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巻 頭 言 

自自己己紹紹介介とと 22002200 年年度度のの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卒業生の皆様初めまして。2020 年４月より、硬式庭

球部部長を仰せつかっております農芸化学科の大島です。本来なら春のＯＢ会

で挨拶の時間を頂きたいところですが残念ながらそれがかないません。そこで

まずは自己紹介させていただきます。私は、平成 20年に東京農業大学の大学院

を修了後、農大に教員として着任し、現在に至っております。テニスは中学時代

よりソフトテニスを始め、高校から硬式テニスに変更しました。他の大学の部活

で半年程部活を経験しておりますが、その時に怪我をしてしまいハードな練習

をするのが難しくなってしまいました。農大入学後はサークルでテニスを続け

ていましたが、硬式庭球部には入部しておりません。農大入学前はクレーコート

を手動のローラーで鎮圧していた辛い思い出がありますが、農大に来て学生が

電動ローラーを運転しているのを見た時は衝撃を受けました。学内のスポーツ

大会のテニス競技で樫村先生と杉本先生に出会い、現在に至っています。 

次に、農大と庭球部の３月以降の状況を報告いたします。新型コロナウイルス

対策のため、2019 年度の卒業式と 2020年度の入学式の式典は中止となり、授業

も 2020年度前期は全てオンラインで開講してきました。部活も全面活動禁止と

なりました。7月に入り、各団体が所属する連盟が試合開催を予定していること、

練習にはキャンパス外の施設を使用すること、練習中は現場監督者が同行する

ことを条件に活動が許可されることになりました。庭球部も活動許可申請を出

し、７月中旬から一日２時間、週２～３日ですが練習を再開しました。学外で練

習するにあたっては、ＯＢの皆様から寄付いただいたスポーツ基金をテニスコ

ート料として使用させていただきました。この場をお借りして厚く御礼申し上

げます。 

後期からは実験実習の授業を中心に一部だけですが、対面授業を再開しまし

た。学内で練習ができるようになったのは 10月上旬になってからでした。です

が、以前のように自由には練習できず、現在も練習には現場監督者の同行が必須

になっています。松本監督や樫村先生の協力をいただき、現在は男女とも週４日
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で各３時間程度の練習を行っています。 

今年度は部活動を再開させることに力を使ってしまい、学生と今年の目標を

話す機会を逃してしまいました。Zoomを使ってはじめて部員に挨拶したときは、

コロナ対策の徹底と、活動休止期間が長いので怪我をしないペースで練習する

ように伝えました。活発な新入部員の勧誘活動もできませんでしたが、今年度は

男子５名、女子３名が入部しました。 

今年度の関東大学テニスリーグは残念ながら中止となり、４年生にとっては

非常に辛い報告でした。10 月には関東学生テニストーナメントが開催されまし

たが、残念ながら練習不足のため、本来の力を発揮できず思うような成績を出せ

なかった選手が多かったです。ですが、男女とも優秀な学生も入部してきており、

女子は次回のリーグ戦では昇格を目指す力が十分に存在すると思います。ＯＢ

の皆さんも是非期待していただき、現場で試合の声援をしていただけるとあり

がたいです。もちろん男子も 2部昇格に向け練習に取り組んでおります。 

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が進ん

でいます。キャンパス整備もほぼ終了し綺麗で緑が多く、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を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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2



 
 
 

3 

ココロロナナ禍禍のの令令和和２２年年  

 

ＯＢ会会長 大 矢 四 十 六 

 

 本年は新型コロナウイルス感染症の蔓延による災害の年でありました。この

病の拡大防止のための三密の回避から大学では授業とともに卒業式入学式など

の行事を取りやめたばかりでなく、キャンパスへの入場にも制限を加えました。 

 この影響を受けて当会も本来の活動ができませんでした。すなわち学生とと

もにキャンパスの施設やコートを利用した練習会や懇親会を全く開けませんで

した。さらに総会もできなかったために、経常の審議事項のほか役員改選や部長

から推薦の依頼を受けていた監督候補の決定などが実施できませんでした。な

お、新監督については副会長の松本会員から引き受けの意思表示をいただいた

ので、執行部と幾人かの役員の同意を得て部長に推薦いたしました。また、役員

の改選については次回の総会まで延期させていただきました。 

 このようにネガティブなことばかりが起こっている中で驚嘆すべき明るい話

題があります。それは私の知る限りコロナウイルス感染症のクラスターがテニ

ス部に発生していないことです。これには部員一人一人が規律を守りまさにス

ポーツ人として強い意志をもって対処をしてくれているからです。現役の部員

全員に感謝いたします。 

 そこで、令和２年の現役功労者記念品はコロナ禍への素晴らしい対応に感謝

の意を込めて部員全員に贈呈させていただくことにいたしました。 

 さて、来たるべき令和３年はどのような年になるのでしょうか。ワクチンの接

種などにより集団免疫を獲得してコロナ禍が収束に向かい、マスク顔がなくな

るまではいかないとしても、各種のイベントや懇親の会食がスムースに行える

ようになってほしいものです。 

 

「躍進」バックナンバーご寄贈のお願い 

 前号でもお願いしましたが最近の「躍進」を図書館に寄贈して永久に保管いた

だいています。そこで庭球部の歴史を物語る貴重な書物ですので創刊号から全

巻をそろえて寄贈することにいたしました。すでにそのほとんどが皆様のご協

力により集まりましたが、バックナンバーのうち次の２年分が欠落しています。 

    「昭和５９年度躍進第２２号」と「平成１５年度の躍進第４０号」 

この２号についてお持ちの会員にご寄贈いただきたくお願いいたします。お貸

しいただける場合でも結構です。複製を作成の後に元本をお返しいたします。 

事務局まで連絡をよろしくお願いいたします。 

3



 
 
 

4 

ＯＯＢＢ・・卒卒業業生生各各位位へへののおお願願いい  

  

監督 松 本 透 

 

監督としては「躍進」への初投稿になります。本来であれば、戦績の発表、反

省、次年度に向けての抱負を語るところでありますが、昨年度は冒頭からコロナ

禍でリーグ戦はおろか公式戦としての個人戦も春の関東学生大会が秋に開催さ

れただけです。その個人戦も残念ながら誰も本戦に出場することは出来ません

でした。さらに２月下旬現在も来年度の関東学生公式試合の予定は明確になっ

ていません。 

コロナ禍では大学の方針で部長・副部長・監督の誰かが責任者として部員の練

習に立ち会うことが条件となっています。従って義務練習も部員の思い通りに

時間が設定できず、また自主練習も一切できません。リーグ戦での勝利を目標に

日々練習に励むべき体育会系クラブではありますが、試合という目標が見えず、

練習も制限された現状では部員のモチベーションも下がると思われますが、ど

っこい部員は元気だけが取柄の農大生らしく今日も元気に限られた時間の中で

練習に励んではいます。ただ OBの方々には閉塞感で落ち込みがちな部員の気持

ちを少しでも上げるべく、コロナ禍の今こそ色んな形での応援をしていただけ

れば幸いです。 

監督として考えていることは、ホームページの監督挨拶の重複になりますが、

リーグ戦で勝つことです。各部員にはとことん勝ちに拘ることで、自分自身を知

り、見つめ、鍛え、泣いたり笑ったり、本物の思い出を作ってほしいと思ってい

ます。  

4 月からテニス部 OB となる卒業生ですが、４年間本当にお疲れ様でした。ど

うか一所懸命テニスに打ち込むことで、自らで作った農大テニス部での貴重な

思い出を大切にして、これからの人生を力強く歩んで下さい。そして、忘れずに

暇があっても、なくても農大コートへ顔を出して下さい。以上 
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5 合掌 

追追悼悼  杉杉山山卓卓先先輩輩をを偲偲んんでで  

昭和 40年 造園学科卒 前ＯＢ会会長 宇野 晃 

杉山卓先輩は、昭和１９年に専門部緑地土木科を卒業され、在日米軍本州司令

部にお勤めされましたが、令和２年１２月１３日、９５歳で逝去されました。こ

こに謹んでご冥福をお祈りいたします。 

平成２９年１０月１５日に行われた「OB 会創設１００周年記念式典」の時は、

お元気で「功労者表彰」を受賞されているお姿が目に浮かびます。 

先輩との思い出はいろいろありますが、当時、家が同じ方面でしたので、コー

ト開きや納会の時などには、度々素晴らしい車に便乗させて頂いたこともあり

ます。又、一度だけお勤め先へ電話をした際、いきなり英語で話しかけられ、そ

れ以来、電話は自宅にすることにしましたが、その英語の主は杉山先輩です。お

仕事はほとんどが英語だったのでしょうか？ 

庭球部の長い歴史の中で不幸な出来事がありました。第二次世界大戦が激し

くなった昭和１８年の春に「庭球部を解散」ということになり、その時、杉山先

輩がカップやトロフィーなど記念の品々をご自宅に預かっていたところ爆撃に

遭い、焼失してしまったとのことです。 

「庭球部７５年史」を編集するため、戦前に卒業した大先輩方が集まり、当時

の活躍の話題で大いに盛り上がりましたが、今度はその諸先輩方と楽しくテニ

スをお続けください。 

最後に、杉山先輩のご子息亮一さんからの手紙の一部を転載いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父親は、東京農大テニス部のことをいつも話しておりました。毎年開催されているテニス部

の集まりがあるので、テニスを一緒にやりに行かないかと毎回誘われていましたが中々タイミ

ングが合わず、やっと１００周年記念行事の時に私も参加させて頂くことが出来ました。あの時

の、父親の本当に楽しそうな、嬉しそうな表情を今でも思い出します。（遺影の写真はその時

のモノを使用致しました。とても優しそうな良い表情をしています） 

父親の影響で私も幼い頃からテニスを始め、プロ選手を目指してトレーニングをし、その後

コーチを経て、テニスを仕事（イベント等）とすることになり、今はテニスコートの設計施工を行

う会社を経営しています。そして、孫も父親や私の影響を受け、現在は未来の日本テニス界

を背負って立つ女子選手のマネージメントをする会社をやっています。正に、亡き父親の影

響によるテニス一家（一族！？）となりました。 

テニスという素晴らしいスポーツを通して、心身共に鍛えられ、そして人生を学び生きる術

を学べたことに、本当に感謝しています。 

父親は最晩年までテニスをプレイし、TV でグランドスラムの試合があると深夜遅くまで（背

中を丸めて！？）観戦していました。今でもその姿を思い出します。 

杉山亮一 
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追追悼悼  雪雪村村侑侑元元会会長長をを偲偲んんでで  

昭和 40年 造園学科卒 前ＯＢ会会長 宇野 晃 

 雪村先輩は昭和３０年に農業工学科を卒業され、広島県庁に奉職されました

が、去る令和２年４月５日に亡くなられました。 

 ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。 

 先輩との思い出は沢山ありますが、私が未だ学生時代に「会費納入のお願い」

をするといつも会費以上に振り込まれていてありがたく思ったものです。 

 その後も私が OB 会に携わっている時も、心にかけて頂きました。 

 「庭球部７５年史」の 254ページにも掲載されておりますが、戦後間もない昭

和２０年代半ばの日本は「物不足」で、当然、庭球部も同じ。特にボールは貴重

品で、いわゆる「ツルボール」、中の布目が見える状態、そこで考えたのが生け

花で使う「剣山」で表面をこすって毛羽立てて使ったと聞き、当時の苦難やボー

ルのありがたさを感じたものです。 

 雪村先輩は「大学」や「校友会」と太い繋がりがあり、理事や評議員、校友会

広島県支部長などを歴任されましたが、丁度その頃、「庭球部１００周年記念」

の大きな事業が行われることになり、遠方で無理を承知で会長を引き受けて頂

きました。その後も含めて５期１０年間広島、東京間を通って会長としてご尽力

いただきました。 

 広島カープを愛し、土の覇者農大を愛し、そして農大庭球部をこよなく愛した

雪村侑先輩、どうぞ先に逝かれた OBの皆さんと楽しく懐かしいテニス談義をし

て下さい。 

合掌 
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三 年 生 

心心のの拠拠りり所所  

地域創成科学科   金 子 一 光 

（静岡 県立韮山高等学校） 

今年度は時間が異様に早く過ぎ去って行った気がする。コロナ禍で前期は部

活動ができず、夏休みに入ってやっと外部コートでの活動が可能となった。現在

は週 3回程度、学校のコートで活動ができている。 

この１年間は、毎年部活で行われるイベント、試合などはほぼ全て行うことが

できなかった。その点で言えばコロナウイルスは憎むべき存在である。しかし私

は今年度、特に前期において、自粛で家に籠っていたことで新しい発見があった。

それは人とコミュニケーションをとることが想像以上に大切であったというこ

とだ。私はひとり暮らしをしているため、家では誰とも話さず独りで過ごしてい

た。最初は好きなことをして自由な時間を楽しめるのだが、それが何日も続くと

さすがに気持ちがナーバスになり、誰かと会いたい、話したいと思うようになっ

たのだ。そのため、部活動ができるようになり仲間の顔を久しぶりに見た時には、

嬉しさのあまり自然と涙が溢れ出てきた、ということはなかったが、いつになく

安心感を得られた。私にとって部活は数少ない心のよりどころでもあるのだ。部

活に居られるのもあと１年ほどとなってしまったが、残りの時間もコロナに負

けず、有意義な時間を過ごせるよう努力したいと考えている。 

来年度、私はついに最上級生となる。１年生の頃は４年生がこの世で 1 番怖

く、ミスを犯せば罰が出るという恐怖から、毎日ビクビクしながら仕事をこなし

ていた。完璧な仕事を求める場合、恐怖心によって仕事をさせることは１番効率

がよいのかもしれない。しかし私は、そのようなかたちで仕事をしてもらいたい

とは思わない。もっと自主的に、部活のために頑張ろうという思いで動いてもら

いたいのである。部員をそのようなプラスの考えに導くためには、４年生の下級

生に対する接し方をよく考える必要がある。来年度もコロナの影響で例年通り

の部活動はできないかもしれないが下級生に、この人たちについて行きたいと

思ってもらえるような４年生になることを目標に精進していきたい。 

最後に、４年生の皆さんには感謝の気持ちでいっぱいだ。コートに来ると、あ

あ、もう４年生はいないのかと悲しくなる。ここまで私たちを指導してくださり

リードしていただいた恩は返しきれない。来年度は、卒業される４年生の方々が

がっかりしないよう一層気を引き締めて活動していく。悲しさに満ちる心をと

とのえ、託されたバトンを握り締め、最後の１年間を後悔なく過ごしたいと思う。

うなぎ登りに成長していく私たちを遠くからでも見守っていて欲しい。 
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振振りり返返りり  

地域創成科学科  杉 畠 志 治 

 （東京 私立和光高等学校） 

二月二十八日午後二十二時二十二分十二秒。躍進の締め切りまであと少し。二

が多くあると気づいた方もいるかもしれないが決してわざとではない。偶然で

ある。 

これを書き終えることはできるだろうか。書かなくてはいけない。わかっては

いるがいろいろな誘惑に勝てず手を動かすことができない（動いている）。早く

ワートリの続きが見たい。気づけば午後二十二時五十三分十一秒。お分かりだろ

うか、いつの間にか約三十分が経過していたのだ。時間というものは恐ろしい。

時間というものは誰にでも平等だと思うかもしれないがそんなことはない、と

思う。早く書かねば…。 

この一年間はコロナウイルスの影響により大学に通うことができず、家で過

ごす日が増えた。本来なら大学に行き、勉強をしたり部活をしたりと楽しい毎日

を送っていただろう。 

家で過ごす時間が増えたことによりテニス以外のことを考える時間が増えた。

そのためテニス以外の色々なものに興味を持つように心がけた。その中で特に

興味を持ったのは「ライトノベル」というものである。きっかけは「Re:ゼロか

ら始める異世界生活」というアニメを見たことである。他にも「転生したらスラ

イムだった件」や「この素晴らしい世界に祝福を！」などを見たことで異世界転

生や異世界生活について知ることができた。いつか異世界に行こう。 

話がそれてしまったがこれらの作品のおかげで「キミと僕の最後の戦場、ある

いは世界が始まる聖戦」や「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」な

どの青ブタシリーズなどのライトノベル作品に出会うことができた。他にもあ

るが時間の都合上、割愛させていただく。 

テニス部ということもあり、テニスに触れた話も少ししておこう。今年はコロ

ナウイルスによって学生大会にも影響が出ていた。そのため例年は四月後半く

らいから行われる春関が、今年は十月くらいに開催されリーグ戦は無くなった。

リーグ戦が無くなったことにより三部残留という目標が達成できた。しかし、四

年生が抜け、私の代に変わり気づいたことがある。リーグ戦の試合を経験したこ

とのある選手が私一人だけなのである。そして、これまでリーグ戦を経験してき

たからわかることがある。それは、現在農大テニス部では三部や入れ替え戦など

の緊迫した状況で戦える選手がいないということだ。この問題を解決できるよ

う頑張らないといけない。 

さて、そろそろ終わろうと思う。今年もコロナで学生大会が延期になったりす

るかもしれないが、最後の年であるため、インカレに出場しようと思う。そのた
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めにもまず春関で本戦に出場することが目標である。 

 

 

最最上上級級生生ににななっってて  

分子微生物学科  高 橋 陽 明 

（東京 都立富士高等学校） 

 昨年の夏の大会が終わり、私達 117期生は最上級生となりました。約三年前、

右も左も分からずとにかくテニスがしたいという気持だけでこの部活に入部し、

一年生の頃は死ぬほど怖かった最上級生に自分がなりそして 主将となった事

には未だに驚いてしまいます。 

本当なら去年一年間で先輩方の背中を見てプレー、部活の引っ張り方を学ぶ

事が出来たのですが、この非常事態が起きてしまいそれも殆どできずに先輩方

は引退してしまいました。 

自分が主将になってからは正直に言ってかなり辛い日々が続きました。最上

級生として部を引っ張っていく事、例年とはまるで異なる環境での運営、自分の

プレーの向上、この三つを両立していかなければいけない中で、年が明けるまで

は初めの二つをこなすのがやっとと言った状態で、自分の練習に集中できず自

分でもわかるほどにプレーの質が落ちとても悩みました。 

しかし、年末年始と部活がしばらくオフになり自分のことをしっかり考える

時間が出来て、やはり自分が楽しく出来なければ意味がないと考えるようにな

り、少し肩の力が抜けた気がしました。年明けからは少しずつ自分のプレーに集

中できるようになり、心の余裕も出来る様になりました。振り返ってみると、あ

の頃は全てを一人で上手くこなそうとして全てに力が入りすぎていたのだと思

います。私たちは学生で、人生経験も少ない若者です。部活という集団を完璧に

まとめていくのはまだ難しいかもしれません。今までも幾つも失敗をしてきま

した、これからも幾つも失敗をするでしょう、その度に反省をして少しずつ成長

していければ良いと思っています。 

そして引退まで残り約半年なってしまいましたが半年後の状況や結果がどう

であれ自分自身が満足出来ていればそれが一番だと今はそう思います。 

と、ここまで真面目な自分語りばかりしてしまいましたが今年一年の一番の

心残りは先輩との追いコンや卒飲みと言った最後の行事がおこなえなかったこ

とです。先輩方には本当にお世話になりました。僕の中では追いコンは中止では

なく延期だと思っているので事態が収まったら開催してくれると信じています、

というかして下さい。 

先輩との思い出を全部書き起こしたいところですがあと５分でご飯を食べて

準備をして家を出ないとこの後の部活に遅刻してしまうのでこの辺にしておき
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ます。 

ありがとうございました。 

 

 

前前代代未未聞聞のの一一年年間間  

分子微生物学科  千 葉 匠 

（東京 都立狛江高等学校） 

令和二年は世界的なパンデミック「新型コロナウイルス感染症」が日本にも蔓

延して緊急事態宣言の発令や東京オリンピックの延期などが起こった一年でし

た。感染しない、感染させない を世界中の人々が意識し、人と人との距離が離

れることになり、さまざまな問題が日本だけでなく世界でも起こり前代未聞の

一年でした。 

私は実家から通うただの大学三年生でしたが人との距離が離れる感覚はとて

も実感しました。私自身、周りの知り合いに感染した人もおらず、部活が活動休

止だった緊急事態宣言下でも同期の一人とは一緒のバイト先だったため頻繁に

会っていたためとても強く影響を受けたわけではありませんでした。しかしな

がら自分自身の生活の変化や大学時代に部としてテニスに打ち込んだり、友達

や同期、先輩、後輩と一緒に遊んだりする思い出があまり作れなかったのはとて

も残念に思います。一番、部活の中でお世話になった一個上の先輩方が最上級生

となりチームをまとめ、リーグ戦に挑むことになっていた一年になっていたは

ずだったのでコロナの影響でリーグ戦も中止になり、練習もあまりできず引退

することになり、やるせない思いです。しかしながら先輩方は良い方々ばかりな

ので社会人としても活躍していくと思っています。四年間お疲れ様でした。先輩

方のご活躍をお祈りしています。 

ここまで、この一年について色々と述べてきましたが、私自身のことについて

最後に述べたいと思います。私はこの一年、正直に申しますとあまり躍進できて

いないように思います。モチベーションも高く持てず、技術も向上せず不甲斐な

く思います。練習が少なくとも、質の高い練習にすることや家でのトレーニング

などを工夫しもっとうまくできたのではないかと反省しております。令和三年

度は最上級生になるので、意識高く、就職活動などと両立させながら練習に取り

組んでいきたいと思っています。最上級生がしっかりしないと後輩にもしめし

がつかないので、卒業する先輩方を見習い、部を牽引する立場であることを自覚

し、尊敬できる先輩でいられるように頑張りたいと思います。 
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自自粛粛期期間間をを乗乗りり越越ええよようう  

食品安全健康学科  平 山 雄 

（東京 私立立正大学付属立正高等学校） 

私は三年生になりましたが、例により今年度は世界情勢と同じく、東京農業大

学農友会庭球部も三月より多大なる被害を受け、活動自粛を余儀なくされまし

た。この期間は、三年あまりの部活動で初めての経験でした。実際、ここまでの

話ですと、躍進というテーマですが、躍進の余地が無いのではと思われると思い

ます。しかし、自粛という期間は日頃の自分と見つめ直す良い機会となりました。

自宅に滞在する割合が増したこともあり、日常生活における様々な点で改善の

余地があることに気がつきました。 

学業面では対面授業がほぼ無くなり、在宅授業や配信講義などに移り変わり

ました。この変化は、私自身驚くほど成績に影響を与えました。なんと成績が２

倍以上最終的に上昇したのです。この結果から、在宅学習せざるおえない状況で

あるにしても、時代の変化を感じざるをえないと思いました。考察としては、ま

ず個人の好きな時間に授業を受講できる面に利点があると考えます。これによ

り個人のスケジュールにあった調整を行う事ができ、他の行動との調整をしや

すくなったのだと考えます。このメリットは、これから先全ての授業とまでは言

わないですが、基本座学を受講していく点で取り入れていっても良いのではと

考えます。 

さらに、大学の在宅学習が継続される中、部活動が再開すると、その利点はよ

り顕著に感じられました。部活動時間と授業時間の重複が減少したことにより、

部活動に参加可能な割合が増え、時には、自主トレーニングにも積極的に時間を

設けることが可能となったのです。 

以上より、このような時期でも感じ方、捉え方によって、様々な解釈をするこ

とができることが分かりました。残り少ない部活動生活ですが、全力で取り組ん

でいきたいと思います。 

 

 

33 年年目目  

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） 

入部して、気づけば 3 年目になっていました。追いかけていた先輩全員が居

なくなってしまい最上級生となりました。気を引き締めなおしてリーグ戦に向

けみんなで頑張っていこうと思った矢先の 4 月 1 日、春関の延期が発表されま

した。今までは、当たり前にその時期になれば試合が来る。こう思っていたのは

私だけではないはずです。初めての試合延期、活動停止。部活経験でこんなにも
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テニスを存分にできなかったことは初めてで戸惑ったことを覚えています。同

期と話をする中で何もしないことが落ち着かず、初めて自宅で義務トレーニン

グ、オンラインミーティングを行いました。会って一緒に練習できないことは初

めてで不安や寂しさが大きかったですが部員で繋がることで少し気がまぎれた

気がしています。夏になり学外での活動が許可されましたが、家が近い人だけの

参加となり女子は 2 人。寂しかったし複雑な気持ちでいっぱいでした。その中

で 2 人でもできることを考えみんなが揃う日まで明るく支えてくれた後輩には

感謝しかありません。 

8 月 12 日、1 年生も含め全員参加の練習が再開されました。ただただ嬉しく

て、みんなで頑張ってリーグ戦に勝ちたいとしか思えなかったです。しかし、こ

の後になってもコロナは拡大するばかり、夏関延期、リーグ戦中止、とても悔し

かったです。しかし、後輩が付いてきてくれ、同期が居て、先輩の悔しそうな姿

を目の当たりにして、自然と次のリーグ戦に向け進むことができました。この 1

年間は存在しなかったような、でも思い出すとみんなで会えなかった日は遠い

昔だったような不思議な 1年間でした。そして何よりも、1日でも長くこのメン

バーでテニスがしたい、来年こそはリーグ戦がしたい、勝って笑顔で終わりたい、

と強く思いました。 

4 年生は女子が居ない中で私たちが 1 年生の頃から女子の指導までしてくれ、

感謝しかありません。最後の最後、こんな 1 年で私たちには計り知れない程の

苦しさがあったと思います。今年の先輩方の思いは今の農大テニス部がしっか

り引き継いだと私は思っています。私たちは来年度、悔いなく終えられるよう全

力で過ごします。最後の 1年、リーグ戦勝ち抜いて、後輩には 4 部をプレゼント

して笑顔で引退できるよう精一杯努力します。 

 

 

33 年年生生ににななっってて  

造園科学科  坂 田 瑠 美 

(千葉 私立西武台千葉高等学校)  

三回目の躍進を書く時期がやってきました。 

部員の躍進のデータを編集している最中に誤って自分の躍進だけ消してしま

ったので絶望しながら躍進を書いています。(03/02現在) 

ちなみに明日は私の誕生日です。楽しみです。 

いや、そんなことはどうでもよくて。 

今年は例年とは違いイレギュラーな年となりました。活動の停止、春関の延期、

夏関の中止に続きリーグ戦までもが中止。当たり前にやってくるものだと思っ

ていた試合がまさかなくなるなんて思いもしていませんでしたし、活動が停止

12



 
 
 

13 

となり、テニスができないという状況、先が見えないという状況に不安が募るば

かりでした。 

本当は今年、このメンバーで辛い夏練や合宿、リーグを全部経験したかったで

すがそれも叶わず。すごく残念で悔しいし、悲しいです。今年こそは練習も合宿

も試合もリーグもイベントも全部やりたいです。 

一方で、自粛期間練習ができないという中、家で取り組めることは何かを考え、

生活習慣の見直しを図ったり、家でトレーニングに励んだり、YouTube でテニス

に関してのチャンネルや雑誌を見て知識を深めたりと、今まで疎かになってい

た部分にも着目し、自分を見つめ直す良い機会になったのではないかと思って

います。 

それに平行して自分の将来についても深く考える時間をしっかりと取ること

ができました。住まいとグリーンと暮らしをテーマにした、庭ありきの建築につ

いてや、庭師と学生を繋げる運動、今の造園業界に対して求められていることな

ど、造園業界で活動する人たちと zoomを使い対談したり、実際に活動したりと

自分の幅を大きく広げることができたように思います。 

すみません、個人的な話ばかりになってしまいました。(土下座) 

また、このような状況下で、お忙しい中練習を見てくださっている松本監督、

大島先生、樫村先生方には感謝の気持ちしかありません。そして、テニス面やそ

の他の部分で私に様々な刺激を与えてくれる同期や後輩。個性があって、一人一

人尊敬できるところがたくさんあって、そしてとてもとても感謝しています。     

そんなみんなで 1つのチームになって、4年生の先輩方の想いも胸に、リーグ

に挑み 4部に昇格、笑顔でリーグを終えられるよう頑張ります。 

最後にはなりますが、4年生の先輩方、今までお疲れ様でした。女子の 4年生

がいない中、1年生の時からお世話になり、様々なことを私たちに与えてくださ

りました。新歓や飲み、真剣な話からたわいのない話の数々。思い返すと楽しい

記憶ばかりですがもっと一緒に濃い時間を過ごしたかったです。卒業後も是非

一緒にテニスをしたり、飲みに行くなどできたら嬉しいです。先輩方のご活躍を

お祈りしております。ありがとうございました。 

 

 

二 年 生 

疫疫病病とと挑挑戦戦  

                    生物資源開発学科  稲 荷 碩 竜 

                         （愛媛 県立伊予高等学校） 

 今年は去年と違う意味で大変だった。一昨年は入学して学校のことも部活の
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ことも知らないことだらけで覚えることが多くいっぱいいっぱいだったことが

印象に残っている。 

去年から新型コロナ（COVID-19）が世界的に広まり、日本にも影響が出た。

まず、マスクが必需品になった。公共交通機関、商業施設など様々なところで

マスク着用が義務付けられた。学校では授業が対面授業ではなくなり、オンラ

イン授業になり部活も中断された。リーグ戦もなくなり、春関は大幅に時期を

ずらすことで行われたものの夏関と新進は無くなってしまった。もちろん対抗

戦など他校との試合も殆どなくなり、去年は一回しかできなかった。部活動も

本格的に活動できるようになったのは九月からで、それも今まで通りというわ

けではなく練習時間の短縮や指導者がいないと練習ができないなど条件付きの

練習になった。 

しかし悪いことばかりではなかった。外出自粛により暇な時間が増えて新し

いことを始める時間ができ、筋トレ、読書、食生活の改善など主に健康面で気

を使うようになり、いい習慣を身に付ける良いきっかけになった。そのおかげ

かこの一年間は病気に一度も罹らなかった。 

去年はいろいろ大変だったが、自分なりに充実した一年を過ごすことができ

たと思う。今年も新しいことに挑戦し、いい一年にしたい。 

 

 

東東京京農農業業大大学学農農友友会会硬硬式式庭庭球球部部 22 年年のの活活動動ににつついいてて  

生産環境工学科  大 和 田 駿 

（埼玉 私立埼玉平成高等学校） 

 去年の躍進を書いてから早くも一年が経ち、コロナウイルスの影響もあり、異

例の一年となりました。しかし、この一年は私にとって変わることができた一年

だったと考えています。去年一年間の振り返りと今年の目標について書きたい

と思います。 

 まず、去年の一年間の振り返りです。一昨年は、仕事というやるべきことがあ

りましたが、二年生になり仕事がなくなりテニスについて考える時間が多くな

りました。しかし後輩ができ、今まで自分がやってきたことをしっかりと引き継

ぐことが私のやるべきことだと実感しました。後輩の仕事の引き継ぎに関して

は自信をもってできているとは言えません。そのため、今年のリーグ戦までにし

っかりと引き継ぎたいと思います。自分自身は、緊急事態宣言中の自粛期間に基

礎トレーニングを自ら実施し、体力の向上につなげることができました。テニス

については、仕事がなくなったことにより、プレー中の視野や試合に勝つための

パターンを考えるようになり、それが公式戦で自分の最高戦績をあげることに

つながったと思います。去年の躍進は、「どんな時もあたり前のことがあたり前

にできる」がテーマでしたが、次のステージに進むことができたと思います。 

 次に、今年の目標についてです。今年は、「三部残留」を目標に活動していき
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ます。今年は、副将という役職を四年生から任せらました。去年はリーグ戦がで

きていないため、今年はリーグ戦での仕事や応援など、主将の指導できない範囲

をカバーすることが私の責務だと思っています。また、主将サポートだけでなく、

副将として恥じないプレーをすることも求められていると感じています。新体

制になった現在は足りないものばかりです。そのため、リーグ戦に向けて課題を

一つ一つ克服していきます。 

 最後に、去年の躍進を書いたときの自分より現在の自分は確実に成長してい

ると自信をもって言えます。しかし、まだスタートラインに立っただけにすぎま

せん。今年は、「隙を見せない」をテーマに行動していきます。このテーマは、

試合だけでなく社会に出たときも必ず役に立つと私は思います。学生生活の一

年が異例の形で過ぎてしまいましたが、無駄な一年ではありませんでした。引退

までの少ない時間、一日一日を大切にしていきたいです。 

 

 

二二年年目目  

                   分子微生物学科  小 川 直 輝 

                     （東京 都立小山台高等学校） 

 再び、躍進を書く時期となり、時の流れの早さを感じています。今年はコロナ

の影響で、部活のみならず授業や実験なども変則的となり、大変な一年でした。

部活は活動休止となり練習できない日が続き、授業はオンラインのため全て家

で受講し、実験以外は大学に行かない。自粛期間の多くを家で過ごすことになっ

たこの一年は、正に空白の一年でした。大切な大学二年生の時間をコロナに奪わ

れたと思うと悔しいですが、振り返るともっと何かできたのではないかと思い

ます。本当なら部活をしていた時間、大学に通い授業を受けていた時間。いざ時

間を与えられても何かに手を付けることができません。こんな時に日々の積み

重ねが大事なのだなと思いました。今年は、部活でも日々の生活でも、何か目標

や計画を立てて継続して取り組むことを心がけたいです。 

現在は、恵まれた環境、監督・先生のおかげで農大のコートでテニスができて

います。やはりテニスは楽しいです。また、先輩や後輩と過ごす部活の場がとて

も居心地が良いです。農大のコートでテニスができる喜びを噛み締めながら、活

動できなかった分を取り戻す勢いで練習に励みます。 

一年生が部に加わり、二年生の先輩として教える立場となりました。今のとこ

ろ特に問題はないのですが、コロナの影響で O B会、リーグ戦がなく、仕事の引

継ぎがうまくできていないことが心配です。またすぐに新しい後輩も入ってき

ます。今年も行事があるか定かではありませんが、後輩が不安にならないように

仕事を教えられるよう努力します。 

余談ですが最近は練習の後、経堂の小倉庵に寄り、日替わりの鯛焼きを食べる
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ことが小さな楽しみとなっています。今年もこうした小さな楽しみを見つけら

れたらなと思います。 

 

 

躍躍進進  

                     分子生命化学科  片 野 航 

                （埼玉 私立城北埼玉高等学校） 

私が躍進を書くのは今回でニ度目となった。今年度はより一層時間の流れが

早く感じた。今年度は新型コロナウィルス感染症(COVIT-19)という病が世界中

を騒がせ、多くの人々が被害を受けた。東京農業大学硬式庭球部も例外ではなく、

一時農大テニスコートを使えなくなり、現在も自主練が出来ない期間が続いて

いる。そして昨年は熱く火花を散らしたリーグ戦も今年は無くなってしまい、と

ても残念であった。四年生の気持ちを考えると、とても居た堪れない。考えてみ

れば私は次年で三年生となり、リーグ戦の試合に出られるチャンスはあと二回

程しかないのだ。チャンスを無駄にしないよう努力しようと思う。 

 テニス面においては、私はフォアハンドに大きな課題がある。練習中に同期や

先輩から声援を受ける程だ。その為、昨年の目標は試合でフォアハンドスピンを

使えるようにする事だった。しかし結果的に言えば、この目標は達成出来なかっ

た。11 月に行われた東京大学との対抗戦でのシングルスではショットに自信が

持てず、酷い負け方をしてしまった。振り返ってみると、練習でさえ萎縮して打

っていたように思う。練習でしっかりと打てていなければ、試合で使える筈もな

かった。 

今後は一つひとつのショットに自信が持てるよう練習に励もうと思う。そし

て、後悔を残すことなく引退したい。また、私は今年でめでたく成人を迎えた為、

人間的にも成長していきたい。 

 最後に、冒頭にある新型コロナウィルス感染症の影響により、部活動をするに

あたって監督者が必要という事で、毎回テニスコートに来てくださっている松

本監督と大島部長には感謝申し上げたい。 

 

 

エエンンドドレレスス８８  

   国際農業開発学科  松 本 健 太 

                      （東京 私立成城高等学校） 

繰り返される８月の夏休みのような日常。昼頃に目覚め、朝食をとり、漫画を

読み、夜バイトに出かける。２月に部活が休止期間に入り上記の生活を繰り返し

ていた。アニメの見過ぎで艦娘や新世界の神になりたくなったり、戦車道を嗜み
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たくなったりしたが、そんな生活に終止符を打ったのがテニスである。アルバイ

ト先のテニスクラブが６月から使えるようになり、そこでトレーニングを積む

ことが出来た。部活の同期やあの小村プロの弟さんとプレーすることが出来、球

感は維持することが出来た。８月からは上用賀のコートで部活を行うことが出

来、４年生と最後にプレーすることが出来て良かった。そして 10月には、今シ

ーズン最初で最後の試合を迎えた。シングルスは雨で順延となり、2日後の朝試

合となった。1回戦は無く 2回戦は危なげなく 6-1で勝つことが出来た。3回戦、

全国大会に出場した法政大学の相手との試合。自分がどこまで出来るのかを試

す良い機会だと割り切り、リラックスして望むことが出来た。サービスのブレイ

クが続き 6-6 タイブレークとなった。昨年の新進戦ではファイナルセットタイ

ブレークで負けてしまい、競った試合をものに出来ないというレッテルは貼ら

れたくないと思いプレーした。相手のマッチポイントを防ぎ、自分のマッチポイ

ント。センターに来たサーブをリターンミス。その次のポイントもリターンミス。

自分の中でどこか気が抜けてしまったのだと思う。結局タイブレークで負けて

しまい、せっかくのチャンスをものに出来なかった。大学生の試合はワンチャン

スをものにする必要がある。ダブルスは前回の新進戦同様、1回戦を突破し 2回

戦で負けた。組織的なダブルスをしなければ上の相手には勝てないと実感して

いる。強い選手は試合で取りこぼしはしないし基本のプレーが染みついている。

大学生になったら呼吸をするようにストロークを打たないと駄目だとスクール

のコーチに言われた。プロは考えない、感じるのだ、という言葉があるようにと

やかく考えているようでは三流である。自分はミスを減らすことには成功して

いるが、球の重みがまだ足りないと思う。パワーを生み出すための下半身の強化

をするべく総額 50 万の RIDLEY のロードバイクを購入した。こんな高価なバイ

クは正直買う必要はなかったと思うが、東堂尽八のスリーピングクライムがや

ってみたかったので仕方ないと思っている。あと 1 年半しか引退までに時間が

ない、多くても 5 回しか個人戦はない。夢と鬼ごっこはどこまでも追いかける

ものといわれるように、記録に残らなくとも自分と部活動の記憶に残る、そんな

1年半を過ごしたい。そして自分の夢は、富士ヒルで優勝して日本が誇るクライ

マーになることである。テニスも自転車も今後ともぼんぼっていきたい。 

 

 

＃＃部部活活ののああるる生生活活  

                     栄養科学科  清 瀬 夏 美 

                      (千葉 県立国府台高等学校） 

「部活のない生活をしてみたい」と私は考えたことがあります。もちろん退部

する気はなく、ただの願望です。それがまさか今年、現実になるとは思いもしま
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せんでした。私は 8月から練習に参加したため、4カ月間部活を休みました。部

活のない生活は自由で普通に楽しかったです。ですが、毎日がオフですぐに飽き

ました。今まで私は、部活はオン、それ以外はオフと自然に意識し、生活してい

ました。そのオンオフがある生活、部活のある生活が恋しくなりました。 

 なぜ部活が私をオンにするのか。それは部活がすごい集団だからです。自由な

大学生活の大部分を捧げてまでテニスをしたいと考える人の集まりだからです。

夏休み、周りの大学生が旅行に行く中、あんなに T シャツをビチョビチョにし

て、真っ黒に日焼けしている集団は相当すごいと思います。その集団に染まりた

いから、私も頑張ろうと気持ちが入り、オンになるのだと思います。コロナで合

宿もリーグもなくなった今年の夏休みは最強のオンになれず、物足りなさがあ

りました。 

「部活のある生活」に戻った今、先輩や後輩、同期とテニスができるオンが楽

しいです。限られた時間でいかに稼ぐか遊ぶかを考えるオフが楽しいです。4カ

月間部活と離れたからこそ、部活の楽しさ、大切さを強く感じて、練習をするこ

とができます。あと 2年間この気持ちを忘れずに頑張ります。 

最後に、付け足す形になりますが、この 2年間、楽しそうにテニスをする 4年

生の先輩方の隣コートでテニスをすることができて良かったです。また、コート

でお会いできるのを楽しみにしています。 

 

 

彩彩りり  

                   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） 

 携帯の写真フォルダを遡る。Instagramの過去の投稿を見る。そこに写ってい

るのは、テニスコートで汗を流す先輩たちの姿や合宿で大量の焼きそばを必死

に食べている同期の姿、水色のリーグウェアなどの写真ばかりである。 

 今年度になって私は5ヶ月ほどテニスに触れなかった。ここまでテニスと離れ

たのは大学受験以来だったかもしれない。9月になって東京に戻り、案の定私は

テニスの仕方を忘れていた。サーブが打てない、なんならラリーも出来ない。私

は2年生になって何かしたのだろうか、本当に「躍進」することが出来たのだろ

うか、悔いばかり残ってしまう。 

 しかし、そんな私を見捨てずに元気付けてくれたのは今のこのメンバーであ

る。嬉しいことに1年生が3人も残ってくれた。本来の部活とは程遠い状況で農大

のテニス部に入部してくれてありがとう。次に3年生のお二人。迷惑ばかりかけ

て本当にすみません、いつも的確なアドバイスをありがとうございます。そして、

大好きな同期。zoomして、電話して、2年生になって何をすべきか、この状況下
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のことを3人でずっと話し続けた。いつもありがとう。 

 2年目のリーグを経験しないまま2年生が終わろうとしているが、目標がいく

つかできた。まずは高学年の意識を持つこと。いつまでも追いかけるのではなく、

追いかけてもらえる存在になりたい。次に試合でのメンタルの強化。マッチ練を

することが多くなり、以前よりも試合を想定して練習を行なっているが昔から

メンタルは弱い。その日の調子が悪ければダブルフォルトの連続、単純なアウト

ボールが増えてしまう。そのようなミスをなくすためにも来年度のリーグ戦や

個人戦に向けて、日々の練習から見直していきたい。そして最後の目標は、自分

のテニスをすることである。最近ようやく良いと思えるサーブが打てるように

なった。ストロークやボレーも1年生の時に比べたら成長したと思うが、まだブ

レがあるので少しずつでも調整していきたい。 

 最後になりましたが4年生の皆様、本当に4年間お疲れ様でした。 

 来年度の写真フォルダにはテニス部のメンバーや合宿などの彩りのある写真

が並ぶことを願っている。 

 

 

成成人人 
                   分子生命化学科  永 田 夏 帆 

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

リーグ戦もなく、個人戦も 1度しかなく行事もなく過ぎた 1年だった。表面的

に何もない 1 年だったように感じられるが、その中で何を思い、何をしていた

のか振り返ってみようと思う。  

1番の変化は後輩ができたことである。大変な時期の中、入部してくれたこと

で大いに部活が盛り上がった。3人とも続けてくれて一緒に部活ができて嬉しく

思うし、テニス面はもちろん他の部分でも学ぶことが多くある。いつもありがと

う。また私事だと、雑務から解放され幾分か部活の負担が軽減した。  

2番目の変化は、経験できなかったゆえの思い入れの少なさである。2019年の

記憶を思い返すと本当に沢山の想い出がある。その一つ一つに思い入れが強く

当時の感情さえ思い起こされるほどなのだ。それにも関わらず 2020年はとても

少なかった。そう考えてしまうと、"いまのメンバーで全部経験したかった。"こ

の一言に尽きる。良くも悪くも入部から半年の印象が強すぎたための味気なさ

とも言えるだろう。  

来年度は 2020年にできなかったことができたならとても嬉しい。辛かった対

抗戦も合宿もリーグ戦も全部やりたい。農大テニス部でチームになって暑い中

全員で戦って、笑い合って励まし合ってがむしゃらに 3年生を送りたい。 
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また、リーグ戦で勝つためには私はまだまだ実力が足りない。少しでも試合で

出来ることを増やしていく。しっかり目標を持って自分を信じられるよう精を

尽くす。私の欠点は諦めが早いこと、疲れたら投げ出してしまうことだ。1番の

やるべきことは、自分を自分でコントロールして制御せずポジティブな方向へ

持っていけるようになること。諦めても次のポイントまでに切り替えること。言

葉で言うのは簡単だが、頑張っていきたい。  

ここで余談だが、体育会に所属している人の充実した生活とはどのようにす

れば送れるのだろうと考える。と言うのも、部活に所属していると時間と体力が

テニスに削られる。これは自分で決めて入ってきているのだから仕方ないのだ

が、遊びやバイト、(勉強)など大学生は沢山したいことがある。しかし、そう予

定を詰め込むと私の場合、部活が 1 つのスケジュールと化してしまうことがあ

る。気持ちを入れなければその場では集中していても試合を想定していなかっ

たり、身にならない練習となってしまう。もちろん良いことではないのだがこの

塩梅は私にとって難しいのだ。ぜひ秘訣があれば教えていただきたい。  

最後に、女子硬式庭球部に来年度も新入部員が入ってきてくれることを願い

2021年の躍進を締めくくりたいと思う。  

 

 

一 年 生 

特特別別  

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） 

春のせせらぎは聞こえてきませんが、鼻水の音が聞こえてくる季節となりま

した。今年も既に辛いです。花粉症です。何の花粉症か検査したことはありませ

んがこの時期からしてスギ花粉だと思います。スギはこの時期とても害悪な存

在になりますが屋久島に行って屋久杉、特に縄文杉は見てみたいですね。何の話

でしょうか。さて、1 年次の授業が全て終わり成績も発表され一段落、躍進なる

ものをここに記していこうと思います。 

 そもそも“躍進を書く”とはどのようなことなのか釈然としませんが、来年度

に向けて簡単に今年度を振り返ってみます。今年度は初めてのことが沢山あり

ました。「履修ってなに？」から始まった大学１年生も無事単位を落とすことな

くあっという間に終わってしまいました。対面授業が後期週 1 回の実験のみで

青春できませんでしたが来年度はできるように頑張るので応援お願いします。1

人暮らしではスーパーで買い物するようになりコンビニがどれほど高価か実感

しました。家計簿をつけるのが妙に楽しいです。特に前月より食費を抑えられる
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と心嬉しいです。はいケチです。アルバイトも問題なく続けられていますが沢山

の種類のアルバイトを経験してみたいです。 

 テニス部の面では数人失念してしまいましたが、同期のみんなと 4 年間楽し

んでいきたいです。4 年生とリーグで戦えなかったことは本当に残念でしたが、

来年度のリーグでその余剰分のエネルギーをぶつけたいです。春関は単複共に 1

次予選 1 コケとこれ以上ない悔しい結果でテニスの難しさと楽しさを改めて実

感し、「もっと強くなりたい。」そう思わせてくれた大会となりました。夏関が中

止となり 1 年生の試合は全て終了してしまい「大学生のテニス人生は試合で勝

ち進まなければすぐに終わってしまう」と感じたので、ここで目標を書きます。

僕はインカレに出場したいです。本気です。そのためにはまず関東学生本戦に行

くことが最低条件です。2年生の春関から本気で本戦に行くつもりで試合に挑み

勝つことが必要だと思うので今まで以上に目的を持った練習をして自分のレベ

ルアップを図りたいと思います。中途半端な結果はきっと後悔すると思います。

頑張れば何とかなる保証はできませんが頑張らなければ何ともならない保証は

できるのです。勉学を疎かにしたくはありませんしするつもりもないですが部

活動・テニスというこの時間を充実させて、10 年後、この毎日を誇りに思える

ようにしたいです。 

 

 

躍躍進進  

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硬式庭球部に入部して３ヶ月が過ぎました。今年は新型

コロナウイルスの影響で大学の授業や部活動などの開始が遅れ、私は上京する

のも遅かったため、ほかの同期よりさらに入部する時期が遅れました。入部した

当初、周りの同期は部活の雰囲気にも慣れていて、1年生の仕事も素早くこなせ

ていました。しかし、私は遅れて入部したこともあり大学の部活の雰囲気にも慣

れず、１年生の仕事もしっかりとこなせていませんでした。今では、入部して３

ヶ月が経ち少しずつ１年生の仕事にも慣れて素早くこなせるようになってきま

した。 

 私は、この３ヶ月で学んだことがあります。それは、大学では高校までの部活

と違い学生一人一人の主体性が問われるということです。高校までは、練習メニ

ューや部活に必要な道具を監督や顧問の先生が考えたり用意してくれたりして

いました。しかし、大学では主将や先輩の指示を聞き学生だけでほとんどのこと

を管理していかなければなりません。主将は練習メニューを考え、ほかの先輩た

ちは主将が不在の時に指示を出したり後輩に仕事を教えたりしています。１年
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生はコートの準備やごみ捨て、ボールの管理、必要なものの買い出しなど仕事が

多く、よく周りを見て行動しなければなりません。仕事を疎かにすればそれ相応

の罰が与えられ、時には連帯責任になるので自分の仕事には責任を持ってやら

なければならないということを強く実感しました。 

 大学は、春休みに入りもう２週間が経過しました。もうすぐ後輩も入ってくる

ので、先輩として仕事を教えられるように一日一日の練習にはより一層集中し

て取り組みたいと思います。また、テニスの技術面でも周りに置いて行かれない

ように努力していきたいです。 

 

 

充充実実  

地域創成科学科  菅 野 由 基 

（神奈川 私立藤嶺藤沢高等学校） 

大学生になって初めてテニス部に入った私は技術、経験ともに明らかに他の

部員から劣っていて、毎回どのように練習をすればまわりについていけるよう

になるか考えていました。他の部員ができるような正確なショットや的確な判

断がなぜ自分にはできないのだろうと自分を責めることもあり、辛いときもあ

りました。ですが、誰かと比べながら練習するのではなく、今自分にできること

は何か、どうしたら前回の自分よりレベルアップできるのか、というように他人

ではなくてこれまでの自分を基準に比べるようになったのです。それからは、練

習をする際に前回までは意識しなかったストロークの腰の回転を意識して打っ

てみようとか、サーブのトスはいつもよりもう少し高く上げてみようという風

に、いつものテニスにあれこれアレンジするのではなく何か一つに微量な変化

を加えて改良していくことが重要なことであると気づきました。挑戦と失敗を

重ねた先に自分の理想に近いショットやサーブができたときはとても嬉しく、

やりがいを感じることができます。変化をするときには必ずリスクがあり、それ

を恐れそうになることもありますが失敗というのは結果へのプロセスのほんの

一つでしかないと信じて、失敗を恐れずに日々の挑戦を楽しみながら充実した

大学生活を送っていこうと思います。また、コロナウイルスの影響で行動範囲や

練習時間が限れていますが、その中でどうしたら効率よく成長できるのかをよ

く考えながら生活をしたいと思います。 
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ココロロナナ禍禍をを振振りり返返るる  

造園科学科  野 口 真 輝 人 

（茨城 私立茗溪学園高等学校） 

 「コロナ禍で私は何をしただろう…。」 

 2019 年末に始まった新型コロナウイルスの世界的流行は、今もなお続いてい

る。感染者は世界累計 1億人を超え、明日は我が身といった状況である。私はコ

ロナ禍で入学式もできずに農大に入り、1 年次の授業の大半を自宅で受けた。毎

日が休日のようだった。高校時代にあれほど学校が休みになることを願ったが、

これほど叶うと逆に興ざめしてしまった。思い描いた大学生活とは裏腹に、見え

ないウイルスを恐れ、先の見えない自宅生活を送るしか無かった。こんなことに

なるなんて誰が想像できただろうか、と嘆きつつも何か自分のためになること

を見つけようと思った。第一波が収まるのを見計らってテニス部に入部した。私

の農大での第一歩はここだった。先輩や同期に恵まれたおかげで、馴染むのに時

間はかからなかった。部活をしている時だけは現実を忘れることができた。また、

個人戦や対抗戦を経験して大学テニスのレベルの高さを知り、練習のモチベー

ションを高めることができた。部活自体も去年までの活動に比べるとかなり規

模が縮小してしまったのではないかと感じるが、私自身この期間の部活はとて

も有意義な時間だったと感じている。苦境の中でも部活の運営に尽力してくだ

さった方々には本当に感謝しなければならない。 

「コロナ禍で私は何をしただろう。」と振り返って自信を持って言えるのは、

「部活」である。勉強以外に何もせず 1 年を終えてしまった人も少なくない中

で、何か一つでもできたことは大きな収穫である。行動することが制限されたこ

のご時世だが、ここを乗り越えればすべての人が大きく躍進できる日が来ると

信じている。本当にコロナに振り回された 1 年であったし、収束するまで気は

抜けないが、しっかりと自分にできることを見定めて邁進していきたいと思う。 

 

 

新新たたなな夢夢のの始始ままりり  

地域創成科学科  林 亮 介 

     （茨城 県立藤代高等学校） 

 連日の暑さが続く８月、私は東京農業大学農友会硬式庭球部の一員になりま

した。高校生の頃からここでテニスをすることを楽しみにしていた私は、夢が叶

い、胸が熱くなる想いでした。大学入試の辛い時期も、農大でテニスをする姿を

思い描くことで乗り越えることができました。そして入部してから７カ月、コロ

ナの感染拡大の影響により開催されなかった行事もありましたが、多くの事を

学び経験することができました。 
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 一つは、優しい先輩方と信頼できる同期の存在です。初めての仕事や声出しな

ど、一から丁寧に指導して頂きました。初めの頃は同期も少なく心細く不安な気

持ちもありましたが、先輩方が優しくフォローしてくださり楽しく続けること

ができました。そして先輩方や同期の友は、刺激をもらえる存在でもあります。

練習中うまくいかないこともありますが、下を向かず前を向いていこうと思い

ます。 

 次に、試合で勝つことの難しさを今までよりも尚一層感じたことです。 

１０月に行われた関東学生大会では初戦敗退。負けた要因としては、自分に自

信をもってプレーができていないところが原因ではないかと考えられます。練

習で思い切って攻めに行くことができた時は納得のいくプレーができているの

ですが、試合になるとなかなか思い切りの良いプレーができません。相手のミス

を待って守りに入ってしまい、自分がミスをすることを恐れてしまうのです。 

東大との対抗戦が決まったのはそんな時でした。この試合は攻める気持ちを

大切に挑んだ試合でした。１セット目は攻め急ぎすぎてイージーミスが重なり

1-6 で落としてしまいましたが、挑戦に失敗はつきものと前向きに考えました。

２セット目は 1-4 とリードされましたが、自分のできることを信じ粘ることで

7-5と取り返すことに成功しました。3セット目は、強気のネットプレーをする

ことができ 6-4と勝つことができました。 

この時の強気な気持ちでのプレーを常に再現しようとしてみるのですがそう

簡単には行かず、今も試行錯誤の日々です。しかし、変わる事は強くなることだ

と信じ、変化を恐れず進んで行きたいと思います。 

 そんなこんなで１年生でいられる時間も残り少なくなりましたが、もうすぐ

後輩もできます。まだリーグ戦など経験していないこともありますが、仲間と協

力して乗り越えていきたいです。農大庭球部の一員としての誇りをもってこれ

からも頑張っていきます。 

 

  

躍躍進進  

栄養科学科  加 藤 未 悠 

（東京 都立駒場高等学校） 

昨年、もし、硬式庭球部への入部を決意していなければ、新型コロナウイルス

による自粛を受け、空っぽの一年を過ごしていた事と思います。 

この背景には、互いに刺激し合える同期と、真剣に向き合って下さる先輩方の

存在があります。ここに、これまでの感謝の気持ちを込めると同時に、これから

の躍進に向けた目標を記したいと思います。 

 私は、テニスに関して全くの初心者として入部しました。更に、同期の二人と
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は大きく遅れて入部したため、仕事面での大きな差や、テニス面での二人との圧

倒的な実力差を少しでも埋めていこうと、日々焦りながらも、二人を必死に追い

かけて来たように感じます。 

入部当初は、テニスのルールやマナーすら理解できておらず、仕事面でも空回

りを繰り返し、先輩方にはもちろん、同期にも多大な迷惑をかけてしまいました。

仕事面では、先を見据えた行動が取れておらず、気付いてから判断し、行動する

までの遅さも、練習の円滑な進行を妨げてしまいました。徐々にチームが 1 つ

になりつつある中で、私だけ仕事面でもテニス面でも後れを取っていることに

対する焦りと不安で、苦しくなってしまう時もありましたが、互いに刺激し合い

ながらも、支え合える仲間がいてくれたおかげで、一つ一つ乗り越えることが出

来ています。 

 そして何より、大幅に遅れた時期にも関わらず、初心者の入部を快く受け入れ

て下さった先輩方への感謝の気持ちが大きいです。テニスの技術面に関して無

知であった私に、一から指導してくださっただけでなく、十分な練習環境を提供

してくださり、テニスの楽しさを実感しながら、練習に励むことが出来るように

なりました。特に、足の動きや重心の使い方、ラケットのストロークなどに関し

て、OB の方や先輩方、そして同期からも、沢山のアドバイスを頂きました。ま

た、テニスの技術面だけでなく、先輩方には多方面から幾度も忠告を頂き、挨拶

や礼儀をはじめ、スポーツマンとして求められるべき基本から教えていただき

ました。 

このような環境下で、テニスを始めることが出来た事への感謝の気持ちを忘

れず、まずは、試合で一勝を挙げることを目標に、これからも日々目標を持って

練習に臨んでいきたいと思います。そして今後は、毎日の練習から、自身の成長

に繋げていくだけでなく、少しでもチーム全体の成長に向けて、良い影響を与え

ていけるよう精進して参りたいと思います。 

 

 

飛飛躍躍  

   造園科学科  千 歳 小 麦 

（埼玉 県立越谷南高等学校） 

硬式庭球部に入部して、おおよそ半年が経ちました。コロナウイルスの影響で

大会や行事の延期･中止、練習の短縮など例年とは違うことがあり、非常に戸惑

うことが多かった半年でした。 

仕事面では、球拾い･声出しという初歩的な事でさえ習得できず、初めは失敗

ばかりだったことをよく覚えています。校外での活動ということで限られた時

間の中で試行錯誤を繰り返し、いかに活動が円滑に進むかを考え、同期内で何度
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も話し合いをしました。先輩方をよく見て今自分が何をするべきか常に考える

事に加え、同期の行動を見て同じ場所に固まらないように同じ行動をしないよ

うに常に考えることは、想像していた何百倍も難しかったです。改善点を何度も

教えて頂いた先輩方には感謝の言葉では表しきれないほどです。これからも教

えて頂いたことだけでなく、自分たちが工夫してきた部分も完璧にして新しく

入る後輩に引き継げるようにしたいです。 

テニス面では、高校の部活との違いを大きく感じました。高校の時は、朝練習･

昼練習･夜練習と学校のコート 6 面を使い毎日練習に励んでいました。なので、

硬式庭球部に入部してから限られた時間の中でいかに質の良い練習ができるか

ということを第一に考えながら練習に臨むようになりました。大会の個人戦は、

練習が再開されて数ヶ月程しか経っておらず不安が膨らむ中での参加でしたが

二次予選に出場することができました。一次予選の時とは違い、全国トップレベ

ルの選手と戦えたことでもっと強くなりたいと感じました。 

今の自分は、恵まれた環境･先輩方･先生方･同期･OBOG の方のおかげでテニス

ができています。しかし、例年に比べれば練習量や仕事量はかなり少なく、自分

を甘やかしてしまっているのではと非常に感じます。二年生になることで、テニ

ス面だけでなく自分自身を成長させられるようにより一層の努力を積み重ねて

いきます。 

 

  

憧憧れれ  

国際農業開発学科  益 子 桃 代 

（千葉 県立柏陵高等学校） 

 昨年の 4 月、私は東京農業大学へ入学しました。私の高校の先輩方が多く進

学し硬式庭球部に所属しており、現在社会人となっても様々なところで活躍し

ていることや、高校教師を勤める父の勧めもあり、私は高校 1 年生のころから

東京農業大学へ進学し硬式庭球部に所属したいと考えていました。また高校 2年

生の夏、私は硬式庭球部の対抗戦を見学させていただき、先輩方の強さに憧れ、

東京農業大学へ入学し硬式庭球部へ所属すると決意しました。しかし、高校 1年

生のころから憧れていた東京農業大学へ入学したものの、コロナの影響で授業

は動画配信で行われ、部活動が開始できたのは 8 月でした。私は昨年の 8 月か

らの約 8ヶ月間で硬式庭球部に所属し大学の部活動の厳しさを痛感しました。 

 練習開始日、その日は当然ながらとても気温が高く、私は熱中症になってしま

いました。練習後のミーティングの際、「大学生なのに自分の体調管理ができな

いのはあり得ないことだ。」「これでは夏場の試合では戦えない。」「緊張感がな

い。」と厳しいお言葉をいただきました。私はこの言葉がショックでとても落ち
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込みました。しかし、このお言葉で私は高校までとは大きく違う、すべてが自己

責任であることや、練習や大会に臨む熱い想いに気づかされました。この初日の

出来事で大学の部活の厳しさを知ったものの、先輩方と同じ意識の高さで活動

するのにはすごく時間がかかりました。仕事面でも、何度も同じことで注意され

たり、仕事に気づくのが遅く、先輩方を先に動かしてしまったりとなかなか成長

できませんでした。また同期とも上手く連携がとれず、ボール拾いに時間をかけ

てしまい、練習を妨げてしまうことも多く、日々先輩方に申し訳ない気持ちと焦

りでいっぱいでした。しかし、この厳しい状況の中でも、粘り強く頑張ろうと思

えたのは、見捨てずに仕事を教えてくださり、注意し続けてくださった先輩方が

いたからでした。現在もまだまだ改善しなければならない部分が沢山あるので、

新入生が入る前に先輩方に認めてもらえるよう引き続き頑張りたいと思います。 

 このように私は活動が開始してからの約８カ月間で、大学の部活の厳しさを

知り、それにしがみつこうと自分なりに頑張ってきました。高校２年生の夏に見

学した対抗戦で、見た先輩方の強さは、大学の部活をこなし、沢山の試練を乗り

越えてきたからこそ辿り着けたものだと感じ、改めて私もこの部活をしっかり

とこなし、先輩方のように強くなりたいと思いました。あと少しで新入生が入っ

てくるので、今後より一層気を引き締めて部活に臨もうと思います。 

 

 

四 年 生  

最最後後のの躍躍進進  

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)  

 個人戦が終わり、引退が決まったときは、まだ何もやってないのにという気持

ちでした。最後の年に試合も満足にできず、合宿などの部活行事、新しい 1年生

との交流などやりたいことが何も出来なかった年でした。今までの先輩方の期

待や思いを乗せ、引き継いだ農大テニス部でしたが、何も成しえなかったことは

とても悔しく思います。その分後輩たちの代では、色々な経験をしてから引退し

ていってほしいです。 

 しかし、引退してからやりたかったことをたくさん思い浮かべることは、今ま

で楽しい経験や充実した部活生活を送っていたのだと気づかされるきっかけに

もなりました。仲間たちと過ごしたなんでもないような時間も、大変だった練習

やうまくいかなかった経験さえも、自分の中でとても大きく、かけがえのない時

間だったことが今になってわかります。それもすべて農大テニス部という環境

や、周りの仲間たちのおかげです。 
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 この 4 年間を振り返ると周りの人には迷惑ばかりかけてしまったなと感じま

した。生意気な態度をとる自分を先輩方は優しく見守ってくれ、わがままな自分

を同期たちは見捨てず、情けない姿を見せることがあっても後輩たちは変わら

ず慕ってくれて、と、周りの人にたくさん与えてもらって過ごした 4 年間でし

た。一つ心残りがあるとすれば、その与えてもらったものを何一つ返せていない

ということです。先輩方や同期たちには自分の成長した姿を見せ、後輩たちには、

色々なことを教え、支えてあげなくてはなりませんでした。しかし時間は止まる

ことはなく、与えてもらったものを少しも返すことができず引退してしまいま

した。 

 引退した今では自分が農大テニス部にできることはほとんどありません。そ

のため、今後は農大テニス部に自分がしてもらったことを返すように、農大テニ

ス部の一員として、今後出会う人に与えることができるようになりたいです。こ

れを最後の躍進として胸に刻み、日々励んでいきます。 

 

 

四四年年間間をを振振りり返返っってて    

                      国際食農科学科  篠 崎 慎 

（青森 県立青森南高等学校） 

私はテニスを高校から始め、その楽しさに気づいてからは大学でもテニスを

続けようと決めていました。しかし、東京農業大学に入学が決定し、いざテニス

部の練習に体験で参加させてもらった際、そのレベルの高さに入部するのをや

めようかと悩んだことを今でも鮮明に覚えています。  

 結局のところ、両親とよく話し合い、不安半分、楽しみ半分で伝統ある東京

農業大学硬式庭球部に入部させていただいたわけなのですが、入部してからリ

ーグ戦（十月中旬）までの期間は地獄の毎日でした。これまで経験したことの

ない厳しいルールの中での活動や、のどがかれる程の声出し（一年だからあた

りまえですが･･･）、常に全力ダッシュのボーラーなどなど、今振り返ると、

よくやり遂げることが出来ていたなと思うほど大変なことばかりでした。  

 一年生の時のリーグ戦が終わってからは、時間があっという間に過ぎていき

ました。合宿や OB 会、リーグ戦、新歓、追いコン、飲み会、普段の練習はも

ちろん、練習外の時間など、楽しいことや、辛いこと、本当にいろいろなこと

がありました。このように、私の一つ上の代が引退するまでの間にもとてもた

くさんの思い出がありますが、ここに細かく書いていたら切りがないので省略

したいと思います。  

 さて、私の代が一番上となった最後の一年をたくさん振り返ることが出来れ

ば良かったのですが、新型コロナウイルスの影響で、最後の一年は思うように
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活動できないまま引退という形になってしまいました。リーグ戦や合宿など、

ほとんどの行事が中止となり、練習も数少ない限られた時間でしか行うことが

出来なかったため、これといった思い出を最後に作ることが出来ず残念でした

が、これまで当たり前に出来ていたことのありがたみや、テニスの楽しさに改

めて気づくことができたような気がします。  

 文字だけでは薄っぺらい四年間に見えてしまうかもしれませんが、繰り返し

にはなりますが、本当に充実した楽しい四年間を過ごすことが出来ました。最

高の四年間に出来たのは、優しくて頼もしい先輩方、一緒にいると楽しくて良

い子な後輩たち、私たちがテニスをする環境を整えてくださっていた OBの

方々、特に私たちを近くでサポートしてくださった先生方と監督、これら全て

の方々がいてくださったからです。この場を借りてお礼申し上げます。本当に

ありがとうございました。  

 最後に、四人という少ない人数ではありましたが、ここまでやってこられた

のは同期の存在があったからです。特に一年生の時期は、同期内の連携がなけ

れば仕事をこなせていなかったと思うので本当に感謝しています。四年間共に

楽しいことを経験し、辛いことを乗り越えてくれてありがとうございました。 

 

 

最最終終学学年年  

国際バイオビジネス学科  本 間 凌 太 

        （埼玉 私立川越東高等学校） 

三年時のリーグ戦が三部残留という及第点の結果に終わった。同時に最上級

生になった。 

当時はこれから一年間、最上級生としてチームの牽引・最後のリーグ戦への目

標設定とその為の取り組みの計画・今後本格化する就職活動が思考の大半を占

めていた。 

チームや自分が変化していく期待もありながら、当然ながら不安もあった。自

分は不可能なレベルの困難は心を折られてしまうが、真摯に取り組めば改善で

きるレベルの困難なら俄然モチベーションを高く保てる性格なので、最後の一

年間を楽しみにしていた。 

しかしその楽しみがほぼ無に帰してしまったことは非常にダメージが大きか

った。 

個人戦は辛うじて行ことが出来たがリーグ戦は行えなかった。 

自分たち四年生は最上級生らしくチームの中心になれるか。 

新一年生が既存のチームにどのような変化を与えてくれるか。 

リーグ戦経験者が経験を活かしてどのように戦うか。 
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チーム内の競争を経てレギュラーの座を勝ち取るリーグ戦未経験者は初めての

リーグ戦でどんなプレーをしてくれるか。 

全てがうまくいくわけはないがそれも含めて楽しみだった。 

何とも言えない結末になってしまったが、大学部活の四年間は楽しめた気が

する。 

高校部活とは雰囲気が大きく違い新たなことを経験でき、テニスはもちろん

のこと、人としても成長できたと感じている。 

今でも繋がっている先輩方と出会い、卒業後も会いたいと思える同期・後輩に

出会えた。 

当たり前のことのように思われるが、コロナウイルスでの環境の変化を経験

して当たり前のことが出来ることが良いものだと一層思えるようになった。 

今後は学生とは立場の変わる社会人になるが当たり前を大事にして精進して

いきたい。 

 

 

泣泣ききななががらら書書ききままししたた  

造園科学科  山 下 大 貴 

 （北海道 札幌市立藻岩高等学校） 

はじめに 

 今年はもう書かないのかな、と思っていた躍進。書かないのであれば一つやる

ことが減ってラッキーとおもっていたけれど、いざ書くことになり、これまでの

部活生活を振り返ることができ、良い機会をもらったと思います。躍進を取りま

とめて下さった OB 会の方々や常盤松主務の後輩に感謝したいと思います。 

とうとう最後の躍進を書く事になってしまいました。引退をして、4ヶ月経ち

ますが、こうやって躍進と向き合っていると、自分のテニス部として、大学生と

しての 4年間は終わってしまうのだなと今になって強く感じます。 

今回の躍進を書くに当たって、自分の過去の躍進を読み返してみると、なかな

か独特な感性で書かれていてとても面白かったです。 

過去 3年分の躍進の中で、共通している事がありました。それは、自分のテニ

スの技術の躍進を感じられないという事です。3年間テニスをやり続けて上達を

感じられないというのはとても悲しい事ですが、それだけ関東テニスのレベル

が高かったという事なのかもしれません。それでも、日々の中での些細な事に躍

進を見出し、前向きに頑張るという意欲が感じられる躍進でした。 

大学生活 4 年目となる今年度の躍進は、どのような事に焦点を当てて書こう

かと考える中で、あまり深く考えてこなかった「農大テニス部の好きなところ」

に焦点を当てて書いてこうと思います。 
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そのきっかけとして、部活を離れて 4 ヶ月が経過し、部に所属している時に

は気付けなかった（改善点や悪い部分に目が行きがちで）農大テニス部の良さを

一歩引いた立ち位置から書けるのではないかと思ったからです。 

僕が思う、農大テニス部の最大の魅力、好きなところは、言葉にするのは難し

いのですが、「適当で自由だけど、思いは一つ」というところです。一見適当な

部分も多いし、だらしないところも多いけど、「チームで勝つ」という共通の思

いがある。それは、他の部活にはない特徴的な事だと思います。 

この事を最も感じる事が出来たのは、僕が 2 年生の時のリーグ戦でした。当

時のレギュラーメンバーは自由な人が多く、チームの統率という面では不安定

なものでした。しかし、行動や表面上の考え方がバラバラでも「チームで勝ちた

い」という根本的な思いは、1つだったように感じます。その結果、3部昇格を

達成する事が出来ました。 

全体を通して勝率が良かったから、そのように感じるのかもしれませんが、他

の部活では感じることの出来ない農大の魅力がそこにあったと思います。 

統率が取れて、皆自分のやる事を理解し、自分の出来る最大限のプレーを安定

して行う。それが部としての強さだと高校での経験を通して思いますし、今、自

分がゼロから始めるのであればそんなチームを目指すと思います。 

チームのために個人を捨て、チームの事を第一に考えるそういうマインドか

らそれとは真逆の、自分という個性を押し出し、自分の好きなようにやる。一見

バラバラな心はチームの勝ちという気持ちで繋がっている。それが、100年以上

続く農大テニス部の伝統なのだとしたら、僕はそんな部に出会えてとても光栄

だったなと思いますし、不安定な中にある一本の芯とてもかっこいいと思いま

す。 

チームを離れる事で、こんないい気付きが出来たと思うと、よりこの 1 年が

悔やまれる 1 年だったと思わずにはいられません。僕達は 4 年生として、何も

出来ませんでした。凌太と楓馬と慎と 4人でいい部をつくりたかったですし、4

年生としての美味しいところ何も味わえませんでした。この 1 年、チームとし

て様々な喜びと悔しさ、後悔の後にどんな躍進が書けただろうと思うと複雑で

す。でもその気持ちは後輩に預けて払拭して貰おうと思います。 

農大テニス部にはいい思いをたくさんさせて貰いました。本当にありがとう

ございました。協調性はない、意見は合わない、でもそんなチームの勝利に、個

人個人全力を尽くす。そんな農大テニス部がとても好きです。かっこいいです。 

今年度の山下大貴の躍進は、「農大テニス部が好き」という事に気が付けた事

である。と最後にまとめて、締めにしたいと思います。 

４年間、支えてくださって本当にありがとうございました。農大テニス部の一

員であった事を誇りに、今後の人生、精進して行きたいと思います。 
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ＯＢ会だより  

◎活動報告（令和２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３年２月２８日現在） 

 杉山 卓（Ｓ１９）   小野 昭（Ｓ２５）   廣瀬 清純（Ｓ３２） 

吉田 隆生（Ｓ３５）  菊地 実（Ｓ３９）   河端 謙治（Ｓ４０） 

大矢 四十六（Ｓ４１）  荒井 規夫（Ｓ４３）  大瀧 晴夫（Ｓ４３） 

加藤 脩三（Ｓ４５）  三浦 晴男（Ｓ４５）  佐藤 元子（Ｓ４７） 

重田 公子（Ｓ４７）  渡邊 雅彰（Ｓ４８）  青山 宏（Ｓ４９） 

阿武 髙志（Ｓ４９）  浮谷 芳之（Ｓ４９）  杉本 龍彦（Ｓ４９） 

原  宏之（Ｓ４９）  右田 基司（Ｓ５０）  高木 隆雄（Ｓ５１） 

高木 絵実（Ｓ５３）  小林 衛（Ｓ５２）   山崎 博繫（Ｓ５３） 

土生津 紀美（Ｓ５４） 奥田 秀助（Ｓ５９）  鈴木 健一（Ｓ５９） 

今泉 俊之（Ｓ６１）  小山 純一（Ｓ６２）  冨田 恭正（Ｓ６２） 

陰山 明典（Ｈ２）   栗原 信利（Ｈ５）   大村 知彰（Ｈ９） 

大村 綾香（Ｈ９）   栢原 敦子（Ｈ９）   前田 茂雄（Ｈ９） 

 （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 115 期）の紹介 

一守 純輝さん （国際バイオビジネス学科） 

大里 黎さん  （国際バイオビジネス学科） 

高野 馨次さん （国際農業開発学科） 

前田 大輝さん （森林総合科学科） 

松尾 圭都さん （国際バイオビジネス学科） 

永吉 舞香さん （国際バイオビジネス学科） 

林 和さん   （国際バイオビジネス学科） 

 

 

 

32



 
 
 

33 

◎訃報 

 杉山 卓さん (Ｓ１９専緑卒)  

 令和２年１２月１３日逝去 

 

 雪村 侑さん (Ｓ３０工卒)  

 令和２年４月５日逝去 

 

浮谷 芳之さん（S４９年造園学科卒） 

令和２年８月１７日逝去 

 

謹んでお悔やみ申し上げます。 
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部活動報告 

令令和和二二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 

令令和和元元年年度度  関関東東学学生生新新進進テテニニスス選選手手権権（（新新進進））  

男子単一次決勝 

○ 本間（４－１  ４－０）渡辺（東京国際大学） 

  山下（１－４ ０－４）内田（駒澤大学）○ 

○ 杉畠（３－５ ４－２ １０－３）山下（駒澤大学） 

男子単二次準決勝 

○ 本間（W.O）枡（亜細亜大学） 

  杉畠（２－６ ０－６）丹下（早稲田大学）○ 

男子単二次決勝 

  本間（０－６ ２－６）澤岻（日本体育大学）○ 

 

男子複一次決勝 

○ 本間・山下（４－２ ４－２）阿部・佐藤（東京国際大学） 

男子複二次準決勝 

  本間・山下（４－６ ３－６）権藤・呉岡（亜細亜大学）○ 

 

令令和和二二年年度度  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（（春春関関））  

男子単一次決勝 

〇 本間（６－０）長谷川（上武大学） 

  大和田（２－６）藤岡（慶應義塾大学）○ 

男子単二次準決勝  

  本間（０－４ ２－４）田中（法政大学）○ 

○ 杉畠（４－２ ４－２）山下（駒澤大学） 

男子単二次決勝 

  杉畠（３－５ ３－５）森（明治大学）○ 
 
男子複二次準決勝 

本間・山下（１－４ ０－４）小川・片山（日本大学）○ 
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女女子子  

令令和和元元年年度度  関関東東学学生生新新進進テテニニスス選選手手権権（（新新進進））  

女子複一次決勝 

齊藤・坂田 (０－４ ０－１) 山田・豊島 (早稲田大) 〇 

 

令令和和二二年年度度  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））  

女子単一次決勝 

齊藤 (０－６) 露久保 (東洋大) 〇 

田邉 (１－６) 吉田 (東京国際大) 〇 

○ 千歳 (６－４) 中村 (日本女子大） 

○ 益子 (６－０) 秋月 (順天堂大)  

女子単二次準決勝 

 千歳 (２－４ １－４) 松田 (早稲田大) ○ 

益子 (１－４ ０－４) 山藤 (慶應義塾大) ○ 

 

女子複一次決勝 

永田・千歳 (４－６) 田幡・内木 (東洋大) 〇 
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さらば先輩 

青木 楓馬（食料環境経済学科） 

ワードセンスが秀逸。「陽明 24歳○ツ○チ子持ち○○の代」名付け親。 

 

篠崎 慎（国際食農科学科） 

自称「農大一のイケメン」。その大きな目で見えないものはない。 

 

本間 凌太（国際バイオビジネス学科）  

とってもセクシーな衣装でポップコーンを作る天才。次回作に期待。 

 

山下 大貴（造園科学科）  

サイコパス説が噂されている獣の巨人。慎くんのことが好き。  
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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  慶慶應應義義塾塾大大学学  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 東東京京都都立立大大学学  ⑪⑪ 高高崎崎経経済済大大学学  ⑫⑫ 明明海海大大学学  

⑬⑬ 山山梨梨大大学学  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    

  

37



 
 
 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  慶慶應應義義塾塾大大学学  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  東東京京都都立立大大学学  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  

 

 ２０２０年は新型コロナウィルス感染拡大の影響により、世界全体で日常生

活が大きく変わってしまった。我が農大庭球部も例外ではなく、リーグ戦の中止、

練習の自粛等、予想もしなかった対応を迫られた。 

 このような状況ではあるが、躍進を発行できることを嬉しく思う。読めば、現

役部員が、逆境にありながらも、明るく、前を向いて進んでいることがわかる。

頼もしい限りだ。 

また、現役強化にむけては、例年以上に多くのＯＢ・ＯＧが温かい志を届けて

下さった。東日本大震災の時にも感じたが、厳しい状況になればなるほど、強い

チームというものは、絆が目に見える。100 年を超す歴史、伊達ではない。 
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