部に恥じないような試合をリーグ戦で出来るように頑張って

いきたいです。 

 

 

浪浪人人生生××ココロロナナ＝＝引引ききここももりりニニーートト  iiss  俺俺  

醸造科学科  針 生 誉 也 

（東京 私立成城高等学校） 

私は私の人生において、いや、全世界の人口にとってほんの数パーセントの経

験をしたに違いない。浪人生 in コロナ。史上最悪の組み合わせだ。少なくとも

私にはそうだった。あ、そういえばこれ躍進ってやつでしたっけ。あれですか、

抱負みたいなこういうこと頑張ります！っていうやつですか。聞いた話による

とほぼ自由作文書いていいよみたいな…。んーそうですねぇ、まぁ練習いっぱい

頑張って強くなります。 

すみません話が逸れてしまって。本題に戻ります。 

浪人生 in コロナ。当時から勉強まぢむりぃテニスだいちゅきな私にとって

浪人というだけでもとんでもなくストレス過多にもかかわらずこの前代未聞の

事態。はい、虚無。なんにも感じない。感情いろいろ吹き飛んだ。その結果タイ

トルにもあるように見事引きこもりニートの完成といったところだろうか。受

験勉強を放棄した浪人生はニートと呼ぶにふさわしいだろう。ただし、ニートに

なったらなったで私自身ニートとしての戦い方を身に付けた。それはつまり、有

り余るほど膨大な自由な時間を手に入れたときの過ごし方だ。それを少し共有

したいと思う。まずは睡眠。これは昼夜逆転すればするほど上位のニートといえ

る。最初は眠くないなら眠くなるまでスマホを触ればよい。私はウイイレと

YouTubeと深夜の散歩でこの試練を乗り越えた。これは簡単だからレベ上げにオ
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ススメ。次に……なんかもう何を言いたいのか分からなくなってきました。ごめ

んなさい。今日結構大変だったんです。今これ書いているの提出期限まであと１

時間なんです。ここからガチで脳死で書きます。まぁ去年、今までの人生で最高

に奇妙な一年間を過ごした訳ですが、今となっては農大には入れて、農友会硬式

庭球部に入部出来て良かったです。頼りになる憧れの先輩。みんな仲の良い、助

け合いを忘れない同期。誰一人欠けない仲間。最高です。この部活が大好きで

す！本当ですよ。本当に。無理やり収まりよく軌道修正しようとか考えてません

て。 

  

  

入入部部ししたたとときき。。  

                   分子微生物学科  久 富 渓 太 

                      （東京 私立青山学院高等部） 

 僕は 4 月 12 日に初めて東京農業大学のテニスコートに訪れた。そこでは 12

人ほどが練習しておりコートの外から眺めていると、「入っていいよ」と言われ

たので入りました。それから 30分ほど待っていると主将が入ってきて部員の前

で自己紹介をし、練習に参加しました。 

僕は一年間浪人をしていたのでテニスは約 1 年ぶりでした。それどころか運

動すらしていなかったのでここまで打てなくなっているのかと思うほどボロボ

ロの状態でした。開始から 30分ですでに息は切れて服は汗でびしょびしょにな

り、さらに腹筋をつってしまいベンチから動けなくなりました。そんな悲惨な状

態ではあったがなんだかんだ練習の終わりまで耐えることができました。練習

が終わるとまた部員の前で立たされて、今日の練習について一言言えと言われ、

そこで僕は緊張していたため「入ります」と言ってしまいました。後日筋肉痛に

苦しみながら入ると言ったことをとても後悔したのを覚えています。果たして

僕があんなにきつい練習についていけるのかとても不安だったのを覚えていま

す。現在も部活のせいでバイトや、大好きな釣りをする時間が大幅に制限されて

いて何度も辞めたいと思ってきました。 

しかしここまでテニスに打ち込むことで対抗戦などの真剣勝負や仲間を心か

ら応援する気持ちなど今まで経験したことのない貴重な経験ができ、御先輩方

に対する敬意や仕事、早起きなどの社会に出た時に役立つことも多く得ること

ができました。これから僕が引退まで部活を続けているかはまだわかりません

がこの部活に入ってよかったと思っています。 
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拝拝啓啓誰誰かか様様  

造園科学科  藤 田 真 義 

（神奈川 私立関東学院高等学校） 

 なんでも書いていいと言われるとやはり何を書けばいいのかわからなくなっ

てしまった。ここは先輩方の文字数稼ぎを参考にしよう。さあ何について書こう

か。ここで真面目に書いたら逆に何か言われそうなのでやめておこう。かといっ

てある程度ふざけると言われてもどのくらいまでやっていいものか、やはりふ

ざけながら読む人に好印象を与えられるものがいいだろう。ならばやはり自分

についての内容は控えよう。少なくとも好感度アップとはいかない、好きなこと

なら文章は書けるだろうが興味を引くのは限られた人だけだろう。ここまでダ

ラダラと書けばそろそろ決められた量にいくのでは…、いやまだまだか。インス

ピレーションを高めるために小説でも手に取ってみよう。ん？小説？ああ、小説

を書いてみようこれなら来年描く内容も楽になる。一年目のこの文章をプロロ

ーグとしよう。だが書いたこともない小説しかも何を描くのかも決まってない。 

ならば日記のようにまた手紙のようにしよう。誰へ向けたものかはわからな

いが書いていけばそのうちわかるだろう。４年になった時に終わるようにプロ

ローグ含めて計４部作にすればちょうどいいだろう。好きなアニメから参考に

できるものはないだろうか。「手紙」、お!一つ思い当たるな。あれを参考にタイ

トルをつけよう。さてタイトルも決まったことだし本文、プロローグを描くか。 

「拝啓誰か様。日記のような手紙を誰かに向けたこの文章を書いていく。大学

に入った私は中高で続けてきたテニスをまた続けようと部活に入った。一緒の

タイミングで入った同じ学科の人はやめてしまった。一年生の仕事は中一の時

経験したものと比べればまだ大丈夫、だが大学生になってからもやることなの

だろうか、疑問を持ってしまった。だがやはりテニスをするなら部活を続けるべ

きだろう。先輩はまあまあ優しいしテニスのことも聞けば教えてくれる。なんだ

かんだ夏が過ぎた。気づいてしまった、時間が足りない。しかも一向に成長しな

い、あ〜もうやめようか。いや続けよう負けたままは流石に悔しい、いや公式戦

で勝つまでは、煽られっぱなしはムカつく。さてそんな感じで始まった私の大学

生活どうなるのやら。自分の近況ばかり書いてしまいましたが、あなたの返信を

期待してそちらの状況も聞いてみましょう。あなたは誰ですか？どんなことを

考え、どんな生活を送り、どこにいるのでしょうか。残された機会はあと 3回、

いつかの返信を期待してこの日記、いや誰かへの手紙を書き進めていこう。」 

やはり私には文才がなかったようだもうやめよう。ああ、これはモテねえわ。 
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上上京京ししててももううすすぐぐでで 11年年  

地域創成科学科  丸 山 昌 倖 

（長野 県立東京都市大学塩尻高等学校） 

 長野県から東京の大学に進学する為に移り住み、もうすぐで 1 年経とうとし

ている。 

この 1年間の大学生活を振り、一番大変だったのはテニス部での活動である。

私は本格的に中学の半ばまではクラブでテニスをしていたが、高校では部員が 3

人しかおらず、楽しかったのだがテニスがあまり出来なかったことが心残りだ

った。そこで「大学ではテニスをちゃんとしたい！」と思い、テニス部に入部し

た。しかし、審判や試合の準備など、高校とは真逆の大変ハードな部活内容に、

テニス部内の学連の活動もあり、何度も部活を辞めたくなった。また、ずっとシ

ングル一筋でテニスをしていた為に、ダブルスのやり方が分からず、恐らく高校

の３年間で悪い癖がついたのだろう、打ち方もよくわからなくなっており、特に

酷く手打ち状態になっていた。私はテニス自体もそのせいで嫌いになっていた。

しかし、部活内の出会いに恵まれて、少しずつテニスもうまくなり、好きになっ

ていった。同時に部活も大変なのを通り越して、生きていると実感でき、やりが

いを感じて楽しく過ごしている。 

また、学科内での出会いにも恵まれることも出来た。そのおかげで、学科内で

の大学生活も充実している。 

特に、大の苦手教科である数学の強化版の実用数物科学を単位も落とさず、更

に「S」判定をもらえたことは、私一人では勉強内容を理解が出来ず、不可能だ

った。私に実用数物科学を教えてくれた友達に感謝している。 

今までは、長野県の人以外ほとんど話した事がなかったが、大学に入り北は北

海道、南は熊本まで色々な人と話すことが出来た。 

上京して 1年、辛い事や、何度も長野に帰ろうとしたこともあった。しかし、

生の博多弁等、初めて聞く事や、初めて知る事も多くあり、長野県にいては経験

が出来なかった事に、上京した喜びを感じている。 

今、上京して 1 年、大変な事もあった。しかし、本当に良い出会いに恵まれ

た。お陰様で、私は無事に楽しく 1年を過ごすことが出来た。感謝の気持ちと同

時に、来年はどんな出会いが待っているのだろう。ワクワクが止まらない。 

しかし、私は今まで彼女がいない、出会いがない。大学どころか、18 年間全

くない。大学に入ればつくれると思っていた。大学を舞台にした「彼女お借りし

ます」や「ぐらんぶる」等、大学生活、特に恋愛に関する参考文献を読み漁って

上京して 1年。自分の現状に驚きが隠せない。16歳以上の人は運命の人に 84％

の確率で出会っているらしい。私はバグなのか、もう運命の人はいないのか、と

現在とても疑心暗鬼になっている。 
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来年こそは、恋愛の方も良い出会いに恵まれたい。 

また、来年は、更なるテニス上達の為に、頑張っていきたい。 

また今年はチャレンジ出来なかった、人生初めてのバイトや、その他のことに

も挑戦していきたい。更に向こうへ Plus Ultra!! 

 

 

部部活活  

分子生命化学科  千 葉 亜 月 

(北海道 道立遠軽高等学校) 

 夏休みが終わるころの 9月、私はこの部に入部した。ダラダラとバイトしか

しない夏休みを続ける中で、とにかくスポーツをしたいと感じていた。目をつ

けているサークルはどこも活動停止中。スポーツをするなら部活しかないと思

い、連絡を取って、部活の体験へ赴いた。久しぶりのスポーツはすごく楽しか

った。ここで入部するか悩んでしまっては、悩み続けて何も行動しないまま終

わってしまうと感じ、勢いに任せて、あまり後先は考えず入部すると決めた。  

途中入部してきた私に、先輩方は部のルールや練習メニュー、もちろんテニ

スの技術面まで、たくさんの時間を割いて教えて下さった。練習中に私が動く

ことを忘れていると、そっと教えてくださり、うまくできないときも励まして

くださるおかげで、次の練習もがんばろうという思いが湧いてくる。この部に

所属し、私に１からたくさんのことを教えてくださる親切で素敵な先輩に恵ま

れて、私は本当に幸せ者だと感じている。まだまだ先輩に迷惑ばかりかけてい

るので、はやく一人前に動けるようにならなければと思う。今後、もし私に後

輩ができたら、また更に先輩の手を煩わせてしまうだろうし、先輩に迷惑をか

けてしまうだけでなく後輩にも迷惑をかけてしまうだろう。現時点での自分の

動きややるべきことですら完璧でないのに、今後のことを考えると不安ばかり

だ。しかしうだうだと不安がっていてもなにも解決しないため、これからの部

活でも、とにかく行動に移していこうと思う。4年の先輩方、短い期間の中で

テニスの技術面、部活の仕事面など様々なことを教えていただきありがとうご

ざいました。そして 2，3年の先輩方、これから迷惑をかけてしまう場面がた

くさんあると思いますが、とにかく頑張りますので、これからもよろしくお願

いいたします。 
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四 年 生 

正正解解のの４４年年間間  

地域創成科学科  金 子 一 光 

（静岡 県立韮山高等学校） 

気づけばもう４年生になっていた。振り返るとこの４年間はさまざまなこと

があり、書きたいことがたくさんある。ということで、４年間の部活生活で印象

深かった出来事をランキング形式でご紹介しようと思う。 

 

【一光的部活の思い出ランキング】 

●第５位『最速終了記録樹立』 

３年次の夏間シングルスで、初戦が相手のデフォで勝利となり、次の SFでのこ

とだった。通常４本のサーブアップが今日はやけに多いな、と思った時にはもう

試合が終了し、私が負けていたのである。試合時間は驚愕の 13 分。最後に相手

に対して出た言葉は「なんかすみません。」であった。 

●第４位『たける＆ちば失踪事件』 

１年次秋の OB会後の飲み会にて、酔っ払った雄を酔っ払った千葉が介抱したこ

とにより、勝手にどこかへ行き行方不明になった。結局彼らは終電後の駅のトイ

レの個室 1つに 2 人で入って寝ているところを発見された。2人が一体何をして

いたかは誰も知らない。 

●第３位『奇跡の同期旅行』 

2 年次の 12 月、稀代のポンコツ揃いで「奇跡の代」と呼ばれた我々男子同期 5

人全員参加のスノボ旅行が決行された。まさか全員で行けるとは思わず嬉しか

ったのを覚えている。余談だが千葉は２日目にレンタルのボードを山頂で紛失

し、徒歩で下山。 

●第２位『坊主５兄弟爆誕』 

１年次のリーグ最終戦にて、仕事の出来の悪さに耐えかねた４年生から、神話上

のものと思っていた「坊主」の罰が課され、急に庭球部に野球部員が 5人も誕生

することとなった。さすが奇跡の代。みんな似合ってたからもう一回やろうよ。 

●第１位『引退試合での悲劇(喜劇？)』 

先日の引退試合となった個人戦ダブルスでのこと。私は同期の陽明とペアを組

んだ。存分に楽しんで終わろうと意気込み会場に向かう途中、彼から「やった」

との連絡が。なんと信じ難いことに、寝坊したのである。私は仕方なく会場に行

き、受付にペア不在で不戦敗だということだけを告げて帰宅。試合時間０分、最

速終了記録更新か。これにより、坊主になりながらも汗水垂らして続けた４年間

の部活の集大成が不戦敗で終わったが、悲しさに面白さが圧勝するため個人的
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には最高の終わり方である。 

 

 

４４年年間間  

    地域創成科学科  杉 畠 志 治 

（東京 私立和光高等学校） 

 おはこんばんにちは、東京農業大学地域環境科学部地域創成科学科農友会硬

式庭球部 4年杉畠志治です。 

今年も躍進を書く季節がやってまいりました。なんと今年で最後の躍進とな

りました。一年というのはあっという間ですね。皆さんはどのようなことを書い

ているのでしょうか。去年の躍進を拝見しましたが色々なことが書いてあり、そ

れを読むだけで有意義な時間を過ごすことができました。今から皆さんの躍進

が楽しみで仕方ありません。そして私は、書くことが多すぎるあまり何を書けば

いいのか迷っております。私にとってこの一年間は様々な出来事があり「とても

濃い一年だった」といえるでしょう。 

さてさて、本題に入りましょう。 

皆様も気になっていると思います。私の欲しいものリストのご紹介です。最近、

「大乱闘スマッシュブラザーズ Special」や「マリオカート 8デラックス」など

をやりたなあああと思うことがよくあるため「Nintendo Switch」が欲しいです。 

他には、「PS5」ですね。PS4と何が違うのかと疑問に思う方もいると思うので

軽く紹介していきたいと思います。皆さんは携帯のアプリなどをインストール

した際に「まだ、インストール終わらないの？？？」「早くこのアプリ使いた

い！！！」とイライラした経験があるかと思います。そこで、PS5 ではゲームを

ダウンロードする時間が大幅に短縮されました。つまり、ゲームをプレイする際

のストレスが一つ減ると言っても良いでしょう。 

  次に、PS5 は立体的に音が聞こえる 3D オーディオに対応しているという点で

す。私が日々プレイしている「Apex Legends」や「Rainbow Six Siege」、「Minecraft」

というゲームでは敵が存在します。「どの方角から敵の足が走って来ているの

か」、「この足音は隣の部屋からする」など、音を聞いて敵の位置を予測しながら

戦わないといけないのです。つまり音の聞こえやすさというのはこれらのゲー

ムをプレイする際に必須になります。しかし、この機能を利用する際には 3Dオ

ーディオに対応したヘッドホンも購入しないといけません。なので、ヘッドホン

も欲しいです。 

あまり長くなるのもよろしくないので最後にしましょう。三つ目は、これまで

PS4 では fps の値は 60 が限界だったところ PS5 では 4K の 120fps に対応してい

ます。わからない方もいるので説明しましょう。まず、ゲームをする際にはゲー
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ム機本体とそれを写すディスプレイ（モニター）が必要になります。そして、

「fps」と「Hz」の関係がとても重要になってきます。どちらも 1秒間に表示さ

れる画像の枚数のことですが、「fps」はゲーム機本体からディスプレイへ、「Hz」

はディスプレイから人の目に入るという点が違います。具体的に説明すると

「fps(フレートレーム)」とは 1秒間にどれだけ画面が書き変わるかということ

です。例えば、60 fpsであれば 1秒間に 60回書き換わります。パラパラ漫画を

想像してください。漫画の枚数が多ければ多いほど動きを細かく見ることがで

き滑らかでタイムラグが減るということです。「Hz(リフレッシュレート)」とは、

1 秒間にどれくらい映像の切り替わりを処理できるかという数値です。なので、

ゲーム機本体が 120fps に対応しているからといってディスプレイの方が Hz の

方が足りていないと低い方の数値に合わさってしまい恩恵が得られないためデ

ィスプレイも変える必要があります。モニターも欲しいです。これらのモノを最

近欲しいと思っているので皆様からのプレゼント心よりお待ちしております。 

 つい先月まで大会があり引退した実感があまりありませんが硬式庭球部を引

退することになりました。4年間、色々な方々に支えていただきました。本当に

ありがとうございました。農大テニス部の部員であった事を誇りに思い、今後の

人生、精進していきたいと思います。 

 

 

躍躍進進  

分子微生物学科  高 橋 陽 明 

  （東京 都立富士高等学校） 

こんにちは。 

エントリーシートで失礼します。 

第 117期男子主将の高橋陽明です。 

 

＜あなたがテニス部で得られた物を教えてください＞（700字） 

私は農大庭球部に所属した四年間で、沢山の人々と出会い数え切れないほど

の思い出を作ることが出来ました。何の気なしに入部した一年の春、それから

練習の度に喉がかれるほど声出しをする毎日が続き迎えたリーグ戦では髪の毛

を失いました。あの時の 1000円カット帰りの寒さは今も忘れられません。男 5

人で入ったローション風呂や引退試合デフォなど不思議な事や奇妙な事がたく

さんありましたがあっと言う間に時間は過ぎて行き、気づけば最上級生・主将

としての最後の一年も終わってしまいました。その一方で辛いことを乗り越え

る中で同期、先輩、後輩とも色々な思い出が増えていきました。一年生の頃の

私を本気で辞めさせようとしていた本◯凌太先輩（今ではよく飲みに誘ってく
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れるので多分ツンデレ）、深夜のコンビニで２万円以上奢ってくれた眼球の大

き過ぎる青森出身の先輩をはじめとする先輩方には大変お世話になりました。

また、テニスより歌の方が上手い IKK◯君や街中でもメチャメチャでかい声で

話すクチャラーの千葉君などクセの強い同期たち、そして一つ下のいつも何を

言っているのかよく分からない大和田君、フォアハンドが下手すぎてボールを

バックネットに打ち込み続けている片野君など後輩達とも色々なことが沢山あ

りました。農大庭球部で過ごし、得られた物を振り返ると楽しいことばかりで

は無かったけれどとても充実した四年間だったと感じています。これから私は

学生として部活動に参加することはできなくなりますが部活動を通して出会え

た人々との繋がりを大切にし、社会人となってからも沢山の思い出を作ってい

きたいと思っています。 

 

 

ももううすすぐぐ終終わわるる人人生生のの夏夏休休みみ  

分子微生物学科  千 葉 匠 

（東京 都立狛江高等学校） 

 私はこれまでの大学生活を振り返ってみて、とても充実した楽しい生活を送

ることができたと感じています。部活ではテニスの技術向上を目指し練習に取

り組み、学業、バイトと両立しながらの大学生活は忙しいことや大変なことが

多かったですが自分にとって、とても良い経験になったと感じています。この

間、行って頂けた卒部式で、大学４年間、部活動をやってきて良かったと感じ

ました。後輩たちはこれから大変なことがあるとは思いますがめげずに頑張っ

てください。 

 話は変わりますが、私は先輩から、「大学生活は自分の人生の夏休みだ。思

う存分やりたいことをやった方が良い」と言われたことが自分の中で、大学生

活を充実させることができたきっかけの一つだったと感じています。色々なこ

とに取り組むことで人脈も広がり、日々を楽しむことができたと思います。テ

ニス部に入部したことで良い先輩や同期、後輩に出会うことができました。学

科では部活に入っていることが 1年生の時、坊主になったことで知られ、話題

になり友達や知り合いが増え、アルバイトや教職課程の関係で仲良くなった人

もいて良い出会い、楽しい経験ができた大学生活（人生の夏休み）になったと

思います。後輩たちにはこれからもテニスに一生懸命に励んで欲しいです。し

かしせっかくの大学生活なので部活動をあくまで優先しながら、アルバイトや

さまざまなことに挑戦したり、たまには娯楽で遊んだり、大学生活の今しかで

きないことを沢山楽しんでください。 

 私は、大学生活が終わりに近づいてきたことを実感し、社会人になりたくな
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いな、まだ大学生でいたいなと感じます。そう思えたのは間違いなく、良い出

会いに恵まれたことが一番であり、１年生の頃、部活に入ると決断した自分の

選択が正しかったことが証明されたと思っています。最高の大学生活だと今、

自分自身思えることが誇らしく嬉しいです。後輩たちも４年生のこの時期に自

分の大学生活が楽しいものだったと思えるように先輩や同期、後輩との出会い

を大切にして、さまざまなことに取り組んで、悔いのない大学生活（人生の夏

休み）を送ってほしいと心から思います。 

 最後に一言。 

同期へ「４年間ありがとう。今後ともよろしく。」 

３年生へ「就活とか頑張って。失敗を引きずりすぎるな。ポジティブに。」 

２年生へ「後輩大事に。先輩から学んで。成長意欲を持って頑張って。」 

１年生へ「仕事頑張って。大変だけどめげずにファイト。」 

 

 

集集大大成成  

                    食品安全健康学科  平 山 雄 

               （東京都 私立立正大学付属立正高等学校） 

 今年度も躍進を書かせていただきます。よろしくお願い致します。 

今年は大学、そして部内において４年生という立場になり大学生と社会人の

間のような年だった。今年の前半戦は就活との戦いであり、数多くの企業に面接

を受けに出向いた。落ちるという事が当たり前の世界だったため就活当初はか

なり大変だったが、自己分析というこの時期しか出来ない経験をすることがで

き、とても有意義な経験だったと今なら思える。 

そんなことよりも今年は部活動では技術という面では正直躍進することは出

来なかった。そしてリーグも中止となってしまった。しかし、コロナ禍にもかか

わらず新入生は例年にないほど入部してくれた。そして４年生は就活や研究室

が忙しいこともありあまり参加することは出来なかったが合間をみて部活動に

参加すると３年生がしっかり部活を動かしているのを見ることができ４年生と

してはとても安心することができた。ここにきて４年間を振り返ると様々思い

出がよみがえる。まず千葉ちゃんの伝説の「やったっつってんだろ」事件がよみ

がえる。そして千葉の一発芸「キエーイックウ」、最後に千葉にボーリングで負

け、「ラーメン英」の少し高いやつを奢らされたことが最近のトレンドである。

このように楽しい同期に囲まれて過ごすことの出来た４年間だった。これから

社会人になるが、社会人になっても頼もしい同期と集まりたいと思う。あと後輩

にも社会人の貫禄を見せるために美味しいご飯を奢りたい思う。 
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最最後後のの年年  

分子微生物学科  齊 藤 真 歩 

 （東京 私立和洋九段女子高等学校） 

いよいよ最後の躍進を書く時期となりました。今思うと、この 3 年半はあっ

という間でした。私は約 3年半前、1年生の 4月に入部しました。当時は、中高

と部活でやっていたテニスを続けたいと思っていて、せっかくならあと 4 年間

部活動で頑張りたいと軽い気持ちで入部しました。しかし、実際入部すると毎日

が部活動中心の生活となり、辛いことの方が多く、何度もやめたくなりました。

それは、1年生の時だけではなく、4年生になってもやめたいと数えきれない程

思いました。笑しかし、振り返ってみると今は卒部まで続けて良かったと心から

思います。思い出の中ではいつも誰かに助けられていて、幸せだったなと思いま

す。笑最後だから言います。時にはとは言いません。9割ぐらい厳しかった先輩。

怖かったです。笑でも、肝心な時は話を聞いてくれて、アドバイスをくれて、大

学生になって、こんなにも真剣に向き合ってくれる人は宝だと気づきました。途

中で見捨てず、引退の日まで先輩全員に 1 度は助けられました、向き合い続け

てくれてありがとうございました。後輩。後輩からどんな風に見られていたかは

今でも分かりませんが、私が居て良かったと 1 ミリでも思ってくれていたら私

としては 100点です。笑みんな個性豊かで、まとめるのは大変だったけど、みん

なとリーグに向かって走った日々はリーグ戦が無くなっても後悔は無く、とて

もかけがえのない日々でした。みんな、本当にありがとう。辛いときは、引退し

た先輩を頼っても良いんだよ。成長をこれからも楽しみにしています！OB 会の

方々、部長先生、監督、特に最後の 2年のコロナ期間は私たちのために動いてく

ださりありがとうございました。皆さんのおかげでリーグ戦が無くなっても頑

張って良かったと思い引退することができました。最後に同期、最後の最後まで

私たちの学年らしさ全開でしたが、みんなが同期で本当に良かった！ありがと

う！坂田、今までいっぱいぶつかったけど、坂田が同期でよかった。普段は本当

に頼りなくて抜けているところいっぱいで、いっぱい笑わせてくれてありがと

う。笑でも、真剣にぶつかりあったから、一生の同期になりました。私にとって

一番のライバルで戦友です！坂田が居てよかった。ありがとう！ 

思い出も言いたいことも多すぎて全ては語れないので今年はみんなへの感謝

を詰めた躍進にしました。農大テニス部での生活はこれからの私の人生で間違

いなく宝物で、心の支えです。ありがとうございました！ 
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躍躍進進  

造園科学科  坂 田 瑠 美 

(千葉 私立西武大千葉高等学校) 

2021年 11月 28 日 24時。これは躍進の提出期限。そして今、躍進を書いて

いる時刻は当日の 22時 30分。頑張って書いて早く清瀨に提出しようと思いま

す。19時に真歩から「ギリギリで躍進終了」と LINEが来ました。（え、全然ギ

リギリじゃないやん･･･）お楽しみに！と言っていたので、読んだら速攻連絡

しようと思います。 

毎年この時期に書いていた躍進が今年で最後だと思うと少し寂しいような気

もします。4年間を振り返ってみると本当にたくさんのことがありました。 

仕事のことばかり考え、部活をスムーズにまわすことだけを考えていた 1年

生の頃が懐かしく感じます。練習中、先輩に注意されたことなどを忘れないよ

うにと手や腕にマッキーペンで書きまくっていたこと、自主練の時に的を置く

練習をしていたこともあります。今考えると恥ずかしいですが当時は必死でし

た。 

なんていうこともありましたがここまで部活をやりきることができ本当に良

かったです。 

リーグ戦がなくなり、個人戦でも成績を残せずぬるっと引退してしまった私

ですが、リーグ戦に向けてチーム一丸となり突っ走り、楽しく真剣に練習がで

きたことが何より宝となりました。 

強くてかっこいい先輩方の背中を見て、追いかけてここまでやってきまし

た。そんな先輩方のように私も後輩たちに何か残せていたらいいなと思いま

す。 

強くて頼もしい先輩方、面白くて一緒にいて楽しい後輩たち、穏やかで優し

いけれど良い意味でクセのある同期たちと出会えて良かったです。 

そして何より真歩の存在はいつだって大きかったです。一緒に泣いて、笑っ

て、時には揉めたりケンカしたりすることもあったけれど(勝ったことはな

い)、真歩が同期で良かった！と心から思っています。ありがとう。 

ここまで書いてきて自分のテニスのプレーについて何も書いてないし、なん

だか内容も少し薄っぺらいかのように感じるかも知れませんが、本当に濃く

て、たくさんの良い経験ができた 4年間を送ることができました。 

今まで本当にありがとうございました。 
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ＯＢ特別寄稿  

 

現現代代テテニニススはは身身体体作作りりかからら始始ままるる  

昭和 62年 林学科卒  石 原 学 

昭和 62年林学科卒業の石原と申します。 

私は農大を卒業後、児童福祉施設で働いた後、25歳から指圧マッサージの専

門学校に通いながらオステオパシーというアメリカ生まれの整体を並行して学

び始め、現在は東京・代々木でオステオパシー整体院を開業しております。 

 

さて、タイトルのように、現代テニスは身体作りから始まります。 

プロテニス選手になると、テニス自体の練習以外に、心身のコンディショニ

ング向上のためのセラピーを受ける事が非常に重要だと考えられています。 

そしてそのために、数多くの専門家がツアーに帯同しています。 

 

例えば、 

・スポーツ栄養学 

・フィジカルセラピー（Physical therapy、理学療法士） 

・マッサージやオステオパシー など身体面の調整 

・心理療法 

などがチームとして選手の成功を陰で支えています。 

 

また、常時ツアーに同行していなくても選手が重要視しているセラピーとし

て、オプトメトリ（ビジョントレーニング）なども挙げられます。 

 

上記のセラピーの中でも、栄養学は非常に重要視されています。 

史上最強とも目されるジョコビッチ選手は小麦粉アレルギーのために試合中

に頭痛が起き始め、大事な試合で試合に負けてしまう事があったのですが、栄

養学の専門家の指導により食生活を改善し、結果として今の大活躍につながっ

ています。 

今はほぼ完全なヴィーガン食（肉や魚、卵や乳製品、ハチミツを含む動物性

の食品を一切口にせず、植物性の食品のみの食事）のみだと聞いています。 

注）「ヴィーガンが最高に良い」と言いたいのではありません。人によって効果は違います。

ヴィーガン食では必須ミネラルなどが足りなくなるとも言われていますし、心身面への影響は

長期的に見ないと分からないと思います。 
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大学生の皆さんは、まずはジャンクフードや清涼飲料水などをできるだけ取

らず、バランスよく栄養を取ることを心がけるところから始めてください。 

 

さて、オステオパシーの専門家として続きを書いていきます。 

身体は頭から爪先まで全てが緊密に繋がりあっています。 

例えば右肩の痛みが肝臓の不調によるものであったり、腰痛の原因がカカト

の骨にあったりする事もあります。肘や肩の痛みの原因が手首の小さな骨に起

因する場合もあります。内臓の調子が悪くては、身体はうまく動きません。女

性は生理痛が強ければ試合どころか立つことさえできない事だってあります。 

 

現代のスポーツ選手は、身体の三大要素である「筋骨格系」「脳神経系」

「内臓系」を整える必要があります。そして、それら三大要素はお互いに緊密

に連携をとりあっていて、運動選手はそのどれもが良い状態になければいけま

せん。身体全体を包括的に整える必要があります。現代は、有酸素運動や筋ト

レと練習だけをしていけばテニスが強くなれるというわけではないのです。 

 

テニスにおいては、特に脳と眼と身体各部位の協調によって成り立っている

という事が言えると思います。（勿論、耳からくる聴覚刺激、平衡バランスな

どの感覚も重要です）。眼で相手の動きやスイングの軌道を見、ボールの回転

や速さなどを瞬時に判断し、適切な距離まで走りながらラケットをセットし、

ショットを放ちますが、それをできるのは目と脳と身体が緊密に連携しあって

いるからです。そのバランスが良いほど、うまくボールを打てる訳です。 

一方、現代人はスマホやタブレット、テレビゲームなどの影響で、眼や姿勢

も悪くなっている人も多くなってきています。これは要注意です。 

 

では、視力の向上のために、簡単な眼の体操をご紹介したいと思います。 

眼には上下左右、斜めに眼を動かす筋肉がついています。それらの筋肉が硬

くなっていると、眼を柔軟に動かせませんから、ストレッチングで柔軟にする

必要があります。 

 

【眼筋のストレッチング】 

・頭は動かさず、横目で右を見て 15秒その状態を維持します。この時、左右

の目についている右を向く筋肉が働き、左側を向く筋肉はストレッチされてい

ます。 

・15秒経ったら眼を元に戻し正面を向いて 10秒休みます。 
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・次に同じように、頭は動かさず、横目で左を見て 15秒間その状態を維持。

この時、上記の反対の事が起こっています。つまり眼を左に動かす筋肉は緊張

し、その逆の筋肉は弛緩しています。 

・15秒経ったら眼を元に戻し正面を向いて 10秒休みます。 

・上記と同じようなやり方で、眼だけで上を向いて 15秒、戻して 10秒、次に

目だけで下を向いて 15秒、とやっていきます。 

 

これだけでも、眼の動きが軽くなるはずです。少し目が見えやすくなる人も

いるはずです。実は眼は脳の一部だとする考えもあります。眼球が動く時、目

の後側にある視神経も上下左右に動き、脳もごくわずかに動かされています。

これが脳を刺激し、脳脊髄液の流れを促進させ、脳をリフレッシュする事につ

ながります。脳のリフレッシュは皆さんの身体の動きを良くし、テニスが上達

する手助けになるはずです。簡単な運動なので、是非やってみてください！！ 

 

最後に補足説明として、オステオパシーについて説明させてください。 

オステオパシーは約 150年前の 1874年にアメリカ人医師 A.T.Still によっ

て「手で行う医学」を目指して作られたものです。日本では整体のようなイメ

ージを想像してもらえば良いと思います。オステオパシーは主要先進国ではか

なり知られている存在で、海外では各競技種目のアスリートたちがオステオパ

シーを受けてコンディションを整えている事は一般的になってきています。 

特にフランスではスポーツとオステオパシーの関係は深くなっています。テ

ニス雑誌「スマッシュ」の中で、フランスデビスカップチームのメンバーがト

レーナーとしてオステオパシー セラピスト（オステオパスと呼ばれていま

す）を招き、活躍していることがフローラン・ダバディ氏（WOWOW のテニス大

会の司会者、元サッカー日本代表トルシエジャパン時代の通訳者）により紹介

されました。ご興味がある方は、ネットでググってみてください。 

皆様に私の知識をお伝えする貴重な機会を与えていただき、ありがとうござ

いました。 

 

 

社社会会人人ににななっってて  

令和 2年 国際バイオビジネス学科卒  林 和 

 第 115期硬式庭球部卒部生で主将を務めました林和です。 

大学卒業後は IT 企業に就職し、システムエンジニアとして働いており、現

在社会人 2年目です。業務内容は主に金融関連のお客様のシステムのコンサル

ティング、システム設計、開発、運用保守です。簡単に言うと銀行や資産運用
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会社等の金融機関の社内システムを作る仕事です。学生時代ずっとテニス漬け

だった日々とは一転してひたすらパソコン（プログラミング）と向き合う毎日

です。この躍進を執筆するにあたり、農大テニス部で学んだことの中で、どん

なことが社会で役立つか社会人 2年目ながら考えてみました。 

① 人間関係 

② 継続する力 

③ 周りを見る力、気配り 

一番は①だと思います。人間関係とは部員同士だけでなく、監督や先生、保

護者の方、他校の選手等様々です。農大の行事である OB会では目上の方に

失礼の無い振る舞いの仕方、挨拶回り、礼儀等を先輩から学ぶことでしょ

う。また、仲間とのぶつかり合い、目標に向かって切磋琢磨することもいい

経験でした。 

二つ目は②です。農大テニス部のルールのもとでテニスというスポーツを 4

年間続けられたことは自信を持って誇れることだと思います。試合のために

大量の荷物を持って始発で会場に向かったり、走り回って準備したり、後輩

を指導したり、ここに挙げきれないくらい大変なことはたくさんありまし

た。（「桜の花びらは一枚も落ちてはいけない」はまだ存在しているのでしょ

うか。。。） 

最後の③は学年を経ていく過程で身に付けられたと思います。下級生は下級

生としての仕事を全うすること、上級生はチーム全体を見てチームがどうあ

るべきかを考えて行動すること。学年によって見える景色が違って、どの学

年でも楽な時期は無くその時その時、問題に直面して奮闘していた記憶があ

ります。 

 

 社会人になって、会社の同期や上司と接する中で部活、テニスで学んできた

ことがたくさん活かされていると実感しています。上記で挙げた 3つはもちろ

んのこと、メンタルは相当鍛えられたなと思います。 

去年以降の卒業生、また、現役の皆さんは、コロナの影響でリーグ戦や個人

戦が中止になったり、思うように活動ができない日々だとは思いますが、その

中でも何か少しでも目標を見つけて今しかできないことを頑張ってください。 

  

  

ややっっぱぱりりカカッッココイイイイ  

令和 3年 造園科学科卒  山 下 大 貴 

 学生時代、気付くと二十歳になっていて、気付いたら卒業してしまって、時

の流れの早さを感じる日々でしたが、社会人になり、もう一年が経過してしま
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うと思うと、学生時代とは比較にならないほどの早さのように感じます。 

 僕は現在、一般財団法人公園財団の職員として、宮城県にある国営みちのく

杜の湖畔公園で植物管理の仕事をしております。宮城県仙台市という新たな地

で、東北の自然・文化・食に触れ、社会人としての人生を満喫しております。 

 さて、僕の話はさておき、こうして後輩たちへ OBという一歩部活から離れ

た立場で、思いを残す機会を頂けたので、立場などあまり意識せず、素直な思

いを書けたらなと思います。 

  

大学でそれも部活でテニスをしたいというのは、大半の大学生から見れば、

変わり者だと思います。しかも、早稲田や慶応のような強豪でもなく、農大の

テニス部となると、相当の変わり者だと思います。一度入ってもやめるという

選択肢がある中で１年～４年と過ごしてきた人たちにとって、農大テニス部が

何らかの魅力がある場所である、ということは間違いないと思います。 

 僕もその変わり者の一人として、農大テニス部に一体どんな魅力を感じてい

たのか、どういったところがカッコイイと思っていたかを受け継がれてきた伝

統、コロナで変化せざる負えないものにスポットを当てて思いを書きたいと思

います。 

 

 僕が思う農大テニス部の魅力は、「伝統の中で統率された自由」だと思いま

す。大学４年の時の躍進でも書きましたが、リーグ戦で勝つという統一された

目標のもと、そこまでの過程は自由で雑で適当。自由勝手な応援の中、相手校

より機敏に動くボーラーたちなど、やるときはビッシッっとやる。適当なとこ

ろはどこまでも適当。そこが農大テニス部の最大の魅力であり、先輩たちから

代々繋がれた伝統だと考えていました。（僕自身４年生の時はそういう部活に

したいなと考えていました。） 

 しかし、時代の変化に伴い、２年連続のリーグ戦中止という中で、農大とし

ての絶対の目標が失われ、なにに向かって進んでいるのか分からず、テニス部

を支える軸がなくなってしまったのではないかと思います。これまで、２～４

年生で１年生に伝えるという形から、４年生が１～３年生に伝えるという形に

なり、伝統のバトンを繋いでいくのは非常に難しいと思います。 

 コロナの影響で変化をせざる負えない状況の中で過去の不要な物を精査する

いい機会だと思います。それは、リーグ戦を経験し今の状況に直面している１

１８期しかいなのではないかと思います。 
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ＯＢ会だより 

◎活動報告（令和３年度） 

新型コロナウィルスによる影響のため集会等ができず、またリーグ戦も中止

となり春・秋の OB 会、リーグ戦結果報告会は昨年度に続き中止としました。 

 

◎今年度ＯＢ会・現役強化金へ下記の方々からご寄付をいただきました。 

（令和４年１月３１日現在） 

 小野 昭（Ｓ２５）  廣瀬 清純（Ｓ３２）  水澤 辰夫（Ｓ３４） 

宇野 晃（Ｓ４０）  河端 謙治（Ｓ４０）  荒井 規夫（Ｓ４３） 

大瀧 晴夫（Ｓ４３） 鶴丸 克郎（Ｓ４３）  大島 肇（Ｓ４５） 

小林 正章（Ｓ４５） 渡辺 利行（Ｓ４８）  阿武 髙志（Ｓ４９） 

杉本 龍彦（Ｓ４９） 都地 謙二（Ｓ４９）  野田 義真（Ｓ４９） 

原  宏之（Ｓ４９） 松本  透（Ｓ４９）  土生津 紀美（Ｓ５４） 

相磯 秀昭（Ｓ５７） 奥田 秀助（Ｓ５９）  今泉 俊之（Ｓ６１） 

栗原 信利（Ｈ５）  布澤  武（Ｈ８）   大村 綾香（Ｈ９） 

大村 知彰（Ｈ９）  栢原 敦子（Ｈ９）   大野  豊（Ｈ１６） 

松隈 苗加（H２１）  松尾 圭都（R２）     山下 大貴（R３） 

       （敬称略） 

現役部員の強化はもとより、東京農業大学庭球部の向上、発展のため大切に運

用致します。 

今後ともＯＢ会活動にご支援・ご協力をいただけましたら幸いに存じます。あ

りがとうございました。 

 

◎新入会員（第１１６期）の紹介 

青木 楓馬さん （食料環境経済学科） 

篠崎 慎さん （国際食農科学科） 

本間 凌太さん （国際バイオビジネス学科） 

山下 大貴さん （造園科学科） 
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部活動報告 

令令和和三三年年度度関関東東大大学学テテニニススリリーーググはは新新型型ココロロナナウウィィルルススにによよるる影影響響ののたためめ中中止止  

 

 

男男子子  

令令和和二二年年度度  関関東東学学生生テテニニスス選選手手権権大大会会（（冬冬のの夏夏関関））  

延期するも新型コロナウィルスによる影響のため中止 

 

 

令令和和三三年年度度  関関東東学学生生テテニニスストトーーナナメメンントト大大会会（（春春関関））  

男子単 一次決勝 

 高橋（４－６）木本（千葉商科大学）〇 

 石原（５－７）吉田（東京国際大学）〇 

男子単 二次準決勝 

 杉畠（１－４ ４－５）坂井（明治大学）〇 

  

男子複 一次決勝 

〇杉畠・石原（７－６（５））林・二見（慶應義塾大学） 

男子複 二次準決勝 

 杉畠・石原（４－５（２） ２－４）池間・加藤（日本大学）〇 

  

  

令令和和三三年年度度  関関東東学学生生テテニニスス選選手手権権大大会会（（夏夏関関））  

男子単 一次決勝 

〇杉畠（６－１）永山（東京理科大学） 

 高橋（２－６）斎藤（上智大学）〇 

石原（３－６）原（駒沢大学）〇 

男子単 二次準決勝 

〇杉畠（４－０ ０－４ １０－８）坂井（明治大学） 

男子単 二次決勝 

 杉畠（０－４ ５－４（４） ７－１０）三井（上武大学）〇 

  

男子複 一次決勝 

〇杉畠・石原（６－４）三浦・鈴木（東京国際大学） 
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男子複 二次準決勝 

〇杉畠・石原（４－０ ４－０）福田・横山（独協大学） 

男子複 二次決勝 

〇杉畠・石原（４－２ ５－４（４））出井・青木（日本体育大学） 

  

男男子子複複  本本戦戦１１回回戦戦  

杉杉畠畠・・石石原原（（００－－６６  ３３－－６６））増増田田・・池池田田（（早早稲稲田田大大学学））〇〇  

                                  →→本本大大会会ベベスストト４４  

  

 

 

女女子子  

令令和和二二年年度度  関関東東学学生生テテニニスス選選手手権権大大会会（（冬冬のの夏夏関関））  

延期するも新型コロナウィルスによる影響のため中止 

 

 

令令和和三三年年度度  関関東東学学生生テテニニスストトーーナナメメンントト大大会会（（春春関関））  

  部員の発熱により全ダブルス、シングルス（8名中 6名）出場辞退 

女子単 一次決勝 

 斎藤（１－６）柴田（東京国際大学）〇 

〇千歳（７－６（３））竹内（日本体育大学） 

女子単 二次準決勝 

 千歳（２－４ ３－５）川向（日本大学）〇 

  

  

令令和和三三年年度度  関関東東学学生生テテニニスス選選手手権権大大会会（（夏夏関関））  

女子単 一次決勝 

斎藤（０－６）中島（明海大学）〇 

坂田（４－６）大石（横浜国立大学）〇 

永田（０－６）平林（法政大学）〇 

〇益子（６－１）城楽（首都大学東京） 

女子単 二次準決勝 

 益子（１－４ ４－５(４)）砂田（日本体育大学）〇 

 

女子複 一次決勝 

 坂田・田邉（０－６）清水（武蔵野大学）・前川（東京大学）〇 

41



42 
 

さらば先輩 

金子 一光（地域創成科学科） 

歌の天才 IKKO。農大学歌で紅白歌合戦に立候補中、未だ出場できず。 

「動くファッションショー」との呼び声も高い。 

 

杉畠 志治（地域創成科学科） 

テニスは大好き、部活は嫌い。遅刻欠勤王。曰く、厚い人情を持つ。 

農大テニス部、幻の逸材。 

 

高橋 陽明（分子微生物学科） 

テニス大好き。もう 1年在籍するか迷っている（単位も含め）。にゃー。 

 

千葉 匠 （分子微生物学科） 

農大テニス部のエヴァンゲリオン。刺激しすぎると「やったってっ言ってんだ

ろぉーっ」と襲ってくる 

 

平山 雄 （食品安全健康学科） 

筋肉で全てを語る漢。サーブの速さは光並み。 

一昨年の追いコンでは全グループから 1位指名。 

 

坂田 瑠美（造園科学科） 

話した男、みんなを虜に。農大のメデューサ。私に飲めないお酒は無い！ 

 

斎藤 真歩（分子微生物学科） 

見た目はモデル、中身は赤ちゃん。来世は虫と鳥と友達になりましょう。 
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令令和和元元年年度度関関東東大大学学テテニニススリリーーググ  

  
男男子子順順位位表表  

第第 11 部部  11 位位  早早稲稲田田大大学学  22 位位  慶慶応応義義塾塾大大学学  33 位位  法法政政大大学学  
44 位位  中中央央大大学学  55 位位  明明治治大大学学  66 位位  亜亜細細亜亜大大学学  

第第 22 部部  11 位位  駒駒沢沢大大学学    22 位位  青青山山学学院院大大学学  33 位位  東東海海大大学学  
44 位位  日日本本大大学学  55 位位  専専修修大大学学  ６６位位  筑筑波波大大学学  

第第 33 部部  11 位位  日日本本体体育育大大学学  22 位位  立立教教大大学学  33 位位  東東京京国国際際大大学学  
44 位位  上上武武大大学学  55 位位  東東洋洋学学園園大大学学  66 位位  東東京京農農業業大大学学  

第第 44 部部  11 位位  成成蹊蹊大大学学  22 位位  成成城城大大学学  33 位位  東東京京大大学学  
44 位位  国国士士舘舘大大学学  55 位位  獨獨協協大大学学  66 位位  東東京京理理科科大大学学  

第第 55 部部  11 位位  帝帝京京大大学学  22 位位  明明治治学学院院大大学学  33 位位  東東京京学学芸芸大大学学  
44 位位  横横浜浜国国立立大大学学  55 位位  関関東東学学院院大大学学  66 位位  千千葉葉大大学学  

第第 66 部部  11 位位  順順天天堂堂大大学学  22 位位  学学習習院院大大学学  33 位位  東東洋洋大大学学  
44 位位  千千葉葉商商科科大大学学  55 位位  横横浜浜市市立立大大学学  66 位位  東東京京工工業業大大学学  

第第 77 部部  ①① 玉玉川川大大学学  ②② 芝芝浦浦工工業業大大学学  ③③ 神神奈奈川川大大学学  
④④ 東東京京経経済済大大学学  ⑤⑤ 一一橋橋大大学学  ⑥⑥ 國國學學院院大大学学  
⑦⑦ 上上智智大大学学  ⑧⑧ 埼埼玉玉大大学学  ⑨⑨ 大大東東文文化化大大学学  

⑩⑩ 首首都都大大学学東東京京              ⑪⑪ 高高崎崎経経済済大大学学  ⑫⑫ 明明海海大大学学  
⑬⑬ 山山梨梨東東京京  ⑭⑭ 神神奈奈川川工工科科大大学学  ⑮⑮ 創創価価大大学学  
⑯⑯ 電電気気通通信信大大学学  城城西西国国際際大大学学  共共栄栄大大学学  
桜桜美美林林大大学学  文文教教大大学学  東東京京電電気気大大学学  
東東京京工工科科大大学学  白白鵬鵬大大学学  麗麗澤澤大大学学  

明明星星大大学学  武武蔵蔵野野大大学学  山山梨梨学学院院大大学学  
都都留留文文科科大大学学  東東京京農農工工大大学学  宇宇都都宮宮大大学学  
国国際際基基督督教教大大学学  流流通通経経済済大大学学  拓拓殖殖大大学学  
高高千千穂穂大大学学  武武蔵蔵野野大大学学  東東京京外外国国語語大大学学  
千千葉葉工工業業大大学学  茨茨城城大大学学  工工学学院院大大学学  
群群馬馬大大学学  武武蔵蔵大大学学  駿駿河河台台大大学学  
敬敬愛愛大大学学  東東京京都都市市大大学学    
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女女子子順順位位表表  
第第１１部部  11位位  筑筑波波大大学学  22位位  慶慶応応義義塾塾大大学学  33位位  早早稲稲田田大大学学  

44位位  明明治治大大学学  55位位  亜亜細細亜亜大大学学  66位位  山山梨梨学学院院大大学学  
第第２２部部  11位位  駒駒沢沢大大学学  22位位  専専修修大大学学  33位位  法法政政大大学学  

44位位  立立教教大大学学  55位位  東東京京国国際際大大学学  66位位  日日本本大大学学  
第第３３部部  11位位  日日本本体体育育大大学学  22位位  青青山山学学院院大大学学  33位位  東東洋洋学学園園大大学学  

44位位  東東海海大大学学  55位位  東東洋洋英英和和女女学学院院大大学学  66位位  東東京京女女子子体体育育大大学学  
第第４４部部  11位位  上上武武大大学学  22位位  東東洋洋大大学学  33位位  日日本本女女子子体体育育大大学学  

44位位  学学習習院院大大学学  55位位  聖聖心心女女子子大大学学  66位位  東東京京経経済済大大学学  
第第５５部部  ①① 順順天天堂堂大大学学  ②② 東東京京農農業業大大学学  ③③ 東東京京学学芸芸大大学学  
    ④④ 上上智智大大学学  ⑤⑤ 一一橋橋大大学学  ⑥⑥ 東東京京大大学学  
    ⑦⑦ 成成蹊蹊大大学学  ⑧⑧ 國國學學院院大大学学  ⑨⑨ 日日本本女女子子大大学学  
    ⑩⑩ 明明治治学学院院大大学学  ⑪⑪ 明明海海大大学学  ⑫⑫ 横横浜浜市市立立大大学学  
    ⑬⑬ 東東京京理理科科大大学学  ⑭⑭ 文文教教大大学学  ⑮⑮ 成成城城大大学学  
    ⑯⑯ 千千葉葉大大学学  高高崎崎経経済済大大学学  駿駿河河台台大大学学  
      鶴鶴見見大大学学  武武蔵蔵大大学学  玉玉川川大大学学  
  大大東東文文化化大大学学  明明星星大大学学  茨茨城城大大学学  
  創創価価大大学学  首首都都大大学学東東京京大大学学  国国際際基基督督教教大大学学  
  白白鴎鴎大大学学  神神奈奈川川大大学学  横横浜浜国国立立大大学学  
  埼埼玉玉大大学学  おお茶茶のの水水女女子子大大学学  山山梨梨大大学学  
  東東京京女女子子大大学学  敬敬愛愛大大学学  昭昭和和女女子子大大学学  
  国国士士舘舘大大学学  宇宇都都宮宮大大学学    
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編編  集集  後後  記記  

 

 今年も躍進を発行できる。ご協力くださったＯＢ諸兄、現役部員に深謝する。

新型コロナウィルスの存在はもはや一時的なアクシデントではなく、常態的環

境要素となりつつある。当初は「いつ終息するか」がテーマであったが、気が付

くと世の中の課題は、「with コロナでどのように生きるか」ということに移って

しまった。 

 人は目標を持つことで、自身に活力を与えることができる。今の環境で目標の

立て方は難しくなったかもしれない。裏を返せば、この混沌の中からもオリジナ

ルの目標を見つけ出せれば、勝者になり得る。コロナの有無に関わらず「どのよ

うに生きるか」も、目標さえ明確であれば答えは自ずと見えてくる。 

 コロナは最悪だと思っていたが、目を転じれば、ロシアがウクライナに攻撃を

仕掛けている。人同士の殺戮という一層の悲劇が同じ地球で起きている。この先、

きっと良いこともあるだろうが、もっと悲惨なこともあるだろう。庭球部で教わ

った、目標を持つための知恵を拠り所に生きていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

東京農業大学 

   庭球部ＯＢ会 

    常磐松テニス倶楽部 

   農 友 会 硬 式 庭 球 部 
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