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巻 頭 言

2017 年度の硬式庭球部の動向と今後 
 

農友会硬式庭球部部長 樫 村 修 生 
 

2017 年度の硬式庭球部員は，総勢 29 名うち男子 21 名女子 8 名でスタートし

ました。 
4 月から新入部員男子 4 名が加わりましたが、残念なことに女子の入部はあり

ませんでした。近年，高校までの部活で燃え尽きたテニス選手が多く、勧誘活

動も盛んに行いましたが、いずれの学生も、練習等の楽な同好会へと流れてい

ったのが現状です。今年度の男子チームは、昨年関東大学 3 部から 4 部に降格

し、是が非でも 3 部昇格との意気込みのもと、３・2 年生の若い力の台頭、1 年

間を戦い、秋のリーグ戦まで一戦ごとに実力をつけてきました。残念ながら，

秋のリーグ戦では 3 部昇格は果たせませんでしたが、最後まで粘り、2018 年度

につながる試合を展開してくれました。今年度は，部員一人一人の個性豊かな

性格がプレーにもはっきり現れるとともに、東京農業大学硬式庭球部自体の特

徴もしっかり現れ印象に残るチームでありました。 
女子チームは、昨年度関東リーグ念願の 3 部昇格を果たし、秋のリーグ戦で

は 3 部の実力の壁を痛感したシーズンであったと思います。しかし、リーグ戦

を消化するに従って、3 部での戦い方を身につける対応力があることを試合観戦

しながら肌で感じることができました。そして、立派に 3 部残留し、2018 年へ

の飛躍を思わせるシーズンとなりました。 
4 年生は春から就職活動と部活動の文武両道に専念し、8 名の部員全員が立派

な就職先に決定しました。東京農業大学の学生であり硬式庭球部の活動を 4 年

間全うしたことが立派な就職先決定につながったものと考えております。 
また、今年度から、長年ご指導・苦労を頂きました鶴丸監督に代わり、鈴木

健一新監督が就任され、さらに女子コーチとして川井収プロコーチが就任され、

お仕事と平行して 1年間熱心な練習および試合での詳細なご指導を賜りまして、

ありがとうございました。東京農業大学硬式庭球部のご指導に関しましては、

金銭的なバックアップ（指導費，交通費など）が不足しており、今後一番に改

善すべき点であると痛感しております。何分にも、大学の予算と学生の部費が

主体となり活動している状況であり、今後とも常磐松テニス倶楽部のご支援を

いただきながら、早急に検討して行きたいと存じます。 
今年度は、常磐松テニス倶楽部にとっても記念すべき 100 周年、大矢会長を

先頭に OB の皆様のご尽力により、10 月 15 日に式典が開催されました。硬式
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庭球部オリジナルホームページにも記載されていますが、｢OB 回・躍進・100
年のあゆみ史｣は、明治の創設期から現在に至るまでの歴史が克明に記載され、

その 1 年 1 年の歩みが手に取ってわかり、先輩部員の方々の想いが詰まったも

のであります。今年度は、その歴史的なくぎりの 100 年にあたり、現役部員も

その歴史の重さを改めて認識した 1 年になったことと思います。 
2018 年に向かい、現 4 年生も卒業し、新体制になり、部員一人一人には現実

味あるとともに、自分の将来性を感じる目標を持たせ、精神的にも肉体的にも

成長できる 1年になることを期待するとともに、その目標が達成できるように、

部長として具体的になにができるかを検討しサポートしていきたいと存じます。 
2018 年の部員の活躍にご期待をしていただき、少しでも多くの OB の方々が、

試合や練習にお顔を見せて頂けることを願っております。 
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農大庭球部 OB 会のさらなる 100 年に向けて 
 

ＯＢ会会長 大 矢 四 十 六 
 

平成 29 年 10 月 15 日、東京農業大学庭球部 OB 会の創設 100 周年を新部東

京農業大学副学長と外園東京農業大学校友会副会長にご臨席いただき、杉本前

部長、樫村部長および会員 40 数名と現役部員が祝いました。準備いただいた

OB 会創設 100 周年行事委員会の宇野委員長はじめ委員の皆様に厚く御礼申し

上げます。

創設100周年は学校や団体また庭球部のような運動部ではさほど珍しくない。

だが現役を離れた OB 会としては耳なれない。OB 会は現役を退いた仲間が構成

員、この仲間が途切れもなく延々と 100 年続いたのである。そして組織として

継続している。これまでの方々の努力のたまものであり賞賛に値する。

創設 100 周年を祝った我々としては、さらなる 100 年に向かっての橋渡しの

任務がある。

OB 会の存続のためには、母体である農大庭球部の存続が前提になる。現役援助

という OB 会の活動の大事な目的を失ってしまうからである。

部活には部員がいなければならない。大事な部活である試合は個人戦と団体

戦があり、取り分けリーグ戦が重要で農大で出場資格があるのは硬式庭球部し

かない。だが勝つ前に出場するための人数を確保しなければ参加できない。リ

ーグ戦は男子 6 名、女子 5 名が最低の人数である。今年度女子に 1 年生がいな

い。新入生としていったん入部したがやめてしまった。新年度に新 1 年生が入

ってこないと部員が 5 名しかおらず出場すら厳しいようである。他大学でも体

育会系の女子は少数で、リーグ戦に出れない大学もあると聞く。

農大庭球部の存続には女子ばかりでなく男子も部員の確保に注力しなければ

ならない。農大の入学者にテニス好きがいないわけではないが、部活を嫌って

同好会に流れてしまっている。この学生をどのようにして引き戻すか。鍵の一

つはリーグ戦に出るには硬式庭球部に籍をおいていなければならないところに

あろう。

新入生については、テニス好きの受験生を増やすこと。これへの対応は、部

員が時々出身の高校を訪ねて顔をつないでおいて受験を勧める。また、OB 会と

しての協力は今のところ教員、テニススクールのコーチなど、会員個々の対応

がほとんどである。組織的対応がされていないので、これを模索する必要があ

る。受験生勧誘の組織的対応は OB 会の組織化にもつながる。

では OB 会自体の存続への対応はどうか。活動を継続的に展開するための運

営の担い手、世話役がいないと続かない。世話役はまさにボランティア活動そ
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のものなので若い方は大変であろう。だから、生活が安定し時間的に余裕のあ

る人、自営、職場の転勤が少ない人などで、多くの場合ある程度の年齢に達し

ていないと意思があっても活動は難しい。従って、その時期まで継続して関心

を持ち続けて貰う事が大事である。それには庭球部が引きつける物を持ってい

てほしい。まず、OB が引きつけられるのは、つらいこと嬉しいことがあった農

大コートである。ここでテニスが出来る機会が多ければ多いほど思い出がよみ

がえるので、部が身近な存在になり関心も途切れない。さらに応援のしがいが

ある試合をすること。それは、自分が勝つよりも部が勝つために頑張るという

姿である。これは農大庭球部の伝統の一つであったと思う。

なお、個々の具体的な方策については現役と OB 会が協調して検討する必要

があろう。

樫村部長先生はじめ現役の皆様、会員の皆様、OB 会のさらなる 100 年に向か

って取り組んで行きましょう。ご協力をお願いいたします。 
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この 1 本 
 

監督 鈴 木 健 一 
 

OB・OG の皆様におかれましては、益々ご盛栄のことと申し上げます。

今年も躍進がお手元に届く季節を迎え、日頃から農大庭球部へ格別なご支援を

受け賜わり、厚く御礼申し上げます。 
農大庭球部も SP 制度廃止から、６年経ち、大学運動部の原点である、学生主

体の部活動を続けております。 
昨年のリーグ戦では、男子 4 部 4 位、女子 3 部 5 位の結果でした。男子は、

ダブルスの苦戦で上入替に望めなかったこと、女子は、3 部で戦った経験、自信

を忘れてはなりません。 
今年のリーグ戦では、個々のスタイルに磨きをかけ、勝敗を分けるこの 1 本

に拘り、勝ち切れるチームを目指してまいります。 
また、現役に対して、常々モチベーションの重要性を感じております。卒部

生並びに関係者の皆様、農大のコートで学生の試合をご覧になり、ご教授頂く

ことをコーチスタッフ一同お待ちしております。 
新体制後、女子部員は 5 名となり部員確保が課題となっています。お近くに、

農大に興味があり、テニス活動している高校生がおられましたら、是非ご紹介

ください。 
最後になりましたが、卒業する 4 年生、おめでとうございます。たまには、

農大コートへ応援に来てください。待ってます。  
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追悼 望月一宜さんを偲ぶ

昭

昭和 47 年 農芸化学科卒 田 村 孝 二

平成２９年６月９日、望月一宜さんが逝去されました。 
４日の夕方、くも膜下出血で倒れ、そのまま帰らぬ人となってしまった。享

年６７歳。人生８０年と言われる今の世の中では早すぎる死である。 
当日は庭球部ＯＢ会１００周年記念行事委員会が予定されており、本人も出

席するつもりでいたが、体調が悪く欠席の連絡をした後倒れられたと聞いてい

る。 
一昨年から持病の腰意外にもいろいろと病院通いが増えたと言っていたが、

まさか亡くなるとは・・・本当にビックリというかショックを受けた。 
昭和４７年卒の同期としては中川、藤沼夫人（旧姓佐藤）についで３人も仲

間を失ってしまった。本当に寂しい。 
望月とは高校時代からの付き合いで高校、大学では庭球部の主将を務め対抗

戦、リーグ戦での活躍や部の統率に貢献された。 
学生時代のあだ名は「アリんちょ」と言われるとおり、練習で陽に焼け顔は

いつでも真っ黒でコツコツと練習を重ねる姿からその名がついた。その努力が

あり学生時代はインカレ出場を果たした。まさに努力の人であった。 
私生活では２人の子供、孫にも恵まれ、3 年前に会社を退職したが、それまで

は長い間単身赴任をしてきたのでこれからは奥様と旅行をしたり、地域社会や

農大庭球部ＯＢ会にも積極的に関与して第二の人生をエンジョイしていきたい

と言っていたのに。何とも悔やまれる死である。 
葬儀には多くの高校、大学時代の友人、庭球部の先輩、同期、後輩たちが焼

香に訪れて奥様も「主人はいい人生だった」と言っておられたのがせめてもの

慰めであった。 
       合掌 
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三 年 生 

今年を振り返って 
国際バイオビジネス学科 向 井 諒 成 

（新潟 私立新潟明訓高等学校） 
昨年躍進を書いた頃から早くも一年が経過し、例年に比べて冷え込む冬の訪

れを感じながら今年も躍進を書いている。私は今回のリーグ戦でダブルスに出

たが勝利できず、チームに貢献することが出来なかった。当初三部復帰をチー

ムとしての目標に掲げていたのだが、三戦目以外すべて団体で負けてしまい、

四部四位となって昇格のチャンスどころか降格の危機にさらされてしまう結果

に終わってしまった。 
そして四年生の先輩方が引退され、私が百十四期主将を務めることとなった。

昨年と変わらず私達のチームとしての全体の目標である三部復帰を果たすため

にも、まず自分自身が変わらなければいけないと考える。今年は怪我をするこ

とが多く、十分に練習やトレーニングを行うことができずに悔しい思いをした

ので今シーズンはそのようなことがないようにトレーニングや練習を行ってい

く。主将という重い役割を担うようになって初めてチームとしての脆さや意識

改革の必要性など、今後変えていかなければならないことが見えてきた。 
昨シーズンの悔しい思いややり切れない思いを忘れずに最後の一年間を終え

て同じ思いをしないために日々の練習に励み、チームとして自分を含めた新幹

部を中心として部員一丸となって勝利に貪欲になり、三部復帰の目標を叶える

ために努力していきたいと考える。 
 
 
現役最後の一年 

生産環境工学科 木 村 龍 太 郎 
（神奈川 私立平塚学園高等学校） 

時の流れは歳を取れば取るほど早くなるというのは分かってはいましたが、

私の想像を遥かに超える加速度で時が進んでいるなと感じます。気がつけば私

たちの学年は幹部になっており、私は副将兼体連という役職をいただいていま

す。今まで私はたくさんの先輩方にテニスの技術以外にも行いや礼節等のご指

導をしていただきました。その経験を活かして、ますます硬式庭球部が強く、

協調性のある組織となるよう、貢献しなければならないという使命感が私の心

の中で生まれています。現役最後の躍進は、引退までの短い時間を悔いなく過

ごせるよう、あと一年でやりたいことを三つ上げていきたいと思います。 
一つ目は、後輩の手本となる態度をとることです。私は三年生で副将として
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の立場があります。決して驕ることなく、三原則を徹底していきたいです。 
二つ目は、引退する日まで日々テニスを上達していくことです。そのために

は頭を使わないといけないと考えています。先日、鶴丸前監督に 
「その球を打つ根拠を考える事、そして相手の球を予測するように」 
「ダブルスは戦略を考え、練習から実践すること。部全体でダブルスのレベル

をアップさせていくこと」 
等のアドバイスをいただきました。これらの事を頭の中におき、部に還元し、

部を引っ張っていきたいです。また、個人戦では新進、夏関において一次ファ

イナルに駒を進めることが、個人の最低限度の目標です。 
三つ目は部活で限ったことではないのですが、日々感謝の気持ちを忘れない

ことです。テニスができる環境を作ってくださる樫村部長、鈴木監督、OB の方々、

いつもアドバイスをくれたり、練習の相手をしてくれる同期、後輩への感謝を

忘れず、ポジティブな考えをすることで、良い結果がついてくることは間違い

ないと考えています。 
最後になりましたが、私はあと一年、副将兼体連として、もがきながらも最

大限の努力をしていきます。今後ともご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。

部員の皆も、三部昇格を目指して頑張っていきましょう。  

私の趣味 
国際バイオビジネス学科 金 納 拓 海 

（千葉 県立柏陵高等学校） 
私の最近の趣味は私の友人たちと渋谷や原宿を探索することです。そこでな

にをするわけではないのですが、歩きながら最近のことを語り合ったり、今の

不満や色恋事を話し合うことで、お互いのいいストレス解消法となっています。

また渋谷にはたくさんのトレンドがあります。トレンドとは日に日に移り行く

もので、今日トレンドだったものが明日またトレンドであるという保証はあり

ません。そういった意味で人が多いところに行くということは、小さい社会勉

強であり、この社会勉強を頻繁に行っている私はある意味勤勉ということにな

るのかもしれません。これにより、私の趣味＝勉強に繋がってくるのだと思い

ます。 
私が何を言いたいのかというと、物は言いようだということです。つまらな

い、意味のないことをしていても、それを理屈的に言うと良い響きになるので

す。言い方によっては小さいことも偉業になりえるし、逆もまた然りというこ

とになると思います。こういった能力を身につけていきたいと思います。 
最後になりましたが、今年のリーグは勝ち越しこそできましたが、チームの

8



 9 

勝利に貢献できたかというと正直満足いきませんでした。来年は自分としても

最後のリーグになりますので、悔いのないように日々精進していきますので、

ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いします。 
 
 
冬 

生産環境工学科 本 間 一 喜 
（神奈川 私立湘南工科大学附属高等学校） 

ある朝、六時にひらりと目が覚めて、心の中の睡魔と筋肉の神経系とが衝突

を繰り広げている。起きなくてはでもまだ寝ていたい、そのような葛藤が十分

続いた後、サナギが蝶へ羽化するかのように身体を起こす。いつものように朝

ごはんを食べ、自転車をこぎ、電車に乗り大学へ通学する何も変哲も無い日々

が始まる。だが、一つ違った事があった。今日から 12 月であった。民家の玄関

にはクリスマスリーフや昼間なのでまだ光ってないがイルミネーションの電球

が増殖してあり、コンビニではクリスマスを急がせるような広告が目立ちに目

立っている。クリスマスまでの部活動は対抗戦やら練習でこの様なイベントを

満喫させる出来事は到底起こらないのが部活生の宿命である。部員がクリスマ

スを意識していないのか、しているのか定かでは無いが大半は焦っているに違

いない。そんな事を思いながら次戦の対抗戦の話を繰り広げている光景は勝ち

に貪欲なチームを彷彿させる。この光景を見て私は心のどこかでホッとした。

その日、私は午前練習を終えて、植物の種子についての授業を受け、トレーニ

ングルームに行くのが日課であった。トレーニングルームは私にとっていわば

ディズニーランドだ。マスコットやチュロスはないが私を楽しませてくれるア

トラクションが何種類もある。それぞれの筋肉の部位を有効に鍛えられる事が

できるかどうかがアトラクションをする目的である。夏に向けて身体を鍛え、

目指すは芸能人の武井壮さんである。あの方は、全身に最高の質の筋肉があり、

身体に無駄がなく全身の力を最大限に発揮することができる。もし、本間一喜

が武井壮さん並の身体能力に達することができれば、鬼に金棒だろう。なので、

次の目標は武井壮で決まりだ。 
目標と言えば、去年に三つの目標を立てていた。それは三つあり、海外旅行、

腹筋のシックスパック化、あと一つは発表していない。詳しくは去年の躍進を

ご覧ください。去年の目標に対する結果は未だに成し遂げられていません。苑

で今年こそ成し遂げるために、海外には旅行ではなく外国への就職をも考えて

いこうと思う。日本を離れ、外から日本を見ることによって考え方の視野が広

がり、スキルアップが期待できる。だが、英語が全く話せないのが大きすぎる

壁であり、絶対に負けられない戦いがここにある。腹筋のシックスパック化に
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ついては省略させていただきます。 
以上のことから、近頃から気温が下がり、冷え込みが厳しくなってきている。

寒さ対策を怠ると病に繋がり、時間を無駄にしてしまう。なので、手袋、マフ

ラー、上着をしっかり準備し、寒さに負けないようにしましょう。どこかの国

では寒中水泳が風邪予防で行われていますがここは日本なので真似はしないよ

うにし、その代わりにカモミールティがお勧めだ。なので、みなさん、カモミ

ールティを飲みましょう。だが、ほどほどに。 
 
 
躍進 

国際バイオビジネス学科 山 添 友 寛 
（広島 私立崇徳高等学校） 

早いもので三度目の躍進を書く季節を迎えました。気が付いたら沢山お世話

になった一つ上の先輩が引退され最上級生になりました。より後輩にお手本に

なるような厳しくかつ優しい人間であることを心掛けながら過ごしています。 
今年のリーグ戦はダブルスで一勝も勝ち取ることが出来なかったのが悔いに

残っています。来年はダブルス全勝を目指し、みんなにシングルスを託します。

そのためにもまず部活動においての当たり前のレベルをあげてチーム全体で強

くなることを目指したいと思っています。あいさつや練習前のアップ、もちろ

ん練習中もですが当たり前のレベルが高いチームは強いです。それに加え自主

トレーニングもそうです。我が部活には、朝三暮四の人間が多くいます。持続

しなければ意味がありません。意識を高く持ち続けるのは大変ですがそのため

のチームメイトだと思っているのでみんなで頑張りたいと思います。 
最近料理を作ることが趣味になっています。一人暮らしは生きるためにご飯

を作って食べますが、僕は楽しむために作っています。料理というものはお腹

と同時に心を満たすものだと思っています。料理は心を育むもの、感動を与え

るものです。学生テニス最後の年は、感動を与えられる選手を目指したいと思

います。けど、一番欲しいものは勝利です。最後は悔いを残さず笑って引退し

ます。  
 
 
３年から始める筋トレ生活（上半身）

食糧環境経済学科 宮 嵜 友 行

（神奈川 私立法政大学第二高等学校） 
この部活に入って三年が経ちました。三年経ち今更になって僕は新たな目標

ができました。それは体を鍛えるという目標です。入部してからというものほ
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とんどトレーニングを行ってない僕の体は衰え高校の時より上がらない最悪の

コンディションでございます。さらに僕は生まれてこの方腹筋が割れるという

男の目標を一度も達成できていません。なぜ腹筋がわれないかというと、トレ

ーニングをしてないということもありますがデブだからです。

入部当初の体重は 軽く上回るというデブぶりでした。現在でも で

お腹は出ているためデブには変わりません。鏡で自分の姿を見た際にその醜悪

な腹をみてダイエット兼トレーニングをすることを決意しました。現在ではト

レーニングルームに行きそれなりにトレーニングを行っております。

僕は僕の中の最高の目標シックスパック、そしてそのシックスパックに見合

う胸筋をつけることを目標として努力する所存であります。そしてその目標を

達成することは今までゲームを愛し暇さえあればベッドにこもり永遠とゲーム

をプレイしていた廃人の如き自分を新たなるステージに連れて行ってくれると

信じています。あと部活には半年ほどしか入れませんがその半年間をフルでい

かし胸筋腹筋そしてその周り筋肉達を育てることに日々精進していきたいと思

います。

 
 
あるべき姿

国際バイオビジネス学科 大 川 雪 菜

（東京 私立大成高等学校）

躍進を書くのは今回で三度目となりました。「時間はすぐに過ぎていく」とよ

く耳にしますが、私は遅く感じます。なぜなら、内容の濃い日々を過ごせてい

るからであると思います。今後も何気ない時間を大切にしていきたいです。

今年度はたくさんの新しい舞台に立つことができました。団体では三部の中

の一チームとして戦い、個人では関東学生とインカレ予選に出場し、休む暇な

く次から次へと試合がやってくる状況でした。団体戦での記憶はとにかく、他

の三部校の気迫に圧倒されたというものです。勝ちに拘る姿勢と、心の余裕を

感じました。これはその場で真似できるものではなく、今までの積み重ねから

くるもので、その時点で甘かったと思いました。個人戦では、試合会場の雰囲

気に飲み込まれそうになるくらい、緊張感がありました。どのコートを見ても

普段目にする景色と違い、練習量と経験の違いを思い知らされました。団体戦

でも個人戦でも大きな刺激を受け、今までの自分がどれだけ緩くて中途半端だ

ったか分かりました。そして環境も大切だと思いました。ですが私はテニスが

楽しくて、好きだから続けています。勝敗に拘りすぎた結果好きなプレーが出

来なくなってしまったり、色々な思いが強まりすぎてテニスが嫌いになってし

まっては、勿体無いと思います。せっかくここまで続けてこられたのです。最
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後の一年は、長かったテニス人生を良い思い出として残すことができるように、

気持ちを楽しく持っていきたいです。もちろん、また岐阜へ行き今回よりも良

い成績を残し、先輩から受け継いだ三部を後輩へ繋ぎたいです。実現させるた

めには、険しい道をたくさん通ることになるでしょう。でも、最終的には「テ

ニスが楽しい」という初心に戻れるようにしたいです。

これからは、楽しいと思える自分のテニスを貫き、日々練習に励んでいきま

す。そしてチーム皆で成長し、最高の舞台で皆で輝き笑うことが私の目標です。

 
 
三度目の躍進 

国際バイオビジネス学科 甘 利 美 咲 
（埼玉 私立浦和学院高等学校） 

今年で躍進を書くのも三度目となりました。時が経つのはあっという間で、

ついこの前入学したばかりのように感じます。今年一年間を振り返って、まず

私自身なにも成長できなかったなと感じました。個人戦でも思うように結果が

伸びず、リーグ戦でも一度も出場することができませんでした。そしてテニス

を楽しむという原点を忘れていたように感じます。レフェリーとして三部校と

の戦いを見ている中で、技術面だけでなく精神力、団結力の強さを思い知りま

した。私にとってはこれからの試合がすべて最後になってきます。個人戦でも

自分の納得できるような試合をし楽しんで終われるように、日々の練習を頑張

っていきたいと思います。そしてリーグ戦では必ずメンバーとしてチームに貢

献し、二部昇格といった目標に向かって日々精進していきたいと思っています。 
また今年は就活が始まります。就活にしても自分のいきたい職場につけるよ

う、両立しながら四年間を終えたいと思います。そして最後はみんなが笑って

引退できるように、頑張ります。これからもご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い

致します。 
 
 
リーグ戦を振り返って 

国際バイオビジネス学科 川 田 真 夕 
（埼玉 私立浦和学院高等学校） 

私はこの東京農業大学硬式庭球部に入って約２年半になり、最上級生になり

ました。時間が経つのはあっという間だなと感じます。 
今年のリーグ戦は自分たちにとって初めての３部という舞台だったので、み

んな下との入れ替え戦にかからないように、また４部に戻らないようにと、こ

の１年間一生懸命練習してきました。しかし、思っていた以上に３部は４部と
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比べてレベルが高く、最終戦をむかえるまでは全敗という苦しい状況となって

しまいました。ですが、流れの良くない中でも、みんなの力が出し切れて６-１
で東海大学との最終戦に勝つことが出来たのはとても嬉しかったです。入れ替

え戦も無事に勝利してチームの目標であった３部残留も達成することができ、

先輩たちとの最後のリーグ戦を笑顔で終えることができて本当に良かったです。 
そして、リーグ戦を終えて自分自身について振り返るとたくさんの反省点が

あります。３部だからこそ去年のように簡単に勝つ事が出来ないというという

プレッシャーからなかなか自分のプレーが出来なかったり、去年の入れ替え戦

と同じように今年も入れ替え戦で足を吊ってしまったり、まだまだ鍛えていか

なければならないところがたくさんあるということを実感しました。テニス部

としての活動も残り１年をきり、就活などやることも増えてテニスをする時間

が減ってきてしまいますが、最後まで一生懸命悔いの残らないように頑張って

いこうと思います。 
 
 

二 年 生 

一年間を振り返って 
国際バイオビジネス学科 一 守 純 輝 

（埼玉 私立浦和学院高等学校） 
去年の躍進を書いてから一年が経ちました。時間の流れがとても早く感じま

す。十一月が終わろうとしていますが、まだ暖かいと思う日があります。これ

から寒くなっていくと思うので気を付けたいです。 
去年と違うことはいろいろありますが、一番は後輩が入ってきてくれたこと

です。推薦で五人入ろうとしたのですが、落ちてしまい部員が入らないのでは

ないかと思いました。しかし、一般で四人も一年生が入ってくれました。とて

もありがたかったです。もし入って来なければОＢ会の準備や、リーグの準備

などを二年連続でやらなければならないということになっていました。一年生

には本当に感謝です。また、一年生が入ってきてよかったことは休みの日にネ

ットなどを片付けずにすむことです。一人暮らしが自分しかいなかったためほ

とんど自分が片付けました。それからも解放されたので良かったです。 
夏合宿では初めて伊豆に行きました。宿はとても広く、コートもきれいでし

た。コートがとても近いと聞かされていてそんなに近いのかと思ったら隣がコ

ートで先輩の言っていることがようやくわかりました。合宿はあっという間に

終わりました。仕事は一年がやってくれるので練習終わった後はゆっくりして

いたら睡眠時間になることの繰り返しでいつの間にか終わっていました。 
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もう少し先ですがまた新しい新入部員が入ってきます。しかし今回は体験に

来た人がいません。農大テニス部に入るという声も聞かないので正直危ない気

がします。自分たちはまだいいのですが一年生にとっては嫌だと思います。自

分も入ってくれたら楽しいと思うので何とかして入れようと思います。新入生

が入れば自分も何かが変わって頑張れるかもしれません。来年に期待しようと

思います。 
 
 
振り返り 

国際バイオビジネス学科 大 里 黎 
（埼玉 私立浦和学院高等学校） 

今年一年を振り返って、まず一番変わった事は一年生が入ってきたことによ

って上級生となったことです。今までは一番下の学年で先輩の指示に従ってい

ればよかったのですが自分たちが仕事を教えることになり上手く教えられるか

不安もありましたが同期と一年生がとても優秀だった為、とても早い段階で仕

事を引き継ぐ事ができたので感謝したいです。ＯＢ会も初めて罰が出なかった

ので本当に良かったと思います。 
リーグ戦では、ダブルスで全ての試合に出させていただくことができました。

去年は審判としてしか参加していなかったので今回は試合に出ることができて

良かったと思います。しかし結果として一回しか勝つことが出来なかったこと、

シングルスに出られなかったので次のリーグ戦では単複出られるように練習を

していきたいと思います。そして、今回のリーグ戦で大活躍を果たしたのは期

待のエース本間凌太君でした。彼はシングルスにおいて国士館戦以外全ての試

合に勝利しました。それに対しお兄ちゃんである本間一喜さんはリーグ戦では

僕が唯一勝つことができた試合で引っ張ってもらい、とても練習熱心でかっこ

よく僕のあこがれの先輩だったのですが、代が変わり毎日ルームに行きトレー

ニングをしていているので以前よりかっこよさが増したと思います。僕は本間

さんを尊敬しているのでトレーニングルームに毎日通い、自主練もしていきた

いと思います。自分の課題は、試合で練習通りのテニスができなくなってしま

うので、普段の練習からいい球を打つだけではなく本番を想定したテニスをし

て来年のリーグでは全勝します。 
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二年になり 
森林総合科学科 前 田 大 輝 

（埼玉 私立東京農業大学第三高等学校） 
去年の躍進からもう一年が経ったのだと考えると時がたつのは本当に早いも

のです。早速、二回目の躍進を書かせていただきます。 
二年生という立場になり環境はガラリと変わりました。もちろんいい意味で

ということです。一番の変化というものがやはり後輩を持ったところです。今

年は男子四人、女子がいないという人数的にはかなり厳しいという現実があり

ました。しかしとても物覚えの良い優秀な四人だったので仕事の引継ぎなども

円滑に進み我々二年としてはとてもやりやすかったです。そしてこのような引

継ぎをすることで三月までやっていたコートの準備、片付け、施錠などの一年

生の仕事に終止符が打たれました。素直にうれしいというのが本音でした。そ

して今の一年生が一年間頑張りまた来年に入ってくる一年生がこれを頑張るの

だと思うと、一種の運命的なものを感じ感慨深く思いました。これが部活なの

だと。 
そして最も自分の中で躍進したのがリーグに出られたということです。去年

は番手戦で上位に行けず仕事関係を全うしていましたが今年は選手としてシン

グルスのほうに挑ませていただきました。しかしながら、個人的な結果は五戦

全敗に終わりました。本当に申し訳ないという思いでいっぱいでしたし他のリ

ーグメンバーに比べたら自分など全然努力が足りなかったというのは明らかで

したので気持ちを落とす資格すらも無いと思っています。来年また出させても

らえるかは定かではありませんが日々の練習を精一杯やるのみだと考えていま

す。 
今は三年生が最高学年となり日々部活をけん引してくれていますが一年後は

自分たちが最高学年になり部を引っ張らなくてはなりません。しかも三年生も

冬から就活でなかなか来られなくなると思われるので実質二月あたりから少し

ずつ責任者を任されることになっていきます。自分はどちらかといえば言われ

てやる側の人間なので、メニューを考えつつ下をまとめるというのは本当に下

手だと思います。ですから自分が苦手な役割というものは他の同期に任しつつ

自分は雰囲気作りに徹したいと思います。まじめながらもその中に面白みがあ

るという形がベストかと思われます。また、練習メニューなども日々同じもの

だとマンネリ化が顕著に表れてしまうので、昔自分の高校でやっていた練習や

クラブなどでやっていた練習を取り入れるのがいいのかなと自分は思っていま

す。ですが、何が一番正しい形なのかというのは誰にも分かりません。ですか

ら日々、部員全員で部活を作っていくことを第一に心がけようと思います。 
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努力、感謝、笑顔 
国際農業開発学科 高 野 馨 次 

（埼玉 私立東京農業大学第三高等学校） 
二度目の躍進を書く季節がやってきました、去年の躍進を書いてからもう一

年経ったのかと思うと一年間がとても早く感じます。拙い文章ではありますが、

この躍進を通して今年私に起こった出来事や自分のテニスを振り返らせていた

だきます。 
今年は四人の一年生が入部してきました。四人それぞれが性格やテニスに特

徴があり、センスや才能もあります。四人にはこれからも切磋琢磨し合って練

習を真面目に頑張って欲しいと思います。また四人という他の学年に比べて人

数が少ないにも関わらず合宿やリーグ戦。秋の OB 会等の準備を頑張ってくれ

た一年生に感謝しています。 
今年、私にとって最初に起こった嬉しい出来事は個人戦でダブルスの試合に

初めて勝利できた事です。他の人からしたら喜ぶ程の事ではないのかもありま

せんが、ダブルスが下手で一年生の時に一勝も出来なかった自分にとっては特

別な勝利といえました。春関に続き夏関も勝つ事ができ私と組んでくださった

先輩方のお陰であり感謝しています。そして、今年のリーグ戦ではメンバーと

して試合に出場する事も叶いました。今年度が始まった時点では正直あまり自

分には期待していませんでしたが、いくつもの幸運にも恵まれてメンバーに選

ばれました。その様な中で農大の勝利の為にリーグ戦に臨みましたが、蓋を開

けてみると全敗。特に第四戦の国士館戦は四対四で S1 の自分に回ってきました

がストレート負け。自分に失望しました。私が勝つと信じて頑張ってくれた他

のメンバーにも申し訳ない事をしました。あの試合が今でもたまに夢に出てき

ます。結局農大は四部四位で残留という結果になり「三部復帰」という目標も

潰え四年の先輩方を気持ちよく引退させる事も出来ず悔しかったです。リーグ

に出ることはできても勝たなきゃ意味がない、というのを実感しました。しか

し私にとってとてもいい経験になったのも事実です。自分に何が足らなかった

のか、どこが弱いのかをもう一度反省し練習に励まなければなりません。 
最後に私の事を応援し続けてくれている両親や周りの人達に感謝しています。

同じ学科の子やラグビー部の友達はトレーニングのアドバイスをしてくれたり

します。快く家に泊めてくれる友達もいます。そして高校の時からなに不自由

なく硬式テニスをさせてくれる両親には頭が上がりません。テニスが毎日でき

ることは決して当たり前の事ではないのです。引退までもう二年を切りました。

あまり時間がありません。ぼーっとしていると、あっという間に終わってしま

います。毎日自分ができる事を精一杯努力してテニスを楽しめていければと思

います。 
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苦悩

国際バイオビジネス学科 林 和

（東京 都立新宿高等学校）

今年の夏は本当に大変で、苦労しました。去年の比ではありません。なぜな

ら一年生の女子が入部しなかった為、一年生の仕事をもう一年やったことと、

合宿の二日前に足首を捻挫して今夏の練習がまともにできなくなったからです。

私は普段あまり弱音を吐いたり愚痴をこぼしたりするようなタイプではあり

ませんがこの時ばかりは、ほぼ毎日嘆いていました。そんな状況で心がどん底

にあった時、二つの事が私の心の支えになりました。一つは、ある人の言葉で

す。私が「怪我で合宿も行けなくなったし、試合にも出られなくなってやって

られないや。」と言うと、その人は「かわいそうに。でもまだ二年生だよ。」と

言ってくれ、「審判と応援で終わるリーグはうんざりだ。」と言うと、「そういう

のがいつか実を結ぶのだよ。」と言ってくれ、終いには「もう頑張りたくない。」

と言うと「何を頑張ればいいかわからないけど、とりあえず頑張ろう。」と言っ

てくれました。私がどんなに嘆いても励ましてくれました。これらの言葉のお

かげで夏を乗り越えることができたと思います。

もう一つは、四年生が最後のリーグで必死に戦う姿です。先輩たちは前半、

負けていても絶対に諦めずに最後まで戦い抜きます。当たり前といえば当たり

前なことかもしれませんが、二日おきに単複それぞれ三セットの試合を五試合

することは体力的にはもちろん精神的にも相当しんどいはずです。絶対に負け

ないという強い気持ちを持って一生懸命頑張る姿には本当に感動しました。心

の底から頑張れ！と応援したくなり、見る人を引きつけるような試合でした。

辛くて、不満があってもその姿を見ると頑張って仕事して、応援してよかった

なと救われるような気持になりました。今後、四年生のその姿が見られなくな

るのは非常に寂しくて悲しいです。そんなこと考えたくありません。もう一年

いてください、と願いたいものです。

来年はポジティブな内容をかけるような一年にしたいです。三年生になると

授業が少なくなり、テニスに打ち込める時間が増えるので頑張りたいと思いま

す。最近では一部の先輩・同期・後輩がまるで友達のようになりました。良い

人間関係を築き、良い環境でテニスもその他も楽しんでいきたいです。

二年生になりました。 
国際バイオビジネス学科 永 吉 舞 香 
（富山 私立富山国際大学付属高等学校） 

早くも二回目の躍進を書く時期がやってきました。今年はこれといって目立
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ったことはなかったと思いますが、ひとつ言えるのは、やはり色々な意味でた

だただ辛くて苦しかったです。そしてたくさん悩んだ一年でした。時には部活

をやめたい、テニスから離れたいと思うことだってありました。まず、今年の

女子テニス部は新一年がゼロという状況から始まりました。それと、同時に二

年生になった私たちを待っていたのは後輩ができる、一つ先輩になるという立

場ではなく、もう一年間一年生をする、仕事をするという立場でした。今だか

ら言えることですが、この時は全てが理不尽だと思っていました。仕事は減る

こともなく、罰が減ることもなかったからです。「今年こそはプレーに集中」と

いう思いは全く叶わず、部活前、いつも頭の中には落ち葉と先輩の顔色・機嫌

でした。いかに怒られずに乗り切るか、罰が出ないようにするかばかりを考え

ているうちに、気づけば何回かの対抗戦や練習試合を乗り越え、あっという間

に夏合宿、リーグ戦でした。ここにきてやっと、やめなくてよかった。頑張っ

てよかった。と思える出来事がありました。それはリーグ戦に出させてもらえ

たことです。去年のこの頃はラケットを持つことさえ出来なかったためとても

嬉しかったです。結果でチームに貢献することは出来なかったですが、出させ

てもらえたことによって次に繋がる経験ができたと思います。この時に味わっ

た緊張感を忘れることなく日々精進していきたいとおもいます。 
そして、四年生が引退され人数が少なくなりましたが、自分たちらしさを忘

れることなく明るく元気に練習し、来年こそはしっかり自分のプレーと向き合

い今の自分を超えられるよう頑張りたいと思います。辛いこと苦しいことはも

ちろんこれからもあると思いますが、この二年間で培った精神力で乗り越えし

っかり成長していきたいと思います。 
 
 

一 年 生

強くなるために

食料環境経済学科 青 木 楓 馬 
（千葉 私立八千代松陰高等学校） 

この１年はとても悔しい１年だった。自分は去年まで受験勉強で入学するま

でテニスが出来ていなかったのだが、元の動きに戻すまで時間がかかってしま

った。コートが近くにあるので空いた時間に少しでも練習するとか、家にいる

ときにも筋トレなどをすればよかった。その結果個人戦でもいい結果を残せず

リーグにも出られず、悔しい思いをしてしまった。来年は空いた時間に少しで

も練習したり、家にいるときは筋トレしたりするなど、無駄な時間を過ごすの

をやめようと思う。 
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今年は王座の審判などで強い人の試合を見る機会が多かったのだが、やはり

強い人はずっと安定していい球でラリーが出来ると思った。あとはどんなに厳

しい状況でもメンタルが崩れないと思った。なので、これからは基礎練習を多

くやって少しでもストローク力を磨き、試合で自信を持ってプレーできるよう

になろうと思った。今まで自分は思うようにプレー出来ないとふてくされたり、

元気がなくなったりして周りに迷惑をかけることが多かったので、これからは

絶対にそのようなことをなくし、どんな時でも明るくプレーできるようにしよ

うと思う。 
この１年、１年の仕事は大変だったけど我慢強さなど人間的にかなり成長で

きた１年だった。今後もテニスを通じて身体面、精神面で成長し強い人間にな

りたい。 
 
 
一年目

国際バイオビジネス学科 本 間 凌 太

（埼玉 私立川越東高校）

東京農業大学農友会硬式庭球部の一員として過ごしたこの一年間で、たくさ

んの経験をさせてもらいました。一番大きな経験は、リーグ戦でした。一年生

ながらもメンバーに選んでもらい、選手としてリーグ戦を経験させていただき

ました。最終的な個人的な結果は、八戦六勝。満足のできる結果を残すことが

できました。リーグ戦期間の二週間弱、選手としての試合への準備、一年生と

しての仕事や準備など、心身共に相当追い込まれましたが、乗り越えることが

できたのは、特に夏休みの期間の部活動でしっかり本番を想定し準備をしてき

たからだと思っています。

今年のリーグ戦をしっかり振り返り、反省し、来年のリーグ戦では、今年の

良かった点はさらに伸ばし、悪かった点は修正して臨みたいと思います。次に

OB 会です。特に秋の OB 会は「OB 会創設百周年記念行事」だったのでとても

たくさんの OB・OG の方がお越しくださって、色々なお話しを聞くことができ

ました。それと同時にこの部活の歴史も学ぶことができました。OB・OG の方々

に築いていただいた充実した環境でテニスをできることに感謝し、これからの

日々、文武共に精進していきたいと思います。
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山下の躍進

造園科学科 山 下 大 貴

（北海道 市立藻岩高等学校）

躍進を書くに当たり、自分が東京農業大学テニス部に入部してからのことを

思い出してみると、テニスに関して躍進したことはないように思えてならない。

むしろ停滞、凋落しているように感じる。凋落とまで言うと言い過ぎかもしれ

ないが、躍進とは程遠いと思う。

このように感じる一番のきっかけは、今年の夏関一次予選 の成城学園・依

田選手との試合だ。自分は高校時代インターハイで一度も一回戦を突破するこ

とができなかった。依田選手は山梨代表としてインターハイに出場している選

手で、そんな彼に勝てば、自分は高校よりも強くなっている、少しは躍進して

いるという証明になる。しかし、結果は負けてしまい、高校の時と変わらない

結果になってしまったのである。そこに今の自分の停滞を感じた。

しかし、まだ始まったばかりである自分の大学テニス人生。今停滞していて

もまだまだ躍進するチャンスはあるはずである。練習のほんの少しの意識の違

いで変わるものがあるはずである。その何かを探しながら、自分の一つ目のハ

ードルである、インターハイ一回戦突破に向けて日々精進していきたいと思う。

テニスに関して今の自分に躍進したと感じられることはないが、確実に躍進

したと思えることがある。それは、審判の技術である。リーグ戦に向けて練習

の中でも常に審判練習し、かなり上達した。リーグの緊張感の中、きわどい打

球をジャッジできた時は、とても喜々たる気持ちである。

これからも日々の小さなことをこつこつ積み重ね、大きな躍進につながるよ

う努力していきたいと思う。

これまでを振り返って

国際食農科学科 篠 崎 慎

（青森 県立青森南高等学校）

東京農業大学農友会硬式庭球部に入部して約半年がたちました。大学に入学

した頃はテニスがもっとうまくなりたい、テニスが好きという気持ちが強かっ

たため、体育会に入ることに迷いはありませんでしたが、いざ入部してみると

自分のレベルとの違いに何度か辞めようかと悩んだこともありました。しかし、

今では逃げずに続けていてよかったと思っています。そんな硬式庭球部で約半

年を過ごした私の中で大きな出来事が三つあります。

一つ目は OB 会です。春の OB 会で初めて参加させていただき、これまでの

東京農業大学硬式庭球部の先輩方とお話をすることで歴史を知ることができま
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した。OB 会に向けての準備期間は大変な思いもしましたが、このような大変な

経験も自分のためになったと思っています。私も伝統ある硬式庭球部をしっか

り受け継いでいけるようにしたいと思います。

二つめは合宿です。四泊五日の合宿を経験したことがなかったので始まる前

はとても不安でしたが、始まってからは先輩にもたくさん助けていただき練習

とオフのけじめをしっかりとつけて充実した時間を過ごすことができました。

先輩方とたくさんの思い出をつくることができてよかったです。

三つ目はリーグです。大学のテニス大会の中で最も大切といっても過言では

ない大会がどういうものなのかよくわからないまま始まりましたが、一試合終

えるごとにリーグの重要性や緊張感を肌で感じていきました。私はサポート側

の人間としてリーグに参加しましたが、試合や応援を見ていて、技術面でもチ

ーム面でも東農大の強さを見たような気がしました。せっかくこのようなチー

ムの一員になれたので、自分自身もどんどんレベルアップできるように頑張っ

ていきたいと思います。

これまで約半年硬式庭球部の一員として活動してきましたが、とても充実し

た時間を過ごすことができていると思います。また、テニスに関する技術も四

月とは比べものにならないほど上達したと思います。この調子で残りの約三年

も時間を無駄にすることなく頑張っていこうと思います。もう一つ、三年の山

添先輩には、ふざけた態度をとっても優しく接してくださりとても尊敬してい

ます。来年は後輩ができたら後輩思いな優しい先輩になりたいと思います。

四 年 生

四年間を終えて 
国際バイオビジネス学科 濱 野 翔 大 

（千葉 県立柏陵高等学校） 
私は去年の秋、先輩たちの引退とともに主将になりました。先輩たちに選ん

で頂いたことはもちろん、降格という形で引退をさせてしまった悔しさもあり、

自分たちの代でいい報告ができるように主将として気持ちを入れ直しました。

リーグ経験者が減り戦力的にも三部にいたころよりもダウンしている中、部員

一人一人が足りないところを考えて練習できるように考えてきました。そのた

めに部員の声を今まで以上に聴く姿勢をとってきたつもりです。また、私自身

が歴代の主将の中でもプレーヤーとしての実力が足りていないことはわかって

いました。その分、部活への取り組み方や日々の練習の一つ一つに私自身が常

に真剣な姿を見せなければいけないと思っていました。しかし、このような考
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えで部活を行ってきましたが、実際に部活を回していくのは個人の考えの違い

や雰囲気、さらに就職活動で部活に顔を出せなかったりと大変なことばかりで

した。そんな中でも頑張ろうと思い続けられたのは、卒業しても心配してくれ

る先輩方、一緒に頑張ってくれる同期と後輩、忙しい中でも見に来てくれる先

生や監督など多くの方に様々な形で支えられてきたからです。支えてくださっ

た方々には本当に感謝しています。 
主将としての部活を通じて感じたことは、自分の未熟な部分ばかりというの

が正直なところです。日程の調整や、部員のモチベーションの上げ方、締める

べきところとそうでないところなど、今になってもっとうまくできたと思うこ

とが多くあります。自分の至らなさを痛感させられました。しかし、この自分

の未熟な部分を自覚できたということは良かったと思っています。ここで痛感

したことを活かして成長していきたいと思います。 
話は変わりますが、今年のリーグ戦の結果は四部四位で残留という結果にな

りました。三部に復帰するという目標は達成することはできず悔しい結果にな

りました。リーグ戦を通してダブルスが特に課題だと認識させられました。ほ

とんどの試合でダブルスの勝ち越しがなく、苦しい展開が続く形が多くなって

しまったというのが現状です。私個人の目標であったレギュラーになるという

目標も達成できず、そういう意味でも悔しい気持ちはありますが、やりきるこ

とができてスッキリしています。最高の形で後輩に部活を引き継ぐことができ

ませんでしたが、ダブルスを含めリーグ戦を通して課題に感じたことを改善し、

来年のリーグ戦のために今年のリーグ戦を活かしてもらいたいと思います。 
この代の主将をやらしてもらって良い経験をさせてもらいました。やれて良

かったと心から思います。東京農業大学硬式庭球部での四年間は本当に大きな

ものでした。改めてこの四年間で関わってきた皆様に感謝したいと思います。

ありがとうございました。 
 
 
今までのテニス人生を振り返って 

国際バイオビジネス学科 大 内 怜 
（大阪 私立清風高等学校） 

二〇一七年九月十八日、大学のテニス部を引退し、中学校から始めた部活で

のテニスが終わりを迎えました。小学校の頃までは、喘息でまともにスポーツ

をすることができなかった身体でしたが、何とかここまでやりきることができ

ました。今までテニスを続ける中で良い結果がなかなか出ず、嫌なこともたく

さんあり、何回もテニスを辞めてしまいたいと考えることがありました。高校

のときは特にそう思うことが増えていました。しかし、その分良い結果が出る
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と本当に嬉しくてテニスを続けてくることができました。今思うと、辛いこと

が多かったけれども逃げずに続けてきて良かったなと感じています。中学・高

校と団体戦では、個人戦とは違ったプレッシャーで思うようなプレーができず、

情けない試合しかできませんでした。しかし大学で、先輩のテニスを楽しめと

の助言を受け、そこから試合での精神面が変わりました。大学三年生の時にリ

ーグメンバーとしてダブルスに出させて頂いた際、このリーグ戦では試合を楽

しもうと心掛け、今まで団体戦とは全く違う精神状態でプレーすることができ

ました。格上の相手ばかりであまりいい結果を残すことはできませんでしたが、

試合中にみんなの応援の声を聴き、一ポイント一ポイントを楽しくプレーする

ことができました。試合をしている本人だけでなく、チームメイトみんなで盛

り上がってプレーができるのが団体戦の良さだなと改めて感じました。このま

ま四年生でも最後のリーグに出てプレーがしたいと思っていましたが、就職活

動が上手くいかず、部活に出る頻度も少なくなっていき、テニス部の合宿にも

参加できませんでした。そしてそのまま就職活動を終えることなくリーグ戦が

始まりました。当然リーグ戦には出れず、選手の応援・サポートをしました。

監督や先生方に、何で出ていないんだと言われ情けない気持ちでいっぱいにな

りました。自分には応援することしかできないので、応援を精一杯頑張りまし

た。そんなリーグ戦期間中に私の就職活動も終わりました。本当に長かったで

す。最終戦を迎え結果は四部四位で残留ができました。この最後の年は、自分

が情けないなと思うことがたくさんあった年でした。しかしこれからは、社会

人になっていくので切り替えて、この東京農業大学硬式庭球部で学んだことを

活かし、さらに今まで本当にいろんな苦難がありながらもテニスを続けさせて

くれた家族にも感謝をし、頑張っていきます。 
 
 
大躍進

国際バイオビジネス学科 塩 野 亜 斗 夢

（神奈川 私立横須賀学院高等学校）

「 」

「 」

「 」

「 」

「 」

前置きが長くなりましたが、以上の英会話を読んでもらえると分かるように、

わたくし塩野亜斗夢は、納豆の会社に勤めます。当初とは目的の業種に内定を

頂くことが出来ず、少し残念な気持ちがありますが、やるからには気持ちを切
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り替えてこの英会話を実現するくらい頑張りたいと思います。

進路の話はこのくらいにして、最後の躍進なので少し大学生活を振り返りた

いと思います。私は横須賀学院高等学校という全国の中で最強である神奈川県

の超強豪校（神奈川県ベスト１２８）から単身やってきました。はじめは農大

に行くつもりはなく、指定校推薦で日大の韓国語の学科に進学し、よく調べも

せずにテニス部に入ろうとしていました。しかし、私の５つ上の代の先輩の勧

めもあり、農大のテニス部にやってきました。日大に行っていたら今頃上杉海

斗選手と肩を並べていたかもしれませんが、スポーツの世界にタラレバは禁止

なので、現実を受け止めます。

まず私が初めて部活に入部して参加したのが２０１４年３月２８日です。入

学前に練習に参加していたのにも関わらず、初日の練習からサボりと言われて

しまいとてもショックでした。（後々、体調をたくさん崩すのでもう何も言えま

せん。）４月に入ると奴隷になっていました。草を抜け、整備をしろ。「俺はア

ルバイトしに入部したんじゃない！」と思いながら、４年生が怖かったのでビ

ビりながら草を抜き、整備をしていました。

ビビっていた４年生が卒業し、後輩もでき、ようやく普通になったかと思え

ば、私たち１１３期のポンコツ具合が真価を発揮し、リーグが終わるまで指導

不足が出るという功績を残しました。あの時は「何でできないんだ！」と考え

ていましたが、その考えが既にポンコツでした。この後、後輩とは不仲になり

とても辛い時期がありました。この時期が一番部活を辞めたいと思っていたと

思います。

ネガティブな思い出はあまり振り返りませんが、気づいたら関係が修復して

いました。テニスが上手い後輩がどんどん入部し、年々私の活躍する場は奪わ

れていきました。このままではいけない。そう考えた私は練習時間の合間を縫

ってはマインクラフトをやり、ゲームを作り上げる創造力やマグマに落ちても

やられない忍耐力とフィジカル、行動力、そしてなにより絶対に負けないとい

う気持ちの集中力を養うことにしました。その成果もあり、二次予選に何度か

進めることが出来ました。今頃日大に行っていれば余裕で学生になっていたか

もしれませんが、スポーツの世界にタラレバは禁止です。

気が付くとあっという間に４年生です。４年生のことは最近のことなのであ

まり振り返ることはありませんが、リーグに出場して全敗だったのはとても悔

いが残りました。この悔しさは忘れずに、登山にぶつけていきたいと思います。

簡単に４年間を振り返りました。躍進を書きながら、大事件はもちろん、く

だらない事や小さな出来事も最近の事のように感じ、ほとんど覚えていること

に驚きました。それほど農大テニス部の４年間は濃かったのだと感じました。

農大テニス部で学んだことは、酒は飲んでも飲まれるなということです。泣い
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たり、記憶なくしたり、キス魔になったり、吐きまくったり、社会人でこれを

やってしまったらクビになってしまうので、お酒は楽しいくらいで我慢します。

あともう一つだけ学んだことは、挑戦する事です。何事にも臆さず突っ込ん

でみるという気持ちをこのテニス部から学んだと思います。このスキルは仕事

ではもちろんプライベートでも発揮したいと思います。新しいスポーツを始め

たり、資格を取ったりと今度は幅広く活動していきたいと考えています。

この４年間は私にとって宝物です、先輩方後輩同期に感謝します。本当にあ

りがとうございました。

現役最後の躍進 
国際バイオビジネス学科 三 反 田 巧 

（広島 私立崇徳高等学校） 
ついに現役最後の躍進を書く日がやってきた。一年生の頃から振り返ってみる

と、農大庭球部でさまざまな事を考え、経験し、多くの方と知り合い、時間を共

有できたことが、これから先の私の人生において良かったなと思う。 
一年次では、先輩方がテニス強く、メンバーを狙える位置にいなかった為に仕

事メインの日々。しかし、先輩方の求める仕事を全然できなくて、チームの足を

引っ張り続けてしまった。日々が辛くて、辞めることばかり考えていたのが、正

直な所である。そんな中でも同期が、私のミスをカバーしてくれ、時には叱咤激

励をしてくれ、また誰一人として辞めることなく必死に頑張っていたおかげで、

私も踏ん張ることができた。同期には感謝の念で一杯である。 
二年次になり、体力や技術がついてきて、メンバーを狙える位置まできたが、

授業の研修の関係で結局サポートメンバーに。あの時はもったいない事をしたと

つくづく後悔している。多くの先輩方から期待して頂き、自分自身成長できる絶

好のチャンスだったのに、無駄にしてしまったことが本当にもったいない。この

先においてこのような事がないよう、与えられたチャンスを絶対にモノにできる

人間になりたいと思うようになった年である。 
三年次になり、今度こそチームの中心になれる位置まできていて自分自身も自

信がついてきたのに、気付いたらほぼサポートメンバーになっていた。リーグ戦

には出させてもらえ、応援して下さった方にはとても感謝しているが、思い描い

ていたこととは、かけ離れていて、悔しい思いと、自信喪失とで、完全に殻に閉

じこもってしまった。立ち直るにはすごく時間がかかり、一年次とは違った苦し

い時間を過ごすこととなった。 
四年次になり、就職活動で多忙で、テニスをする時間が減り、テニスに対する

考え方を変えたことで、最後は気持ち良く引退する事ができた。最後の夏関では
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東京国際大学の格上の選手に勝つことができて満足である。欲を言えば、二次予

選まで行きたかったのが本音ではあるが、私にとっては優秀の美を飾れたと思っ

ている。 
農大庭球部での印象的だった事を簡単に振り返ってみて、強く思うことは、

最後まで続けて良かったということである。また部長先生や OB 会長、監督を

はじめ先輩方や同期、後輩など皆様のおかげで今日の私があることを肝に銘じ、

この先の人生も農大庭球部の卒部生であるという自覚と責任を持って、頑張っ

ていきたい。

コーヒーにリンゴを添えて 
国際バイオビジネス学科 村 山 瑠 惟 

（埼玉 県立蕨高等学校） 
私は、真に強い人間とは何に対しても一生懸命になれる人間であると考えて

います。テニスを一生懸命に頑張り、それでいて学業にも手を抜かない。部活

動と学業、そのどちらに対しても、高い目標を持ち、全力で取り組む。このよ

うな姿勢が大事であり、この志を持ち続けられるような人間を目指して、この

四年間、部活動と学業を頑張ってきました。 
この四年間の経験で得た最も大きなものは、「人とのつながり」です。特に部

活動では、チームで共に汗を流しながら頑張ってきた普段の練習や、チーム一

丸で戦った団体戦などを通して、チームの結束力を学ぶ共に、そこから生まれ

る友情を感じることができました。また、私は部活動以外にも、ブラジルのコ

ーヒー農園での一か月間の農業研修や、青森県での農業研修に参加し、多くの

人との出会いを経験しました。特に青森県でお世話になったリンゴ農家の方々

とは今でも交流を持ち、連絡を取り合ったり、実際に青森県まで行って農作業

を手伝ったりしています。また、最近では、採れたてのリンゴを私の実家に送

ってもらったりもしました。このように、部活動以外でも、価値観や考えの異

なる人々と出会い、交流を深めることのできた経験はとても貴重なものであっ

たと考えています。そして、この経験は社会人になった後も活きてくるもので

あり、ここで得た人とのつながりは今後も大事にしていきたいと考えています。 
私が四年間の学生生活で得た人とのつながりは、様々な地域・場所から生ま

れたものでした。この経験から学んだことは、一つの場所に留まらず、未だ踏

み入れていない場所へ足を踏み出してみることが、自身の視野を広げるきっか

けとなり、大きな成長へとつながるということです。私自身、この四年間で新

しいチャレンジをしてきたことにより、人間的にも大きく成長することができ

たと思っています。私もまだまだ未熟者ですが、これからも多くの経験を積ん
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で、立派な社会人へと成長していきたいと思います。 
テニス部の後輩たちにも、卒業するまでに、テニスや、それ以外の勉強や体験

など、学生の内にしかできない経験を沢山積んでいってもらいたいと考えてい

ます。テニス部の先輩や後輩との間で生まれた思い出は一生の宝物です。四年

間、本当にありがとうございました。

四年間の部活生活をやり切って

食品安全健康学科 増 田 舞 優 乃

東京 私立山脇学園高等学校）

入部してから約四年が経ち、もう早いもので引退を迎えました。

正直自分は入学当初、硬式庭球部への入部は全く考えていなく、入部してから

も四年間部活をやり切れると思っていませんでした。しかしこの四年間の部活

生活で得られたすべてのことは自分にとってはかけがえのない思い出となり、

自己成長へと繋がっていると思います。今年は部活生活最後で自分たちの代が

幹部の年で上に立つ立場となり、チームを上手く引っ張ってこられたかはわか

りませんが、最後良い形で引退でき、ここまでやってこられたのは同期の皆、

後輩達が支えてくれてこんな自分にもついてきてくれたからだと改めてチーム

の大切さを知りました。

部活生活でやはり印象に残っているのはチーム一丸となって戦うリーグ戦で

す。女子部は去年からメンバーは増えることなく、三部という去年までとは段

違いの厳しい環境で戦いぬかなければならないためたくさんの不安はありまし

た。しかし自分の代で絶対に降格させたくはないという気持ちと、皆の残留す

るという気合いに感化され強気になることができました。また団結力と勢いな

らどの三部校にも負けないという自信がありました。結果、入れ替え戦にはか

かってしまいましたが三部残留することができ、最後何の悔いもなく清々しい

気持ちで引退することができました。主将として勝利し、農大に勢いをつけな

ければいけないポジションというプレッシャーを良い形で感じることができ、

皆の応援のおかげもあり自分の強気のプレーを出し切れたと思います。今年の

リーグ戦でも単複重複してたくさん良い経験をさせて頂き、一年の時よりも技

術面、精神面共にかなり自分自身の成長を感じられることができました。

これからは農大テニス部のOGとして、後輩達を見守っていく側になります。

自分達が引退して現役が五人という少人数になってしまい多くの困難はあると

思いますが、今の五人ならより良い部活を作っていけると思います。今まで自

分が先輩方から応援されてきた分、今度は後輩達を応援する側となって部を支

え、様々な面から農大テニス部に貢献できる存在になっていこうと思います。
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テニス部に入部して 
生物応用化学科 吉 田 栞 菜 
（神奈川 私立横浜隼人高等学校） 

テニス部を引退してからはやくも二か月が経ちました。大学に入部してから

月日が経つのはあっという間で、ようやく引退したことを実感しはじめました。

引退してからの生活は卒論を進めながら今まで部活が邪魔してできなかった旅

行に行ったりするなど充実な生活を送っています。しかし、今の生活に何か目

標があるかといわれると、その答えは NO です。現役時代にリーグ戦や個人戦

など目標をもって一つのことに没頭することができたことは、間違いなく大き

な財産になっていると思います。もう大きな声を出して叫ぶことはないし、同

じ目標に向かう仲間と笑ったり泣いたりすることはないと思います。学生の間

にそういう経験ができて本当によかったと思います。 
今年のリーグ戦の結果は、三部残留に終わりました。自分が勝てばチームは

勝っていたという試合が多く、応援や審判をしてくれているチームメイトには

たくさん迷惑をかけました。それでも最後までついてきてくれた後輩には感謝

しきれません。どうにか三部に残り後輩たちにバトンパスができたので後輩た

ちには思いっきりテニスに没頭して更にいい結果を残してほしいと思います。

いつまでも応援し続けます。 
四月からは社会人になり、また一からのスタートになります。大学では部活

に没頭し学業は疎かになってしまったので、社会人になってからが本当の勉強

の始まりだと思い日々精進していきたいと思います。社会人になってからもま

た違った方向で良い報告ができるように頑張ります。今まで支えてきてくださ

った樫村部長を始め、たくさんの OB のみなさんには大変お世話になりました。

ありがとうございました。 
 
 
最後の躍進 

国際農業開発学科 星 野 友 希 
（東京 私立大成高等学校） 

月日が経つのはあっという間で、気が付けばもう４回目の躍進を書いている、

ということにとても驚いています。最後の躍進となりますが、これといった特

別なことを書き残すことはできません。それでも良ければ読んで頂けると嬉し

いです。 
私は小学校の頃からテニスを続けており、大学も迷わずテニス部に入部する

ことを決めていました。３年間の躍進では「テニスが大好きだから続けている」

と書いていたと思いますが、正直大好きだからという理由だけではなく、どこ

28



 29 

か意地を張ってやっていた部分もあったかなと思います。私の兄は全国大会に

出場して、家にトロフィーが沢山並んでいますが、妹の私は関東大会にもでた

ことがありません。そのことに関して親が特にあれやこれやということは一度

もありませんでしたが、私はいつもこの実力の差を気にしていました。「大好き

なテニスを大学でも続けたい」というよりかは、「大学では絶対に結果を残して

兄を追い越してやる」という意地を捨てきれずに、大学でテニスを続けること

を決意しました。１年生のころは本当に視野が狭く、「結果がすべて」という考

え方に縛られ、自分自身を苦しめていたことが多々ありましたが、この４年間

でテニス部の OB・OG の方々や先輩、同期、後輩のさまざまな考え方をもつ人

と関わり、たとえこれといった結果がだせなかったとしても、テニスを続ける

意味や価値はある、ということを知ることができました。現在研究室に所属し,
て、自身の専門の研究を行っていますが、テニス人生で培った「目標に向かっ

て努力をする力」は、研究を続けていくために必要な力だと感じています。も

し私がテニスをやらずに、努力する力を身に付けていなかったら、今頃本当に

苦労していたと思います。テニスを続けていくなかで得た経験や力は、テニス

の試合結果としてかえってこなくとも、違うかたちで必ず自分の力となると思

います。 
試合の結果が出せなかった人がこんなこというのも説得力もありませんし、

一部の人は「自分を正当化しているだけじゃないか」と思う人もいるかもしれ

ません。不快な思いを抱かせてしまったらすみません。私は小学生の頃から続

けてきた長いテニス人生のなかで、納得のいく試合結果は一度も出したことは

ありません。それでも、テニスを通じてたくさんのことを学び、力をつけるこ

とができました。他人から学んでばかりで、私は後輩に何もしてあげられませ

んでしたが、本当に農大硬式テニス部でテニスができてよかったと思います。

本当に有難うございました。 
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ＯＢ特別寄稿

「庭球」から「テニス」に  
昭和 30 年 農業工学科卒 雪 村 侑（旧姓村上） 

庭球（ソフトテニス）、テニス（硬式テニス） 
私の生まれは瀬戸内海の島、因島です。七ヶ町村

がありました。島の南部には日立造舟㈱等のある町

があります。北部は農村地帯で段々畑にミカン、除

虫菊、麦、サツマイモ等が生産されています。私の

村は大きな浜に面して大浜村と名がついていました。 
村上家は先代が「村上水軍」です。瀬戸内海を上

り下りする舟の水先案内や取締りをしておりました。 
今では、「村上海賊料理」が出来、村上家の旗「○上 」

を料理にさし出しています。 
大浜村は三百戸位の小さな村です。村の小学校に

はテニスコートが一面あり、学校の放課後には庭球好きな村の人達が集まり庭

球をやっておりました。年に一回村民庭球大会があり、村民も応援して、楽し

んでいました。 
私は小学校三年頃に、子供用のラケットを父が買ってくれました。農家の壁

に打ちながら遊んでいました。 
高校も庭球部に入りました。三年生の１学期の父兄会で、先生が父から「進

学しても良い」と言われたということで、先生が「今日からは庭球は中止、進

学組に行って進学の勉強をしなさい。」と言ってラケットを部長先生に渡しまし

た。進学組に行っても面白くありません。一人図書館に行き勉強をしました。

コートの方からボールの音が聞こえてきます。進学すると言わねば良かったと

思いました。 
そうして東京農大に入学しました。 
一年生になり昼食時間になると、農大テニス部と言われる方々が「農大テニ

ス部に」入部を勧めに来られました。 
私は「大学まで進学して庭球はしない。」と決心していました。高校時代の実

力は高校の県大会で八本位の実力でした。でも大学の庭球が気になり、コート

近くに時々見に行っていました。それが見つかりテニス部の会計でもと、農大

テニス部に入りました。しだいに庭球とテニスの違いも理解できるようになり

ました。多くの先輩も知り、テニス部の生活も楽しくなり、テニスも楽しくな

りました。テニス部の OB 会のお世話もするようになりました。 
農大卒業後広島県庁に就職しました。県庁内で高校の級友と逢い、県庁庭球

部の人を紹介され、県庁の庭球部に入りました。 
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広島市でもテニスの時代になりつつありました。コートに行き、打っている

と「お前はどこでテニスを習った」と。すかさず「農大テニス部の卒業です。」

と答えました。大学でもう少し本気でテニスをやっていればよかったと思いま

した。 
今回、百周年には感謝状等をいただき有難うございました。OB 会の写真等を

見ながら感謝しております。 
テニスを頑張ってください。 

 

同期会２０１７ｉｎ青森

昭和 45 年 畜産学科卒 加 藤 脩 三

平成 年 月 日、我が庭球部ＯＢ会常磐松テニス倶楽部創設 周年記

念祝賀会が、大学内レストランにおいて開催された。参加されたＯＢ約 名。

正規にＯＢ会会員として参加している卒業生 名（ 年度実績）であること

を考えれば高い出席率と言えるのではないだろうか。今回委員の一人として準

備に係わり、当初予算の準備も無い中での計画の話に、正直驚かされたが、開

催の日が迫まり、執行部を中心に委員の協力で無事開催することが出来ました。

祝賀会を終えたいま、開催資金として寄付にご協力をいただいた方々のお陰

でなんとか形だけはできたのではと個人的に思っています。

さて、恒例の同期会は今回も盛会に開催することができましたので報告させ

ていただきます。

１．青森立ち寄り温泉 千人風呂で有名な 酸ケ湯（すかゆ）温泉旅館

東北地方にはたくさんの良い温泉がある。湯に浸かることで一日の疲れを癒

し、明日へ活力を養う温泉。それは、健康や長寿を願う人々の思いを長い歴史

が育んできた日本独自の文化といってもいいのではないだろうか。青森に行っ

て温泉に浸からない手はないと考え事前に青森市内の温泉場をチェックしてみ

た。

青森市は広い。その中で、青森市内ベスト に入る酸ヶ湯温泉を候補にあげ

青森に向かった。

説明ではこの温泉は、「江戸時代に開湯し 年以上続く乳白色の温泉で、日

帰り温泉も楽しめる大きな 軒宿の「酸ケ湯温泉旅館」。歴史を感じさせる木造

階建ての建物はとても雰囲気があり、全国各地から大勢の温泉ファンが訪れて

いる。
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酸ヶ湯温泉旅館の名物は ㎡もある総ヒバ造りの千人風呂で、男女別の脱

衣所の先は混浴になっており、熱の湯・四分六分湯・打たせ湯 滝湯 ・冷の湯

の 種類があり、かなり熱めのお湯が人気で、混浴は苦手という方には女性専

用時間もある」とある。

東京駅から東北新幹線で３時間１０分、便利になったものである。新青森駅

に到着した仲間 人（小林・大島・加藤）は、当初計画していた八甲田山にあ

る温泉に向かうべくタクシー運転手と運賃交渉。聞けば目的地まで、やはり１

時間は要するとのこと。

集合時間にやや遅れることを承知でタクシーに乗り込んだ。途中車窓から

山々の紅葉を眺めながら山を登り、十和田八幡平国立公園の北部に位置し、標

高約９００ にある目的地「酸ヶ湯温泉」に到着した。

あの有名な版画家「棟方志功」画伯もこの温泉を愛し、この湯を楽しみ作品

を彫ったとの事。

タクシーを待たせ、入り口の自販機で入浴券（６ 円）を買い館内に入った。

館内は混雑していて「入浴券はこちらへ」との木箱があり購入した券を投げ入

れ、売店でタオルを購入。入浴券を購入しなくとも入浴できる状況を感じなが

らも・・・下駄箱、貴重品コーナーから脱衣所へ。脱衣所には、「男向かって左・

女向かって右」と書かれた浴槽内でのすみ分けマナーの見取り図もあり浴場の

扉を開けた。

千人風呂の名の通り大きな湯船が目に飛び込んできた。入り口の「熱湯」か

ら「四六分の湯」まで男性ばかり。別に混浴を期待してきたわけではない。四

分六分湯の湯にゆっくり体を沈めた。白濁した体にまとわりつく柔らかい湯、

適度の温度、温泉の香り、広い湯船に浸る解放感と快い体感。まさに日本人の

癒しの源として愛される温泉である。「四六分の湯」から「熱湯」と約３０分程

度。今少しゆっくりと湯に浸りたかったが、集合時間を気にしながら急ぎタク

シーに乗り込んだ。
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今までこれほどの温泉に浸かった記憶はなく、まずは良い体験となった。

２．同期会２０１７ 青森の宴

さて、第 回目となる同期会 青森は 月 ～ 日、青森出身の新田

良雄氏が幹事を務め、市内最高級「ホテル青森」で開催された。常連参加者で

ある九州柳川の立花 民雄氏は仕事の都合から欠席となったほか、同期 名が

元気な顔を見せた。

また、嬉しいことに、後輩の柴口誠氏は香川県高松市から、初参加の笹田陽子

さん（旧姓遠藤）が岩手県雫石から参加され総勢１１名となった。卒業したら

先輩も後輩もなく、皆仲間である。

今回も参加を楽しみにしていた望

月一宣氏（ 年化）が 月 日急逝

されたことは、痛恨の極みで誠に残念

でならない。

「東京農業大学硬式庭球部ＯＢ会」

の大きな看板が掛けられた会場は、畳

の部屋にテーブルと椅子がセットさ

れており高齢者を考えての幹事の配

慮が感じられた。

宴席には、故人となった二人の写真と簡単な陰膳を準備した後、新田幹事長の

挨拶、乾杯で楽しい懇親の宴がスタートした。宴の始めにＯＢ会 周年祝賀

会の経緯を資料により報告。資料の写真で懐かしい顔を見つける楽しく懐かし

い一時となった。また酔いがすすむ前に参加者一人一人から近況の報告があっ

た。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇親会で参加全員による記念の一枚。持参した写真が一枚増えてしまったのは残念‼
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マイカーで初めて参加された笹田さん、ご主人も農大卒業生で実家は農家。

結婚されるまでは農業には全く縁がなかった。嫁いで初めて知る事、驚きの連

続であったことなど苦労したこと、その中での楽しみを話された。現在岩手県

滝沢市にある盛岡大学栄養科学部栄養科学科教授として後進の指導に当たって

いる。そのためであろうか若く、輝いていた。ちなみにご子息も農大卒（林学）

であるとのこと。女性が加わることでこれほど宴が盛り上がろうとは・・・・・

笹田さま様である。

今回、古希を迎えた区切りの同期会でもあった。我々の年代ともなれば話題

は、病気・健康問題、孫の話しと聞くが、容姿を見ればそれ相応の歳を重ねて

はいるものの特に体の不調を嘆く声も聞

くことはなかった。これも学生時代にテニ

スを通じて体を鍛えた賜物と感謝すべき

であろうか。話題としては、政治・経済か

ら地域産業の活性化等、幅広い前向きな話

が多く聞かれた。学生時代の話題では、テ

ニスの話はほとんど出ないのもまた不思

議なものである。

美人さんの「お酌」でご満悦の面々 

宴たけなわに入り新田幹事長から「青山ほとり」を踊りますと皆に「青森大

根」が渡された。そういえば、開催案内に大根は準備しておくとの言葉が添え

られていたことを思い出した。本格的である。

農大名物大根踊り、正式名称「青山ほとり」。なぜ大根が使われるかというと、黒い学

生服に大根の白と葉の緑が映えるからです。大根は葉のついたものを使用します。

ちなみに初演は 年 月渋谷ハチ公前です。

音頭は、もちろん片平成行氏（林学）が務め、大声を張り上げた。

農大生元気あるかい（押忍・押忍・押忍・） / 苦しい時の父となり / 悲しい時の母となり、  

楽しい時の友となるいざ歌わんかな、踊らんかな /  農大名物青山ほとり 

 

 

 

 
 
 
 
 

手を動かすだけでは「だめだ」脚を上げて・・・脚はどうやって上げるの？ 
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「青山ほとり」を踊り大変よい記念になりました・・・・・農大生はやはり「大根」が似合いますな 

両手に大根を持ったもののみな脚が上がらず、酒が入っているためか、年の

せいなのか脚がもたつく記念すべき「大根踊り」となった。

宴会、二次会で楽しい一夜を過ごした翌朝は雨、ロビーに集合した面々、次

回の再会を約束し、都合のできる９名が残り、幹事の案内で青森市内観光に出

発した。

３．青森市内観光－１ 三内丸山縄文遺跡

八甲田山から続く緩やかな丘陵の先端に位置し、標高は約 メートルで、遺

跡は約 ヘクタールの広大な範囲に広がっている。集落は住居・墓・捨て場・

大型掘立柱建物・掘立柱建物・貯蔵穴・土坑墓・粘土採掘穴・盛り土・道路な

どが、計画的に配置されている。

遺跡には、通常の遺跡でも見られる竪穴住居、高床式倉庫の他に、大型竪穴

住居が 棟以上約 軒にもおよぶ住居跡、さらに祭祀用に使われたと思われ

る大型掘立柱建物が存在したと想定されている。三内丸山の人たちは、自然の

恵みのみに依存した採取活動ではなく集落の周辺に堅果類の樹木を多数植栽し

ており、一年草を栽培していた可能性も考えられると、施設の女性案内の説明

を聞きながら雨の中を見学。立派に整備された興味深い遺跡であると実感した。
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縄文の丘 三内まほろばパーク「縄文時遊館」                   遺跡見学 

受付前のモニュメントの前で 

４．青森市内観光－２ 津軽三味線

各観光地への移動はタクシーを利用しながら、青森

県観光物産館「アスパム」に向かった。アスパムとは

（青森） （観光） （物産）

（館）の略。地上１５階、高さ７６ と青森情

報基地であるとの説明。イベントブースでの津軽三味

線演奏開始時間迄館内を見学。

津軽三味線の楽曲の原型は、新潟地方の瞽女（ごぜ）

の三味線と言われる。その他、北前船によって日本海側各地の音楽が津軽に伝

わり、津軽民謡は独特の発達をみる。昭和 年代に、民謡ブームで一世を風靡、

それまで単に「津軽もの」などと呼ばれていたこの三味線音楽を、三橋美智也

らが「津軽三味線」と称して、以後定着をみるとの説明を聞きながら、津軽三

味線の見事な演奏を堪能した。

５．ねぶた館見学（ねぶたの家 ワ・ラッセ）

青森と言えば有名な「ねぶた」。映像でしか見たことがなく楽しみにワ・ラッ

セに向かった。

「ねぶたの家」とは、青森市民といつも一緒に 生活しているねぶたが住む「家」

があることで、ねぶたが祭期間中の一時的なものではなく 、一年中青森市民と

一緒に暮らし生活し、市民の一人という意味合を持っている。「 ワ・ラッセ」

とは、ねぶたの掛け声である「ラッセラー」と「笑い」の他に、ねぶた祭での

36



 37 

人と 人の『和』や調和の『和』、また、ねぶたを通じた活動により育まれる市

民の『環』をコンセプトとしているとある。

≪和≫を重んじる事の大切さを大学の庭球部で教えられた事を思いだした。

青森ねぶたが、現在のように大型化したのは戦後。その歩みは、観光化という

大きな流れに乗り、どんどん巨大化してきた。昭和５５年には国の重要無形民

俗文化財に指定されました。

館内に入ると、巨大な山車がいくつも置かれ、大きさもさることながら、そ

の鮮やかな色合いにに驚かされた。行灯の良し悪しは「顔」で決まるとのこと。

会場展示の顔を撮影したところ１８を数えた。その一部を掲示。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「ねぶた」について何も知識を持たなかった。会場を見学すると、その中で

「ハネト」なる衣装を着た人が観光客に跳ね方を教授していた。さて「ハネト」

とは何ぞや・・・？

ハネト（跳人）：祭りを観客として観るだけではなく、一緒に祭りに参加し、

街を練り歩きながら鈴を鳴らしながら「ラッセラ♪ ラッセラ♪」の掛け声を

かけながら飛び跳ねて踊る人と説明されている。１台のねぶたに ～ 人

くらい、多いときには 人が跳ねています。

期間を通して約９万人ものハネトが参加するとのこと。ねぶた祭を百倍楽し

い思い出にするには、観るだけでなく、ぜひハネトになって参加してみてはと

勧められた。ただ脚が棒のようになることの覚悟が必要とのこと。年齢から無

理と即答。

ちなみに、ハネトの衣装はデパート等一式 円位で市販されており、衣

装の貸し出しもあり、料金は約 円で着付けもしてくれる店もあるとのこ
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とである。

「青森ねぶた」は地方活性化になくてはならない一大行

事であることを再認識することができた。まだまだ知らな

い日本の素晴らしさを知る機会をもっとつくらなければと

思う良き旅となった。

別れの 日は西日本への台風の接近により、飛行機、電

車への影響もあり急遽帰宅方法の変更を余儀なくされるな

ど影響も出た者もいたが、幹事役の新田氏には事前の準備

から解散までの対応に心から感謝を申し上げ報告といたします。

６．健康で生きること

今回本州最北の青森での同期会、私にとって初めての青森でもあった。

最近、某テレビ特集番組で「青森県人の気質について」を見る機会があった。

温泉地に向かう運転手にそれとなく聞いたところ「我慢強い」ことかな。「我慢

強くないとここでは生活できない」とテレビと同じ答えが返ってきた。私が青

森県人を知るのはただ一人、今回幹事を務めた新田良雄氏である。

このことに納得できる好人物である。さて、実は昨年暮れのある週刊誌に掲

載された青森県にとって気になる記事が目に留まった。その内容次の通りであ

る。

青森県と言えば「リンゴ」。 年度の生産量は全国 位で

総生産量の全国 割近くを生産しているそうである。「リンゴ」

と言えば健康食品で「一日 個のリンゴで医者いらず」との諺

もある。実際リンゴには食物繊維やカリウムなど健康の維持に欠

かせない成分を多く含む。

週刊紙の「青森県はなぜ早死にするのか」とのタイトルと合わせ次の項目が

目に止まった。

厚生労働省が平成 年 月１３日発表した 年の都道府県別「生命表」

によれば青森県の平均寿命は男性： 歳、女性： 歳と共に全国で最下

★ 早朝から超濃厚スープが青森流「朝ラーメン屋」

★ 野菜は食べるが、漬物が主流

★ インスタントラーメン・缶コーヒー消費全国 位、

★ 豪雪だから「外出しない」「運動しない」「病院にいけない」

★ 食塩摂取量は男性が 位、女性は 位

★ リンゴは食べない
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位であるばかりか、男性は９回女性は４回連続とのことである。この調査は５

年に一度開催されることから、青森県の男性は 年以上、女性も 年にわた

り底に沈んだままとある。

ちなみに、男性１位は滋賀県の 歳、女性が長野県の 歳である。

青森県がん・生活習慣病対策課によれば「長年、塩分は多く摂って、野菜は

食べない食生活、喫煙率の高さ、多量飲酒者が多いこと、運動不足などが挙げ

られ、対策に取り組んでいるがなかなか効果が出ない」と言う。別の統計から

主な死因による全国順位を見ると、糖尿病：全国 位、がん： 位、腎不全：

位肝疾患： 位、肺炎： 位、脳血管疾患： 位と軒並み上位に並ぶ。がん検診

の受診率は全国平均ではあるが受けるのが遅く病院に行きたがらない人が多い

と書かれている。

このことで決して青森県人を、貶したり、馬鹿にしている訳ではありません。

古希を迎えた我々同期、体の変調がいつ起こっても不思議ではない年齢となり

ました。

皆が元気でまた集まることができるよう、このことを「反面教師」ととらえ、

よく体を動かしバランスの取れた食生活を常に考え、平均寿命＝健康寿命とな

れるよう、日々生活したいものです。

「学会」開催にチャレンジ 
昭和 48 年 畜産学科卒 横 田 克 巳  

大学卒業後 48 年、此れまで様々な事に出逢い沢山の事を経験、泣き笑いの人

生を送ってきた。 
川崎市に奉職し動物園勤務となる。動物園で社会教育専門を目指し学芸員資

格取得に挑戦、再び 2 年間の社会人学生となる。獣医進学も考えてはいたが世

界の動物との出逢いを夢見て動物園の世界に専念、シマウマに蹴られ「顔面骨

折、突き飛ばされて「左腕筋肉・表皮其々7～8 針の縫合」と人体体験学習？と

波瀾万丈の人生を送る。 
ある日、進化生物学研究所(財団)より「系統維持の協力で貴重種であるレムー

ル 4 種の飼育維持管理をして貰えないか？」の打診を受け飼育繁殖に夢弾ませ

快諾はしたものの全くの飼育管理情報はなしのゼロスタート。建物展示構想は

約 320 平米の広さにレムール生息地、マダガスカルを模した「絵」を描き進化

生物研究所からの指導協力を受けながら準備したものの直前で折しも世間はサ

ッカーブーム、多額の予算を川崎ベルディーのホームグランド改修費に流用さ

れ当年度計画事業中止となり悔しい思いをさせられた。 
次年度も計画が予算化され施工実施となる。建物中央に観覧通路を取り入れ、

39



 40 

来園者が通路を通過する姿が外から見るとおりの中に閉じ込められ、その周り

をレムールの仲間が縦横無尽自由に動き回る画期的建物が完成！作り上げた建

物が宝くじ券のデザインに採用され、関東地区で発売されたことがある。 
又、動物展示グランド内の樹木保護策の隙間にマーコール(国際保護動物貴重

種・ヤギのの仲間)の首が挟まり、心肺停止状態となる。首がとても長くなり簡

単に外せる状況下ではないものの未だ体から温かさが感じられ、正に緊急事

態！どうにか地面に抱き下ろし一心不乱に強制心臓マッサージ強行、すると「ヒ

ッ」と一声発生、突然呼吸が始まり蘇生の瞬間、「死」から「生」の境を目の当

たりにし貴重な経験をしたと自負している。 
現在は田舎（萩）に帰り生まれ育った実家の管理をしながら萩市内の小学校

にて「理科」「国語「道徳」教科で動物を教材に「親子の絆」「命」「心」等の社

会教育の一環で支援授業を実施中。萩に、天然記念物の「見島ウシ」山口県特

産「無角和牛」の貴重種の存在に目を惹かれ動物学と畜産学の融合環境の中に

其々の時間軸を刺し込み、「交差的、接点」を文化と表現をし、現在所属してい

る「生き物文化誌学会」の趣旨視点より考察をすべく萩例会（学会）開催を企

画、表題の作成、内容の構成、演者選定、会場確保等々開催迄七年の歳月が係

るとは！本部事務局理事・教授・助教授との学会開催に向けて赤ペンバトルの

開始、数々の困難、難解問題を乗り越えながら準備を進める。 
アクセスの不便の地「萩」での開催が如何に大変かを実感、主要都市での開

催であれば会場設定のみで参加参集が容易である事に比べ開催地迄の送迎等の

不便さを体験。募集定員 80 名に対し国外からの参加者を含め 130 名の参加者を

得萩博物館にて開催に至る。地方での学会開催に 130 名もの参加者を得ての開

催は初めてとの事、観光地「萩」ならではと思える。翌日は「世界遺産」への

エクスカーション実施、「牛車」保存の金谷神社見学を終え、全行程無事終了。

開催迄幾多の難題を乗り越え少しの達成感。萩例会が Yahoo・GoogIe 両方で其々

紹介されている。Yahoo・GoogIe の検索項目は「見島ウシ・無角和牛」で講演

内容・「萩市大字須佐 5525」で萩世界遺産と椿群生林の 2 項目検索題名の表示

で其々内容を見ることができる。興味が有れば是非検索を。農大でのテニス経

験が素晴らしい人との出逢いを得、僅か 4 年間の短いテニス経験かもしれない

けれど人生の全てにテニス経験をしたことに助けられ素晴らしい人脈が出来た

と自負している。此れからもテニスを楽しみながら沢山の出逢いを求めポジィ

ティブ人生を送りたい。 
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社会人になって 
平成 29 年 食料環境経済学科卒 篠 崎 航 平 

第百十二期農友会硬式庭球部卒部生、篠崎航平です。

東京農業大学を卒業して約半年が経ちました。社会人１年目としてまだまだ

右も左もわからないまま過ごしています。そんな中で、大学で過ごした経験や

友人は、自身にとって大きな支えとなっていました。社会人というのは、新し

いことだらけです。新しい物事に取り込んでいく中で感じるストレスは自身が

予想していた以上に大きいものでありました。休日も仕事のことを考えてしま

い、いつの間にか悪循環に陥っていました。そんな中農大テニス部の存在は私

の中で本当に大きなものでした。仕事で辛かった時などはテニスをしてリフレ

ッシュをしています。テニスをしているときは、学生に戻ったような気持ちで、

楽しい時間です。また、テニスをしていると学生時代のことも思い出します。

しかし、普段から運動をしていないため体の衰えはごまかせないものでありま

した。現役を引退しても何かしらスポーツをしなければならないと感じた瞬間

でした。

さて、農大テニス部にとっては、スポーツ推薦世代がいなくなり、一般で入

られた人たちがほとんどだと思います。私の代で三部から四部に落としてしま

ったことは後輩たちには本当に申し訳ないと感じています。正直、「今年のリー

グ戦は大丈夫だろうか」とハラハラしていました。しかし、四部に残留したと

報告を受け、内心ほっとしました。今後の農大テニス部が上に上がれるよう私

自身、微力ながらお力添えをさせていただきたいと思います。

末筆ではございますが、農友会硬式庭球部の益々のご活躍をお祈り申し上げ

ます。

卒業して一年 
  平成 29 年 国際バイオビジネス学科卒 松 田 奈 々 

  第百十二期の松田です。この度は、躍進に投稿させていただきありがとうご

ざいます。 
  さて、社会人になってもうすぐ一年が経過します。社会人になってチャレン

ジすることや厳しいこと、多々ありますが、楽しいと前向きに思いながら過ご

しています。実業団にも誘っていただき、テニスも続けています。 
  社会人になって、よく思うことがあります。硬式庭球部に入部して過ごした

四年間は本当に大切だったということです。現役の後輩たちは、目の前にある

部活のことを全力で立ち向かってほしいです。練習・一人ひとりの役割・チー

ムの目標とか、考えるとキリがないです。辛いことや、嫌になることばかりで
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す。逃げたくなると思います。私も実際に弱音を吐きながら逃げていました。

しかし、少しでも良い方向に持って行こうというポジティブな考えとチームメ

イトの存在が大きく乗り越えられました。チームメイトがいたからこそ、4 年間

過ごせたのも同然です。先輩・後輩・同期は今でもかけがえのない仲間です。

自分を信じて、チームを信じて、どんどん突っ走ってください。 
  また、農大に練習に行かせてください。OB 会にも積極的に参加していきたい

と思っております。 
  末頭ではございますが、農友会硬式庭球部の益々のご健勝を心よりお祈り申

し上げます。 

 
 

ＯＢ会だより

◎活動報告 平成二十九年

４・９ コート開き・ＯＢ総会

１０・１５ 合同練習会・リーグ戦結果報告会四年生引退式

創設 周年記念式典祝賀会（詳細別掲）

◎新入会員の紹介

篠崎 航平さん（食料環境経済学科）

秋田 勝太郎さん（栄養科学科）

浅地 亮佑さん（森林総合科学科）

市川 翔悟さん（森林総合科学科）

山崎 大輝さん（栄養科学科）

松田 奈々さん（国際バイオビジネス学科）
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部活動報告

男子

平成二十九年度 関東大学テニスリーグ（第四部） 
第一戦 成城大学 ９月６日 東農大コート（２対７） 
Ｄ１ 塩野・向井（３－６ ４－６）武智・石井○ 

２ 本間一喜・山添（５－７ ２－６）上保・依田○ 
３ 金納・大里 （４－６ ４－６）上西・志村○ 

Ｓ１ 高野（５－７ ４－６）石井〇 
２ 金納（１－６ ４－６）上保〇 
３○山添（３－６ ６－１ ６－３）志村 
４○本間凌太（６－１ ６－１）上西 
５ 前田（６－４ ３－６ ４－６）武智〇 
６ 松尾（３－６ ６－７（４））依田〇 

 
第二戦 東京大学 ９月９日 東農大コート（３対６） 
Ｄ１ 塩野・向井（４－６ ６－３ ４－６）田村・代慶○ 

２ 本間一喜・山添（１－６ ７－６（５） ３－６）松村・野田○ 
３ 金納・大里 （２－６ ０－６）原・倉持○ 

Ｓ１○金納（６－３ ６－２）野田 
２ 高野（２－６ ０－６）松村○ 
３○山添（６－３ ３－６ ７－５）倉持 
４○本間凌太（６－４ ３－６ ７－６（３））菊池 
５ 前田（７－６（１０） ２－６ ４－６）田村○ 
６ 松尾（２－６ １－６）原○ 

 
第三戦 順天堂大学 ９月１２日 東農大コート（６対３）  
Ｄ１ 塩野・向井（１－６ ３－６）岡本・永山○ 

２○金納・本間凌太（６－２ ６－１）中谷・伊藤 
３○本間一喜・大里 （７－５ ６－４）木原・笹月 

Ｓ１○金納（６－７（２）６－２ ６－２）中尾 
２ 高野（３－６ ０－６）永山○ 
３○本間凌太（６－０ ６－０）中谷 
４○山添（６－１ ６－３）米山 
５ 前田（４－６ ６－７（５））岡本○ 
６〇松尾（６－２ ６－１）笹月 
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第四戦 国士館大学 ９月１５日 国士館大コート（４対５） 
Ｄ１ 本間一喜・大里 （４－６ ３－６）寺薗・荒木○ 

２ 塩野・山添（３－６ ２－６）竹田・松本〇 
３○金納・本間凌太（６－４ ６－３）藤井・相賀 

Ｓ１ 高野（２－６ ２－６）藤井○ 
２○金納（６－４ ６－２）相賀 
３ 本間凌太（０－６ ０－６）竹田○ 
４○山添（６－２ ６－０）荒木 
５ 前田（２－６ ０－６）寺薗○ 
６○松尾（６－２ ６－２）小関 

 
最終戦 関東学院大学 ９月１８日 関東学院大コート （３対６） 
Ｄ１ 塩野・大里（１－６ ３－６）岸・吉野○ 

２ 金納・本間凌太（６－２ ２－６ ５－７）眞家・新谷〇 
３ 向井・山添 （３－６ ５－７）成田・佐口〇 

Ｓ１○金納（３－６ ６－４ ７－６（４））眞家 
２○本間凌太（６－２ ６－４）新谷 
３○山添（６－０ ６－２）佐口 
４ 本間一喜（１－６ ２－６）岸○ 
５ 松尾（６－１ ５－７ ３－６）吉野○ 
６ 前田（２－６ ３－６）成田○ 

（以上の結果第四部四位） 

平成二十九年度 関東学生新進テニス選手権（新進）  
二次準決勝単複出場者なし  
 
平成二十九年度 関東大学テニストーナメント（春関） 
男子単二次準決勝  
向井（０－６ １－６）玉城（中央大学）○ 

男子複二次準決勝  
塩野・山添（３－６ ３－６）本玉・園田（慶応義塾大学）○ 

 
平成二十九年度関東大学テニス選手権大会（夏関） 
二次準決勝単複出場者なし 
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女子

平成二十九年度 関東大学テニスリーグ 第三部

第一戦 対法政大学 ９月５日 法政大コート（０対７）

Ｄ１ 増田・大川（１－６ １－６）江見・下地〇

２ 吉田・川田（０－６ ３－６）長野・林〇

Ｓ１ 大川（０－６ １－６）下地〇

２ 星野（１－６ ２－６）江見〇

３ 吉田（０－６ ３－６）竹内〇

４ 増田（０－６ １－６）林〇

５ 川田（０－６ １－６）小松〇

第二戦 東洋英和女学院大学 ９月８日 東洋英和大コート（３対４）

Ｄ１〇増田・大川（７－５ ６－７（５）６－３）山本・平形

２ 吉田・川田（６－４ ５－７ １－６）榊原・真壁○

Ｓ１ 大川（３－６ ６－７（１））山本〇

２ 永吉（０－６ ０－６）平形〇

３〇吉田（３－６ ７－５ ７－６（４））坂下

４ 増田（４－６ ６－４ ４－６）真壁○

５○川田（６－２ ７－６（４））瀬古

第三戦 対順天堂大学 ９月１１日 東農大コート（３対４）

Ｄ１〇増田・大川（７－５ ６－１）川田・市川

２ 吉田・川田（２－６ ４－６）割谷・鈴木○

Ｓ１〇大川（６－３ ６－０）関

２ 永吉（６－２ ０－６ ２－６）鈴木〇

３ 吉田（４－６ ６－４ ４－６）割谷○

４ 増田（５－７ ２－６）川田〇

５〇川田（６－４ ６－０）市川

第四戦 対日本体育大学 ９月１４日 日本体育大コート（０対７）

Ｄ１ 増田・大川（１－６ ４－６）前田・江尻○

２ 吉田・川田（６－３ ０－６ ２－６）江口・鈴木○

Ｓ１ 大川（１－６ ６－３ １－６）前田〇

２ 星野（１－６ １－６）森川〇

３ 永吉（４－６ ０－６）吉田〇

４ 吉田（５－７ ４－６）小田○
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５ 川田（６－４ １－６ ４－６）芳地○

第五戦 対東海大学 ９月１７日 東農大コート （６対１）

Ｄ１〇増田・大川（６－２ ６－３）加藤・江口

２〇吉田・川田 （３－６ ６－３ ６－２）吉村・山本

Ｓ１〇大川（６－０ ６－２）江口

２ 永吉（０－６ ２－６）山本○

３○吉田（６－２ ６－１）加藤

４〇増田（６－４ ２－６ ６－４）木下

５〇川田（６－４ ６－２）吉村

入れ替え戦 対東京女子体育大学 １０月８日 東農大コート （５対２）

Ｄ１○増田・大川（６－３ ６－１）尾越・福沢

２〇吉田・川田（３－６ ６－３ ６－２）梛野・佐々木

Ｓ１○大川（６－２ ６－２）桑原

２ 永吉（２－６ ５－７）尾越○

３〇増田（６－３ ７－６（１））梛野

４〇吉田（６－２ ６－４）福沢

５ 川田（４－６ １－５ ）佐々木〇

（以上第三部四位）

平成二十九年度 関東学生新進テニス選手権（新進）

女子単二次準決勝

増田（１－６ ６－４ １－６）下地（法政大）〇

星野（１－６ ６－１ ４－６）初沢（山梨学院大）〇

川田（４－６ ２－６）中村（慶應大）〇

〇大川（７－６（３）６－１）吉田（日本体育大）

女子単二次決勝

〇大川（２－６ ６－３ ６－３）吉原（専修大）

女子単本戦１

大川（３－６ ０－６）横川（山梨学院大）〇

女子複二次準決勝

〇増田・大川（６－１ ６－２）芥川・岩井（東海大）

吉田・川田（６－３ ６－７（２）１０－１２）渡部・小林（学芸大）〇

〇星野・林（６－３ ４－６ １０－８）山口・小田（山梨学院大）
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女子複二次決勝

増田・大川（６－２ ３－６ １２－１４）其田・鈴木（青山学院大）〇

星野・林（１－６ １－６）前田・林（日大）〇

平成二十九年度 関東学生テニストーナメント大会（春関）

女子単二次準決勝

〇増田（６－３ ６－１）高山（成城大）

星野（０－６ ０－６）竹内（法政大）〇

〇大川（６－１ ６－０）谷（駒沢大）

〇川田（６－１ ６－３）庄崎（東洋学園大）

女子単二次決勝

増田（１－６ ２－６）竹本（明治大）〇

〇大川（７－６（３）６－４）後藤（山梨学院大）

川田（４－６ ６－２ ２－６）羽澤（駒沢大）〇

女子単本戦１

大川（３－６ ４－６）梶谷（駒沢大）〇

女子複二次準決勝

星野・林（３－６ ２－６）小野・久保田（東洋学園大）〇

〇大川・川田（７－５ ６－３）高柳・北島（立教大）

女子複二次決勝

大川・川田（１－６ ３－６）大矢・清水（早稲田大）〇

平成二十九年度 関東学生テニス選手権大会（夏関）

女子単二次準決勝

〇大川（６－２ ６－３）長尾（日本体育大）

川田（２－６ ２－６）前田（日本体育大）〇

女子二次決勝

〇大川（６－４ ２－６ ６－１）長野（山梨学院大）

女子本戦１

大川（０－６ ０－６）根本（東洋学園大）〇

女子複二次準決勝

増田・永吉（３－６ ０－６）渡邊・野田（日本大）

平成二十九年度 全日本学生テニストーナメント予選（インカレ予選）

女子単１

大川（１－６ １－６）鈴木（専修大）〇
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さ ら ば 先 輩

濱野 翔大（ビジネス 機動戦士フォイダム！怒涛の 連リピート！！

大内 怜 ビジネス 難波の核弾頭、飛び出せテポドン

塩野 亜斗夢（ビジネス） ！！ウノウノウノ ～

三反田 巧（ビジネス）１＋２は～～三反田！！

村山 瑠惟（ビジネス）忘れてたまるか、村山の「ブッシッ」

増田 舞優乃（健康）ねこばす主将 ・・ 今日も農大まで連れて行って～

吉田 栞菜（応用）ねばねば納豆

星野 友希（開発）サーブ曲がりすぎなんです、えぐいんです。
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平成 年度テニスリーグ

男子順位表

第 部 位 早稲田大学 位 慶応義塾大学 位 中央大学

位 法政大学 位 明治大学 位 亜細亜大学

第 部 位 日本大学 位 東海大学 位 青山学院大学

位 専修大学 位 日本体育大学 ６位 駒澤大学

第 部 位 立教大学 位 筑波大学 位 東洋学園大学

位 上武大学 位 東京国際大学 位 成城大学

第 部 位 東京大学 位 成城大学 位 国士舘大学

位 東京農業大学 位 帝京大学 位 明治学院大学

第 部 位 順天堂大学 位 関東学院大学 位 東京理科大学

位 横浜国立大学 位 東京学芸大学 位 獨協大学

第 部 位 千葉商科大学 位 学習院大学 位 千葉大学

位 東洋大学 位 神奈川大学 位 國學院大学

第 部 ① 上智大学 ② 玉川大学 ③ 横浜市立大学

④ 首都大学東京 ⑤ 東京経済大学 ⑥ 一橋大学

⑦ 神奈川工科大学 ⑧ 宇都宮大学 ⑨ 山梨学院大学

⑩ 東京工業大学 ⑪ 埼玉大学 ⑫ 大東文化大学

⑬ 流通経済大学 ⑭ 東京都市大学 ⑮ 都留文化大学

⑯茨城大学 麗澤大学 共栄大学

桜美林大学 文教大学 明海大学

桐蔭横浜大学 白鵬大学 創価大学

明星大学 日本工業大学 電気通信大学

芝浦工業大学 東京農工大学 国際武道大学

国際基督教大学 高崎経済大学 拓殖大学

高千穂大学 武蔵野大学 東京外国語大学

千葉工業大学 山梨大学 工学院大学

群馬大学 武蔵大学 駿河台大学

敬愛大学 東京電機大学
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女子順位表 
第１部 1 位 早稲田大学 2 位 筑波大学 3 位 慶應義塾大学 

4 位 亜細亜大学 5 位 明治大学 6 位 山梨学院大学 

第２部 1 位 日本大学 2 位 立教大学 3 位 専修大学 

4 位 青山学院大学 5 位 駒澤大学 6 位 法政大学 

第３部 1 位 東洋学園大学 2 位 日本体育大学 3 位東洋英和女学院大学 

4 位 順天堂大学 5 位 東京農業大学 6 位 東海大学 

第４部 1 位 東京国際大学 2 位 東京女子体育大学 3 位 東洋大学 

4 位 聖心女子大学 5 位 日本女子体育大学 6 位 学習院大学 

第５部 ① 上武大学 ② 成蹊大学 ③ 東京大学 

 ④ 成城大学 ⑤ 東京学芸大学 ⑥ 一橋大学 

 ⑦ 横浜市立大学 ⑧ 群馬大学 ⑨ 明海大学 

 ⑩ 武蔵大学 ⑪ 東京理科大学 ⑫ 横浜国立大学 

 ⑬ 文教大学 ⑭ 明治学院大学 ⑮ 高崎経済大学 

 ⑯ 千葉大学 昭和女子大学 明星大学 

 大妻女子大学 上智大学 白鷗大学 

首都大学東京大学 創価大学 宇都宮大学 

流通経済大学 桜美林大学 都留文科大学 

共立女子大学 国士舘大学 東京工業大学 

神奈川大学 国際基督教大学 埼玉大学 

武蔵野大学 玉川大学 國學院大学 

白百合女子大学 茨城大学 東京外国語大学 
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東京農業大学庭球部 OB 会 
常磐松テニス倶楽部 

創設１００周年記念のページ 
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創設１００周年記念行事を終えて  
―１００周年は一つの通過点―   

記念行事委員長 昭和 40 年 造園学科卒 宇 野 晃 
東京農業大学庭球部 OB 会創設１００周年、誠におめでとうございます。 
平成２９年（２０１７年）１０月１５日、東京農業大学の世田谷キャンパス

内レストラン「すずしろ」に於いて「庭球部 OB 会創設１００周年記念式典・

祝賀会」を執り行いました。 
当日はご来賓として大学から副学長の新部昭夫先生、校友会から外園 𢜟𢜟副会

長、前農友会硬式庭球部長の杉本隆重先生、現部長の樫村修生先生のご臨席を

戴きました。

明治３７年（１９０４年）、秋の農友会臨時大会において「運動部」が設立さ

れましたが、この「運動部」というのが「庭球部」のことで現在の「体育団体

連合会」の中では最も早く設立されたことになります。

この誕生から１３年後の大正６年（１９１７年）に「東京農業大学庭球部後

援会」が産声をあげ、その後、名称の変更はありましたが現在の「東京農業大

学庭球部 OB 会」（常磐松テニス倶楽部）に引き継がれ平成２９年で「創設１０

０周年」を迎えました。 
創設当時の記録や資料などは全くなく、伝え聞くことも出来ず推測に過ぎま

せんが卒業生が後輩の現役部員を思う心は今と同じか、あるいはそれ以上だっ

たかも知れません。 
そのあと低迷の時代があったようですが、偶々昭和１１年と１６年の資料が

見つかりましたので添付致します。何分古い資料で不鮮明なものでお許し下さ

い。庭球部の活躍と同じころ OB 会（当時は常磐松庭球倶楽部）の活動も活発

になり現役部員が OB（先輩）回りをして物心両面から援助を受けたと伺ったこ

とがあります。 
私は学生時代から OB 会に携わっていて先輩方からたくさんの教えを受け、

育てていただきました。 
その恩は先輩にはお返しできませんが後輩に伝えることが私の使命と思い、

今まで続けてきました。 
私が一番長く仕えた田中正六会長は多くの言葉を残されました。 
その中に「農大庭球部を卒業した学生を是非我が社に採用したいと言われる
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ような部であって欲しい」という言葉です。 
又、当時の印刷はガリ版の謄写版でしたが、失敗しない方法を教えてもらえ

たことは OB 会の案内状を作るのに大いに役立ちました。 
もうお一人は谷 紀信先輩で「庭球部７５年史」の編集などで古い資料（写

真）の提供や文章の書き方、構成などを細かく教えてもらえたことで予定通り

に出版することが出来ました。 
その先輩も勤務中の事故で早くにして亡くなられたことは本当に残念でなり

ません。 
更にこの「躍進」の前身である「庭球部報」の提案者の元庭球部長金木良三

先生がこの「１００周年」を前にしてご逝去されたことが残念で心残りです。 
青春時代を「東京農業大学農友会硬式庭球部」で過ごした仲間たち、かけが

えのない生涯の友と出会い、又、人生のパートナーとめぐり合い、親子か孫ほ

ど年齢差の先輩や後輩とのつながりがあるというのもこの「OB 会」なのです。 
 

１００周年は一つの通過点です。これからも会則の目的にもあるように「会

員相互の親睦を図り、庭球部の発展に寄与する」ことに向かって更なる発展を

しようではありませんか！ 
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昭和 11 年資料 

昭和 16 年資料 
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創設１００周年記念行事御出席者一覧 
ご来賓の皆様

農大副学長 新部 昭夫様

校友会副会長 外園 𢜟𢜟様

代前部長 杉本 隆重様

代現部長 樫村 修生様

・ の皆様

卒 杉山 卓 卒 鶴丸 克郎 卒 高木 隆雄

卒 小野 昭 卒 一谷 まり子 卒 高木 絵実

卒 坂内 和典 卒 小林 正章 卒 篠原 宏明

卒 青木 俊雄 卒 三浦 晴男 卒 渡辺 宏行

卒 廣瀬 清純 卒 加藤 脩三 卒 庭山 裕

卒 水澤 辰夫 卒 田村 孝二 卒 川住 素子

卒 菊地 実 卒 笹田 陽子 卒 朝日 百合香

卒 本多 信男 卒 重田 公子 卒 鈴木 健一

卒 宇野 晃 卒 横田 克己 卒 奥田 秀助

卒 大矢 四十六 卒 中川 正臣 元 卒 野中 俊文

卒 古市 光男 卒 松本 透 卒 山本 優貴

卒 梅津 誠 卒 九鬼 博 卒 松田 奈々

卒 小西 猛夫 卒 原 宏之 卒 林 優吾

卒 福岡 三雄 卒 山田 龍彦

卒 荒井 規夫 卒 三五 淳一 オブザーバー 九鬼 徹

功労者表彰 
大村 宏(S18)、杉山 卓(S19)、小野 昭(S25)、青木俊雄(S28)、坂内和典(S28)、 
雪村 侑(S30)、阿部幹郎（S32）、宇野 晃(S40)、片平成行(S45)、原 宏之（S49） 
 
庭球部 OB 会創設１００周年記念行事委員会委員名簿（平成 29 年 11 月 23 日散会） 
参 与 大村 宏(S18)、杉山 卓(S19)、小野 昭(S25)、青木俊雄(S28)、坂内和典(S28)、

雪村 侑(S30)、阿部幹郎(S32）、廣瀬清純(S32)、水澤辰夫(S34)、 
委員長 宇野 晃(S40)
委 員 菊地 実(S39)、本多信男(S40)、大矢四十六(S41)、熱海久子(S42)、荒井規夫(S43)、

大滝晴夫(S43)、鶴丸克郎(S43)、加藤脩三(S45)、小林正章(S45)、重田公子(S47)、
原 宏之(S49)、九鬼 博(S49)、奥田秀助(S59)、鈴木健一(S59)、冨田恭正(S62)、 
宮内 淳(H2)、鈴木隆広(H18)、          （敬称略）
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寄付者御礼 
OB 会創設１００周年記念行事の開催に際して、式典に出席されない方からも、 

ご寄付をいただきましたので、略儀ながら本誌上に掲載してお礼申し上げます。 
 

檜垣 宮都 (第 9 代部長) 神奈川県川崎市 
雪村 侑  (S30) 広島県竹原市 
谷 眞須江    東京都八王子市（谷 紀信(S31)H6:故人のご家族） 
河端 謙治  (S40)  京都府舞鶴市 
今  昭夫  (S41) 山形県西置賜郡 
岡本 俊光  (S42) 三重県松阪市 
熱海 久子  (S42) 東京都台東 
大瀧 晴夫  (S43) 神奈川県川崎市 
藤本 水石  (S43) 奈良県磯城郡 
大島  肇  (S45) 栃木県下都賀郡 
新田 良雄  (S45) 青森県青森市 
望月 和子    東京都世田谷区（望月一宜(S47)H29:故人のご家族） 
飯島 恵子  (S48) 東京都大田区 
広沢 久美子(S48) 東京都港区 
村井 光子  (S48) 東京都江戸川区 
吉川 静枝  (S48) 東京都町田市 
江間 順子  (S50) 東京都大田区 
西山 和枝  (S50) 東京都小金井市 
藤田 祐司  (S59) 静岡県静岡市 
保坂 大二郎(S59) 茨城県結城市 
今泉 俊之  (S61) 群馬県勢多郡 
小山 純一  (S62) 神奈川県横浜市 
田中 拓   (H 4) 東京都世田谷区 
栗原 信利  (H 5) 東京都町田市 

以上敬称略 
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創設１００周年にちなむ特別寄稿 
１００周年記念式典に参加して 

昭和 19 年 専門部緑地土木科卒 杉 山 卓 
私が正式にテニスを始めたのは青山学院中学２年の頃で、その後、東京農業

大学の緑地土木科（後の造園学科）に編入し、それ以来、農大のテニス部の一

員として、プレーして来ました。 
今日、最も私の記憶に残っているのは、来る日も、来る日も、当時のテニス

部長、城島さん（卒業後、千々岩さん）の指導の下での練習です。 
現在のようなテニスの靴は無かったので、裸足で、足の裏を水膨れにしなが

ら、テニスの練習をして居た頃の事を覚えています。 
（間も無く、第２次世界大戦が始まり、学徒出陣で、前橋の士官学校に入隊、

生死の訓練を繰り返し、卒業後、大阪の砲兵補充隊に配属された事です。） 
終戦を迎えて、自宅に居た時、農大テニス部の部員（氏名は記憶にありませ

ん）が来て、何か残って居るものは無いかと、訊ねて私の所に来た事です。 
私が保存していた、木のテニスラケット数本と、保管していた幾つかの試合

の優勝カップを渡し、終戦後の、テニス部の継続を依頼したことです。もう７

０年以上も昔のことで、定かに正確な氏名と人数は、私の記憶には残っていま

せんが。其の様にして、テニス部の歴史は繰り返して、継続されてきました。

今回 OB 会１００周年の記念日を祝う事が出来たのは、数多くの先輩諸氏の絶

えざる努力が、此の偉業を成し遂げる上に役立ったものと言わざるを得ません。

本日此処に、この伝統ある歴史と事実を、農大テニス部の部員一同で何時迄も

継続することを願って止みません。 
 
 
感謝状を戴いて思う事 

昭和 25 年 農芸化学科卒 小 野 昭 
平成２９年（２０１７年）１０月１５日、母校に於いて催された“東京農業

大学庭球部 OB 会創設１００周年記念行事”に出席させて戴き、OB 会発展に貢

献があったとして１０名の OB が表彰されました。計らずもその中の一人とし

て私も立派な感謝状を戴き、大変名誉な事と感謝致して居ります。 
我が庭球部 OB 会が１００周年の長きに亘り続いて居る事は、夫々の時代に

あって先輩諸氏及び後輩諸君のご努力があっての事だと思います。 
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特に戦争の激化によって解散を余儀なくされ、その存続さえ危ぶまれる状態

にあった我が庭球部を戦後いち早く再建に着手され、部としての機能回復に努

力され多大な業績を残された杉山一雄先輩の存在を忘れる事は出来ません。杉

山先輩は後に“躍進”の記事の中で“当時はそれ程の使命感を持って仕事をし

ていた訳ではなかった云々”と述べられて居ますが、先輩と共に部の復興に協

力して居た部員も殆ど居なくなった現在、生き残って居る者の一人として、杉

山先輩の功績を忘れてはならないと思っています。 
若しご存命ならば当然、此の度の表彰式に参列されるべき功労者だったと思

います。お目にかかれなかった事は本当に残念に思っています。 
現役部員の諸君は、卒業後は当然 OB,OG 会員となる事と思いますが、どうか

此の伝統ある常磐松テニス倶楽部の発展に尽力される様、強く希望致します。 
 
 
テニスと出会いが人生の資産となる 

昭和 28 年 農学科卒 坂 内 和 典 
１００周年記念祝賀会では大変御世話様になりました。 
年を重ねて来ますと、どうしても過去に思いを致すことが多くなって来ます。

過去に波瀾が多い程、印象は強いものです。 
楽しかったこと、苦しかったことでは、どうしても身にしむ様な状況は、実

に強く鮮明に細かい記憶となっています。 
太平洋戦争中、命がけの学徒動員の日々の様子、旧制中学時代、この経験は

人間の生存が自分ではどうにもならないものだということを、現実を通して試

練として与えられた。この試練は現在でも自己の生き方にどの様に影響したか

は鮮明ではありませんが、若い時代の命をかけた日々の経験が、万一、二度と

発生しても、それに耐える力が蓄積されているかも知れません。 
大学時代のテニスは、当時、苦しさに耐えることばかりでしたが、これが過

去となり、思い返しての印象としては苦しさが楽しみになってよみがえって来

ます。最善をつくすとこのようになるのでしょうか。 
テニスを通して自己の限界迄（それもどこ迄限界なのか試合中は不明）相手

と競うことが性格の中に植え付けられ、その後の人生経験に大きく支配的にな

っています。人間はこの様に自己の能力が限界に向って試される機会は決して

多くはない筈です。 
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正に貴重な若い時代の得難い与えられた体験です。人は様々な体験により豊

かな性格となり、これが人生を楽しく深い味わいのあるものにしてくれます。 
OB 会創設１００周年記念は、これからの長い歴史の１コマですが、輝かしい

伝統あるものにするには私共 OB、現役の心掛けと決意に拘わるものであること

を深く認識し、支えたいものです。 
皆さんの御健闘を祈ります。 

 
 
農大テニスＯＢ会百周年記念に参加しての雑感

昭和 32 年 農学科卒 廣 瀬 清 純

１．聳ゆるタンクは我母校

私は、農大テニス部 OB 会百周年記念事業のお陰で久々に農大テニス部を訪

れることができた。当日、学生時代を思い出し千歳船橋駅から小雨の中、うろ

うろと辺りを見回しながら大学へと向かった。当時、通学路は土埃の立つでこ

ぼこの道で雨の日はぬかるみの悪路であった。この道端には多くの農家があり

秋になると庭先には柿がたわわに実り秋の風情が感じられたものであったが、

今回は道路も整備され綺麗な住宅が建ち並び昔の面影のないその変化に驚かさ

れた。

大学に到着し構内に入ったのだが建物が多く学生に聞きながらようやく式典

会場に到達した。受付後、何よりもテニスコートを見たくその方向に向かい歩

いたがグラウンド周辺が変化していて難しく、しかし一段と高いコートフェン

スを発見、狭いところを通りテニスコートに入ることができた。昭和３０年前

後のこの周辺は、広い野球場、グラウンドと立派な桜並木、体育で使用してい

たバレーボールコート、テニスコートと隣の空き地のある場所、経堂方面まで

見渡せ散策もでき浩然の気を養える絶好の憩いの場所であった。

ようやくテニスコートに足を踏み入れることができた。テニスコ－トはフエ

ンスに囲まれ整備されたぴかぴかの３面のオムニコ－ト、立派なコートハウス、

暗くなっても練習ができる夜間照明など、コート数を除けば都下随一を誇れる

大学であると、ハード面の充実に驚かされた。大正４年青山の農大農場果樹園

を抜根整地し部員、OB の熱意と汗の結晶として新設コ－トが誕生、また青山常

常磐松の学舎が戦災にあい現在地に移転、部員一丸となり昭和２０年秋に野菜

畑を整地、念願のテニスコートを造成したと農大庭球部 年史に記されている。
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これが現在のテニスコ－トである。私はコートの入口に立ち、歴史を振り返り

ながら今までの先輩、また部長先生、監督、各位の並々ならぬ御努力の賜物と

熱くなるものを感じた。現役部員の皆さんも農大テニス部の伝統とその重みを

しっかりと日ごろの活動に生かしてほしい。昔日の青山常磐松に立つ聳ゆるタ

ンクも世田谷桜が丘の地に立つ農大の雄姿も紛れもない伝統ある「青山ほとり」

の堂々たるタンクである。

２．伝統ある青山学院大学との定期戦

農大庭球部 OB 会創設１００周年記念式典・祝賀会は来賓、多くの OB、OG、

現役学生が集い１００年の歴史を彷彿とさせるものであった。この会で印象に

残った話題としては創部以来１１３年、OB 会創設１００年の間で明治３８年以

来営々と続いている「対青山学院大学」との定期戦のことである。この伝統あ

る定期戦は周知のごとく青山常磐松時代から隣の学校との縁もあり関係者は毎

年一喜一憂思いで戦果を気にかけていた。大学のテニスレベルは時代の変遷と

ともに、大学の内部事情、学生数、等々で大きなうねりのように変化をしてい

る。農大は昭和４年までは青学に勝ったり負けたりで、やや圧され気味であっ

たようだ。しかし昭和５年から１７年までは殆ど勝ち、１３年からは 年連続、

勝ち続けている。この間農大は学連で８～９位の順位、青学は下位のランクで

あったようだ。１１年には大竹一男先輩が農大テニス史に残る唯一のオールジ

ャパン選手として出場を果たしている。参加者の口口から、早くまたインカレ

選手でもよいから出てほしいものだと囁かれていた。近年は青学との定期戦は

行われていないようであるが、試合数が多くスケジュール的にも難しいものと

思われる。少し残念でもあります。

３．明日に向けて

１００周年記念の一連の事業開催に当たっては大矢会長、宇野委員長をはじ

めとする委員皆様の献身的な準備、運営により参加者に感動を呼び起こしたす

ばらしい式典と内容でありました。さらに、学生諸君も含め琴線に触れる温か

い行き届いた案内や応対をいただき心より感謝とお礼を申し上げます。小雨で

ありましたが１００周年にふさわしい行事となりました。

今回、会の中で私は、樫村部長先生や新旧主将、出席者の多くから来年こそ

は昇部の年にしたい強い願望と部員の力強い決意を耳にし、これは実現できる

と意を強くしたところです。そのためには、OB 会は何をすべきかが問われます。

それは、多くの OB・OG が OB 会を通して積極的に支援体制に参加することに
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あります。

 
 
未だ未だ現役・・・のつもり 

昭和 39 年 農業経済学科卒 菊 地 実 
庭球部 OB 会創設１００周年記念式典祝賀会が、昨年１０月１５日に開催さ

れ、大盛会の内に無事終了した事を、先ずはお慶びいたします。 
私も行事委員の末席に名前を連ねさせて頂き、その上、祝賀会当日の乾杯の

音頭のご指名迄頂き、最後のご奉公と思い、微力ながらお手伝いをさせて頂き

ました。 
改めて、行事委員長の宇野さん、OB 会長の大矢さん、各行事委員の皆様に、

本当にご苦労様でした、の言葉をかけさせて頂きます。 
私も今年で７７才になりますが、この２０数年、未だに毎日２時間半程テニ

スを楽しんでいます。 
朝５時過ぎに起床し、２０分程ストレッチで体をほぐし、車で５分程の市の

テニスコートに出向き、６時から朝練と練習試合という毎日です。当然怪我と

は友達になっていますが、騙し騙し続けています。又、シニアのテニス連盟に

も加入しており、近県での試合にあちこちと飛び回っています。 
高校迄はバドミントンをやっており、大学でもバドミントンを続けようと思

っていたのですが、農大にはバドミントン部が無く、ラケットの型が似ている

から何とかなるだろうと思ったのがテニスとの付き合いの始まりです。 
今では本当に、テニスに出会えた事に感謝しています。身長が１８０ｃｍと、

当時では頭一つ抜けていた為、入学式の日、かなりの数の運動部から勧誘され

た事は、今では良い思い出です。 
最後に、私が実践して来た事の中から、これだけはと思う２つの事を書かせ

てください。 
１つは“継続は力なり”という言葉ですが、簡単な事ではありません。異常

と思える程の我慢と努力が必要です。テニスに仕事にぜひ取り入れて実行して

見て下さい。絶対最後に、続けていて良かった、やってて良かったと思う日が、

必ずやって来ます。 
もう１つは“信用”です。信用がなければ何事も始まりません。 
では、「信用とは何ですか」と、尋ねられたら即答出来ますか？答えは１つで
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す。約束を守る事と言うのが答えです。 
人間社会は全て約束事で成り立っています。 
約束した事を、１つ１つ確実に実行して行く事で信用が生まれ、次も又、君

に指名がかかります。 
そのくり返しなのです。 
ちょっと話が固くなり、好き勝手な事を書かせて頂きましたが、男子、女子

共上部を目指して、更なる飛躍をしてくれる事を願い、筆を置きます。 
 
 
庭球部 OB 会１００周年記念式典に参加して 

昭和 40 年 農業経済学科卒 本 多 信 男 
倶楽部で百年、農大庭球部から生まれたことに誇りのたまものであります。 
先人の部員の強い信念とテニス（庭球）競技活動で現代テニスを理解する知

識を部活動に生かしつつ、反省と継続をくりかえし、現在の活動に反映してお

ります。昭和２０年代から３０年代後半は、強い部員と弱い部員が入り混じっ

た時代だと思います。 
記念式典に一同が集まりの場所を設定してもらったことは有意義であったと

思います。 
OB 会も庭球部があってこそ活動出来る集まりで、これからは新しい運営に期

待致します。 
 
 
農大テニス部 OB 百周年に参加して 

昭和 44 年 短期栄養科卒 一 谷 ま り 子（旧姓岡本） 
四十年ぶりに母校農大を訪れ、OB 会百周年に参加できた事は、私にとって、

長年の念願が、やっと達成できたという、満足感と、参加させてくれた主人や、

まわりの人に、感謝の気持ちでいっぱいになり、この日のために準備をしてく

ださった方々に、改めて御礼申し上げます。中には、遠方から来られた 90 才の、

溌剌とした大先輩には、心から尊敬の念を抱きました。その反面、同期の参加

が一人も居なかった事は、とても寂しく、残念でした。しかし、それも日々の

同輩との意思の疎通のまづさが原因だと深く反省しています。これからは、連

絡を取り合って、集まる機会を作りたいと願っています。どうか、御協力をよ
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ろしくお願いします。 
今後、このような大イベントには、年令的に参加は無理だと思いますが、出

来る限り、現役の活躍を見守り、応援して行きたいと、思っています。 
私が今も時々思い出すのは、一年生の初めての合宿で、先輩 OB の方から、

ハムの差入れをいただき、それがとても美味しく、感激した事です。現役部員

のために、応援して下さる先輩を、頼もしく感じ、私達も卒業したらこんな先

輩に近づきたいと思いましたが、実際は、それらしい事は何も出来ず、今日に

至ってしまいました。悔いの残る事ばかりですが、現役と OB の気持ちが一つ

になる事が、農大テニス部を存続させるために、一番大事な事だと思います。

どうか一人でも多くの OB の協力と団結で、名実ともに強いテニス部になるよ

う、応援して行きたいと思っています。 
 
 
農大庭球部の伸展を願って 

昭和 45 年 農業工学科卒 三 浦 晴 男 
東京農業大学庭球部 OB 会 100 周年おめでとうございます。 
私は神戸在住、昭和 41 年から 4 年間テニス部に在籍し、入部から 1 年ほどし

て学連委員に、卒業まで務めました。数年前から、昭和 45 年春卒業生中心の農

大テニス部同期会が各地で開催されています。現役時代、部活動に参加するこ

とが多くなく、最初は、行きづらさを感じましたが、みんな仲良くこだわりな

く楽しい会で、ほとんど参加しています。 
現役の諸君、学業、テニスの練習に連日励んでいることと存じます。メンタ

ルトレーニングって知ってます？プラス思考、平常心、良い気持ちを保持する

など、心を自在にコントロールすることができれば、学業、テニスなど双方に

気持ちの切替ができ、いつも精神集中がなされ、能力向上が目指せます。又、

試合などにおいても、持てる力のすべてを発揮することが可能となります。社

会人になってからも、色々なシーンで生かされることに違いありません。試し

てみる価値があります。 
私、農大までは遠くなかなか行くことができません。部の動向はいつも気に

掛かります。 
後輩の活躍、部の躍進が励みとなっています。良い知らせを沢山届けてくださ

い。農大庭球部が、益々伸展することをお祈りしています。 
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OB 会１００周年記念行事に参加して 
昭和 59 年 農芸化学科卒 奥 田 秀 助 

今回の１００周年記念行事には準備の段階からお手伝いさせていただき、また

当日には式典と祝賀会ともに司会を務めさせていただきました。 
式典、祝賀会では、私が学生の頃にお世話になった先輩方にも久しぶりにお会

いでき、懐かしい思い出がよみがえりました。また、初めてお目にかかる大先

輩、遠路からおいでの方々、多数の OB にご参加いただきました。とても有難

く感謝いたしております。 
OB 会として１００周年を迎えられたことは、とても凄いことだと思います。 
これは、多くのＯＢが農大庭球部と、庭球部 OB 会に愛着を持っているからだ

ろうと思いました。これから先も庭球部がますます活躍して、庭球部とともに

OB 会が継続していくことを願っております。 
また、現役の学生諸君も卒業後は OB 会の会員として一層親睦を深め、現役部

員の支援にあたっていただきたいものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65



66



 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主催挨拶 大矢四十六 OB 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
来賓挨拶 新部昭夫農大副学長 来賓挨拶 外園𢜟𢜟農大校友会副会長 

 

記念行事写真 
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実行委員会委員長経過報告 宇野 晃 庭球部部長挨拶 樫村修生先生(第 12 代) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功労者挨拶 杉山 卓(S19)   功労者挨拶 小野 昭(S25) 
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功労者挨拶 青木俊雄(S28) 功労者挨拶 坂内和典(S28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大矢四十六会長 外園𢜟𢜟校友会副会長 新部昭夫副学長 杉本隆重前部長 樫村修生部長 

功労表彰受賞者 杉山 卓(S19) 小野 昭(S25) 坂内和典(S28) 青木俊雄(S28) 

宇野 晃(S40) 原 宏之(S49) 
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来賓並びに OB 集合写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来賓、OB 会功労表彰受賞者他、現役部員集合写真 
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乾杯の辞 菊地 実(S39)          挨拶 廣瀬清純(S32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挨拶 水澤辰夫(S34)  式典司会 奥田秀助(S59) 
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一谷まり子(S44) 笹田陽子(S47) 重田公子(S47) 

 

挨拶 鈴木健一監督(S59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

田村孝二(S47) 渡辺宏行(S53) 高木絵実(S53) 篠原宏明(S52) 庭山 裕(S53)  

宇野 晃(S40) 中川正臣(S49) 原 宏之(S49) 三五淳一(S51) 山田龍彦(S50) 松本 透(S49)  

九鬼 博(S49) 高木隆雄(S51) 

                       

                          

 

 

 

 

 

 

宇野 晃(S40) 梅津 誠(S41) 小西猛夫(S42) 福岡三雄(S42) 菊地 実(S39) 
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横田克己(S48) 川住素子(S57)  

加藤脩三(S45) 

 

 

 

 

 

三浦晴男(S45) 山田龍彦(S50)  

松本 透(S49) 

 

 

 

 

 

荒井規夫(S43) 菊地 実(S39) 現役部員 三浦晴男(S45) 田村孝二(S47) 

朝日百合香(S57) 小西猛夫(S42) 福岡三雄(S42) 鶴丸克郎(S43)、小林正章(S45) 

 

 

 

 

 

 

 

 
水澤辰夫(S34) 外園 𢜟𢜟校友会副会長 梅津 誠(S41) 古市光男(S41) 
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本多信男(S40) 水澤辰夫(S34) 

                                 

 

 

 

 

  

樫村修生部長先生と現役部員 

 

 

 

 

 

 

OB 会功労表彰受賞 杉山 卓(S19） 

 

 

 

 

 

 

 

学歌斉唱音頭 松本 透(S49） 

（敬称略） 

 

74



 75 

編 集 後 記 
 

今年のリーグ戦は男女ともに決して満足と言えるような結果ではなかった。 
男子は上入れ替えにかかるよう日々練習に取り組んできたものの、結果は４

部４位と、下入れ替えにかかってしまう可能性もあった。女子は去年３部へと

昇格したものの３部の世界はとても厳しく、簡単に勝たせてもらえる試合は１

試合もなかった。チームの団結力や技術力、精神力向上の必要性を身にしみて

感じることとなった。来年は男女ともに必ず昇格するために、日々の練習、一

人一人の意識向上が大切であると思う。 
また４月からの新入部員が現時点で男子は０人、女子は１人となっている。

強いチームを作っていくために新入部員の勧誘にも力を入れていかなければな

らない。 
今回、躍進発行にあたりご協力下さいました OB・OG の皆様に深くお礼申し

上げます。これからも農大庭球部のご指導・ご鞭撻の程宜しくお願い致します。

機会がありましたら、農大テニスコートにてお待ちしております。
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