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巻 頭 言

年を迎え、昨年よりさらに飛躍の年に

 
農友会硬式庭球部部長 樫 村 修 生

東京農業大学 庭球部 OB 会常磐松テニス倶楽部の諸先輩方、ならびに農友

会硬式庭球部の部員のみなさん、新年明けましておめでとうございます。今年 1
年もご指導の程、よろしくお願いしますとともに、ご活躍の程ご祈念申し上げ

ます。

OB の皆様には、昨年度も硬式庭球部への金銭的ご援助、さらには試合等へ沢

山の方々が足をお運びいただき、ご声援賜りました。また、昨年の特徴としま

しては、部員のご家族の方々が公式試合のみならず。練習試合などへ沢山の応

援やご支援いただきました。それにより、部員が毎試合奮起して活躍する結果

となり、硬式庭球部としては大変喜ばしいことと感じました。今年も、昨年以

上に、皆様のご声援をよろしくお願いします。このことは、OB の皆様、とくに

大矢会長ならびに九鬼幹事長のおはからいで、新しく硬式庭球部のホームペー

ジが作成され、その情報がこまめに更新され、試合予定や結果が流されている

ことが大きな理由であると思われます。また、このホームページのお陰で、農

大の入学を目指している高校生で、硬式庭球部にも入部希望の生徒の情報が入

ってくることが多々あるようになりました。今後も、このホームページを部員

とともに、より一層効果的に利用できるように、また、部員には、OB の方々へ

試合予定情報などをこまめに流す努力をしていきたいと存じます。

2019 年新年早々、現役部員に話したことは、まず、今年 年の自分の目標を、

学業とテニス競技で立てなさいとしました。まず、部員ひとりひとりが、文武

両道、しっかりとした自覚をもって臨んでほしいとのことです。自分自身が、

どのような形でも良いからチームのために貢献できるヒトになってほしいと思

います。その上で、4 年生上級生が中心となってチーム全体としての目標を立て、

リーダーシップをとって頂きたいと思いますし、それができる 4 年生上級生が

揃っているのが 2019 年であります。

とくに男子は、昨年度、見事に 3 部復帰を果たし、非常に上昇気流にのり勢

いがあるチームになっております。もう一つ上の 2 部を目指す力が十分に存在

すると思いますので、OB の皆様も期待していただき、是非、現場で試合の声援

をしていただけるとありがたいです。

女子は、残念ながら健闘むなしく、3 部から 4 部降格となってしまいました。

さらに、今年は、部員数も減少し、苦しい１年が想像できます。ただ、4 月以降

1
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新入生の入部に期待するとともに、積極的に新入生の勧誘活動を行っていきた

いと思っております。OB の皆様にも、是非お近くにテニスが上手な高校生がい

らっしゃいましたら、農大への進学をお声がけいただければありがたいと思っ

ております。

東京農業大学は、今年で１２８年目を迎えます。世田谷キャンパスには、大

きな研究棟も建設中で、今年度末には完成予定です。キャンパス整備もほぼ終

了し、綺麗で緑が多いキャンパスが誕生します。さらには、短期大学部が廃止

されたのに変わり、新学科が続々と設置され、さらには、大学院新設も予定さ

れております。また、道を挟んだ農大一高側には、小学校も新設され、小中高

大学の一貫教育ができる体制ができあがります。OB の皆様も、是非新しく変貌

する東京農業大学世田谷キャンパスにも是非お越しください。そして、現役部

員の応援にも来られることをお待ち申し上げております。
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期の 会

ＯＢ会会長 大 矢 四 十 六

平成 30 年は OB 会の次の 100 年に向かって新たに踏み出す年でした。そして

西暦の偶数年に行う役員改選の年でもありました。

本会の役員は会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事、会計、会計監査です。

会長は 4 月 15 日の総会で小生が再び仰せつかりました。皆様にご協力をいた

だいて進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。

さて創設 100 周年行事委員会委員長をお願いし、行事を成功に導いていただ

きました宇野前会長が退任されました。そこで、これまでの雪村侑顧問と共に

顧問に就任いただきました。長い間ご尽力いただき有り難うございました。

また、参与は引き続き小野昭（昭和 25 年化学）、青木俊雄（昭和 28 年農学）、

坂内和典（昭和 28 年農学）、菊地実（昭和 39 年経済）、本多信男（昭和 40 年経

済）の会員の皆様にお願いしました。

役員の副会長ですが、宇野顧問に兼ねていただいておりましたが、新たに九

鬼幹事長や原会計の推挙を受けて同期の昭和49年に造園学科を卒業した松本透

会員にお願いしました。現役時代の松本副会長は数少ないインカレプレヤーと

して、また主将として関東大学テニスリーグの戦後における最高位となったベ

スト 10 に貢献するなどの活躍をした輝かしい経歴の持ち主です。

幹事は九鬼博幹事長（昭和 49 年造園）、原宏之会計（昭和 49 年畜産）ととも

に熱海久子（昭和 42 年栄養）、奥田秀助（昭和 59 年化学）、冨田恭正（昭和 62
年畜産・躍進編集長）、宮内淳（平成 2 年林学）、鈴木隆広（平成 18 年醸造）の

各会員に継続願い、新たに重田公子（昭和 47 年栄養）、鈴木健一（昭和 59 年造

園・現監督）の両会員に加わっていただきました。

また、会計監査は加藤脩三（昭和 45 年畜産）、小林正章（昭和 45 年経済）の

両会員に引き続きお引き受けいただきました。 
このメンバーで会員の皆様のご意見やご協力をいただいて平成32年度まで運

営して参ります。どうぞよろしくお願いいたします。

さて、当面の課題は何であろうか。それは前号でも提起させていただいた存

続策の検討であります。すなわち変化に対応していかに部が活動して行くか、

それを OB 会がいかに応援していくかです。

重要な変化は平成 25 年から庭球部へのスポーツ推薦枠がなくなり、29 年に

はスポーツ推薦の部員がいなくなったことです。そして 2年間が経過しました。

この経験を基に幹事でもある監督を交え、検討することが不可欠と思います。

ご協力を重ねてお願いいたします。
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ゾーンに入る

監督 鈴 木 健 一 

私の特技は、鮎釣り。幼稚園入園前頃から近所の子供たちや大人に混じり家

の目の前の小川で釣り糸を垂らしていました。鮎は単年魚、産卵は秋の稲刈り

の時期にピークを迎える。産卵場所は、下流の砂利の浅瀬、その後、孵化した

稚魚は、海へ下りプランクトンを餌に成長し、翌年の桜の咲くころ生まれた川

に遡上する。成長に伴い、主な餌は、川底の石に生えるカワゴケに変わり、石

に付着したカワゴケを噛んだ痕が川の石に現れる。鮎の美味しい時期は、二毛

作が日本各地で行われていた時代、麦の収穫時期と伝え聞いている。躍進が日

本全国の OB・OG の皆様のお手元に届くころ日本各地の川を遡上する鮎の群れ

がピークを迎える。

鮎の天敵は、人間を除き、水中ではウナギ、モクズガニ、スズキ、カジカな

ど。農大の夏合宿打ち上げにはその日、私の釣った天然のアユを持参している。

釣りをしているときは、夢中になり、食事や体の疲れも忘れ没頭する。釣り

方は、縄張りを持たない鮎は、餌釣りの対象、適切な餌を用意し、空腹の時間

帯を集中的に狙う。また、縄張りの石に生えたカワゴケを餌にしている成魚は、

縄張りに入ってくる鮎を追い出すために体当たりする習性を利用し、友釣りで

仕留める。成果を求めることについては運動に共通することは多い。たとえば、

対象を観察し戦略を立て、戦術を決め、日々あきらめず健気に実行すること。

好きなことを健気に実行でき、周りのことがあまり気にならず、身近な人のア

ドバイスが素直に聞ける時間帯、それが私の経験上の「ゾーンに入る」であり、

多くのテニス部員は試合で経験をしていることと思う。現役部員は、テニスを

より好きになるよう意識し、日々の練習や試合に臨んでください。この積み重

ねにより、より試合を楽しむことができることにつながるのではないでしょう

か。

思い返すと私の最初のゾーン体験は鮎釣りであり、学生時代はテニスであっ

たと今に思う。

最後になりましたが、卒業する４年生、おめでとう。たまには、農大コート

へ応援に来てください。待っています。
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三 年 生 

最高学年になり 
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

もう三度目のこの季節になりました。いまさら時間の流れが速いとかはもう

良く分からなくなりましたが今年も躍進を書かせていただきます。

気づけば最高学年になっておりお世話になった先輩方はいなくなっていまし

た。なかなか寂しいものです。そう思えるほどに先輩方にはお世話になってい

たということです。もう自分たちが部の上に立つものでありこの一年引っ張っ

ていかなければならないのかと思うと肝が冷えます。そんな器なのだろうかと。

自分も後輩を三回経験したのでつまりは部の引っ張り方を三回見たということ

になります。その感想として、正解はないのだなと思いました。やはり学生主

体でやっているこの部活は、牽引のプロがいるわけではないので一年間の中で

たくさんのボロが生じます。いかにこれを少なくできるかは同期とのたくさん

のコミュニケーションによって未然に防げると私は考えます。しかしそれでも

ボロは恐らく生じます。もうそれは仕方がないと踏ん切りをつけるしかないと

思います。学生主体には能力的にも活動限界があると思いますから。ただそう

はわかっていたとしても、やはり引っ張ることは大変なことです。部を引っ張

るうえで重要なのがコミュニケーションだと先ほど述べましたが、さらにその

うえで重要なのが同期といかに仲が良いかということです。険悪な仲ではろく

にコミュニケーションも取れないし、後輩はそんな人たちについていきたいと

は思わないと思います。これは、理論上は当たり前のことですが、やはりうま

く事を運ぶのはとても難しいことですし人間同士の相性というものがあります

から全員が仲良くできるというのは奇跡的なことです。この点は、本当に運が

良かったと思っています。

さて、部の運営という哲学的なことはここらへんで終わりにし、この部活は

今回のリーグにおいて三部に昇格することが出来ました。とても栄誉あること

であり、テニスのレベルは格段と上がっていきます。それこそ強すぎる選手た

ちと今年のリーグは戦わなくてはなりません。普段の練習のレベルを一層上げ

ることに尽力しなければならないと思います。練習メニューのマンネリ化解消

は今年も重要な課題となってきますが、果たしてうまくいくかは心配なところ

です。

またこの時期は一年生がバイトを始める時期でもあります。わたくしが働い

ているスーパーまいばすけっとは素晴らしいバイト先なので、どしどしバイト

の応募をお待ちしております。
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今年の一年生全員まいばすけっとに入れてやるぞう。

躍進

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

今年一年を振り返り、去年と違ったことは一年生が５人も入ってくれたこと

です。体験に来てくれた人はもっといたのですがやはり体育会系ということで

何人かは入るのをやめてしまいました。その中で残ってくれた５人はとてもあ

りがたいことです。

私が変わったことといえば、夏合宿でとても動いていたということです。今

までとは比べ物にならないくらい動いていました。なぜそこまで動けていたの

か私にもわかりません。例を挙げるとするなら気温が丁度よかったからだと思

います。夏なのに暑すぎずテニス日和でした。また、去年の躍進を見て思った

ことがあり、入学生が入れば何かが変わって頑張れるかもしれませんと書いて

あったのですが何も変わりませんでした。やはり私はこういう人間なのだと改

めて思いました。未来に託しても何も変わりません、今変わらないといけない

と思いました。しかし思っているだけで実行には移さないと思います。

次の年が最後の年です。悔いが残らないようにしようと思います。後輩のた

めに何かを残せたらいいなと考えているのですが、何もありません。また、考

えているだけです。最後に私が思っていることを言って終わりにしようと思い

ます。こんなふざけた文を書いてきましたが、いい年を迎えることができたら

と思います。

躍進

国際バイオビジネス学科 大 里 黎

埼玉 私立浦和学院高校

やめられない漫画を閉じて顔を上げて気づくように居心地いい日向もいつの

まにか影になって黄昏る。今年はそんな日々を過ごしていました。今年は世間

で衝撃の出来事が沢山ありました。サッカーW 杯ベスト 16 進出・大坂なおみ選

手全米 OP 優勝と日本人として誇らしいニュースが沢山流れてくる中私にとっ

ても世間にとっても悲しいニュースも沢山流れてきました。私にとって悲しい

ニュースはある人との別れでした。出会いがあれば別れもあることは分かって

います。なので、違う道を選んだ意味・輝く未来の為と互いに分かる日が来る

だろうと思うととても前向きな気持ちになれました。先輩方も卒業し環境が変
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わり大変な思いをすると思います。人は誰も変わる事に慣れていなくて昨日と

同じように今日も明日もここに居たくなる、ですが知らない道は進む事によっ

て人間として大きく成長できる可能性の道なのでこれからも頑張って下さい。

私もあと一年後には部活を引退する事になるので部活を「好きだったこの場所」

と思えるようなテニスをしていきたいと思います。

最後の一年

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

今年も躍進を書く季節がやってきました。一年が過ぎるのがあっと言う間で

す。ついこの前入学したしたように感じますが、四年生が引退してしまいあっ

という間に自分達が一番上の代になってしまいました。四年生の方々にはとて

も感謝しています。練習に誘えば快く受け入れてくださる方が多くいました。

話も聞いてくれたり、面白い馬鹿なことも沢山しました。私が一年生の頃から

面倒を見てくださった先輩方には感謝しかないです。社会に出たら大変とは思

いますが私は先輩方を応援しています。ありがとうございました！今年は男女

合わせて七人の一年生が入部しました。一年生達には普段の練習の準備を始め

OB 会や躍進の準備等を無償で手伝ってもらっていますが、これを当たり前とは

思わないで感謝しなければなりません。ありがとう！

先輩方が抜けて後輩しかいない環境になってしまいました。一番上の代とし

て後輩達を指導し先輩としてのあるべき姿を見せてテニス部を引っ張らなけれ

ばなりません。最高学年になったことにより責任も増し、昔のようにふざけた

言動もできなくなりますがこれから一年間後輩の指導に尽力します。

さて今年を振り返ってみると念願であった関東大学テニスリーグ三部復帰を

果たすことが叶いました。メンバー皆が恐ろしく強く、去年の成績が嘘のよう

です。私は去年のリーグメンバーとして出場しました。ですが、今年は必死に

努力しても後輩にメンバーの座を明け渡すという形になってしまいました。完

全に自分の実力不足です。来年はリーグメンバーとしてコートに立ち部に貢献

したいと思います。個人戦の成績では今年の春関の時にダブルスで念願の二次

予選に進出することができたことがとても嬉しく、ペアだった杉畠くんに感謝

しています。シングルスではまだ二次予選に進出できてないので来年の新進大

会で二次予選に行きたいです。正直言って現在の自分のテニスは納得のできる

ような状態ではありませんが、ここで腐らずに我慢してチャンスの順番が来る

と信じてテニスを頑張ります。

2018 年は学科の研究室に入って部活との両立が大変な年でもありました。三
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年生になったら授業も少なくなるので時間的に余裕が生まれテニスに集中でき

ると思っていましたがそれは大間違いでした。寧ろ大学生活の中で一番多忙な

一年間でした。しかし研究室の同期達と力を合わせ収穫祭で研究室の展示が無

事に終わることにより部活とはまた違う団体での達成感を味わえたことは良か

ったと思っています。入った事を後悔したこともありますが、違う世界に飛び

込むことにより知識も増え人間関係の幅も広がったので良かったです。四年生

になると自分自身の人生に大きく関わってくる就職活動が始まります。それに

加え部活動、研究室活動、これら三つを、手を抜かずに両立することは正直言

って簡単な事ではないですが、挫けずに最後の一年間は何事も一生懸命に取り

組み、後悔の無い一年を過ごせればと思います。

度目の躍進

国際バイオビジネス学科 松 尾 圭 都

千葉 私立千葉敬愛高等学校

今年も躍進の季節がやってきました。この時期になると風に吹かれて風邪を

ひきやすくなるので体調管理をしっかりしていきます。この一年間を振り返る

といろいろなことがありました。まずなかなか戻れなかった三部への昇格です。

僕が一年生の時に降格して去年は、四部残留で「僕は嫌だ」と思いました。し

かし今年は入れ替え戦でまた成蹊大学とあたり、リベンジをすることができた

ので良かったです。今年のチームは僕が農大に入って一番強かったチームだと

思いました。メンバーはもちろんサポート側も三部に戻りたいという気持ちが

強く、時には部同士で不協和音がありましたが今年は部員全員で三部に昇格し

たといっても過言ではないです。

個人戦はまだ一度も単複二次にも上がれたことがないので今年がラストとい

うことで気持ちを切らさず頑張りたいです。

僕は三年間大学テニスを経験して感じたことがあります。それは秋冬春に僕

はテニスの調子をピークに達してしまい夏になると落ちていく傾向があります。

今年は最後のリーグなのでピークをしっかり夏にもっていき、「一度妥協したら

死んだも同然」と思っているので一切の緩みなしに頑張ります。

来年からは就活が始まってしまいます。いつもなら先輩が就活する姿を見て

も何も思いませんでしたが、いざ自分が就活するとなると緊張してしまいます。

しかしここで自分の意思をしっかりもち、面接のときに「ここで主張を曲げた

ら生きてる価値ない」そのような強い気持ちで乗り切って来年の躍進には無事

就活を終えられたことを書きたいです。

これからは大学テニス最後の年になりますが目の前のガラスを割るような強
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い気持ちで頑張りたいです。ありがとうございました。

未完成

国際バイオビジネス学科 林 和

東京 都立新宿高等学校

私は未完成だ。みんな未完成だ。努力して、成功と挫折を繰り返し、まさに

七転び八起きの日々だ。私はちょうど今、その挫折を味わっている。四年生が

卒部した今の女子テニス部は、はっきり言って抜け殻だ。女子テニス部は存続

の危機にさらされている。なぜこんなに人が入らないのか。どうしたら入って

くれるのか。なぜ一度入っても辞めてしまうのか。それは内部の体制に問題が

あるからなのか、それとも入ってくる学生に問題があるのか。わからない。こ

のままでは三部復帰を目指すどころか五部降格が目に見えている。リーグに出

るための部員確保を最優先とし、三部に復帰するための部員のスキルアップも

必要だ。この状況を打破する解決策について、日々葛藤する毎日を送っている。

しかし、幸いにもこの問題を一緒に抱え、悩み、相談に乗ってくれる仲間が

いる。それは家族、部長、監督、先輩、同期、後輩たちだ。私は日々その人た

ちに支えられているのだとつくづく実感している。そういった人たちのおかげ

で、今逃げ出したくなるようなこの状況にも、果敢に立ち向かえるのだと思う。

決してひとりではない、ひとりで抱え込むことはないのだと思える。

学生としてのテニス人生もあと一年で終わる。最後の一年で何ができるか。

自分のテニスのため、部のため、みんなのために、主将としてどのような行動

をすべきかを考え、結果を残せる一年にしたい。何もしないでただ時間だけが

過ぎていくようなことは絶対にしたくない。一瞬たりとも無駄にせず、今はこ

の四名という少ない人数で頑張っていきたい。未完成な私なりに、自分自身の

個性や良さを武器にして主将としての役割を全うしたい。

悩み、葛藤。チームとは。

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

今年もあっという間に躍進を書く時期になりました。新体制になった今、今

年一年を思い返しながら書こうと思います。

まず、チームとは何か、一致団結とは何か、改めて考えさせられる時間が多

かった気がします。過去の話を持ち込んで申し訳ないですが、昨年までのまと

まり、チームワークが今年はゼロに近かったと思います。ひとつ言えるのは、
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先輩を見て後輩は動くということです。色々な意味で後輩は先輩を見ています。

私は大学の部活に所属し、三年目にしてやっと後輩ができました。高校の時か

ら上下関係が厳しい部活の中で過ごし、最後の一年は主将という立場にいたた

め、周りを見ること、後輩をまとめることなど得意な方だと思います。周りが

見えるということは良い反面、時には見たくないものまで見えてしまうことも

あります。今年一年の部活を振り返り、自分を含め全員の気持ちがバラバラだ

ったということだけが記憶に残っています。その様子が、リーグ戦の結果に全

て表れたと思います。何を言いたいかと言いますと、テニスだけでなく、人間

関係、先輩の機嫌の取り方、私はどうしたいのか、何もかもが初めての一年生

は何を思っているのか、悩みに悩んでとにかく悩んでモヤモヤしたまま流れた

一年でした。

リーグ戦、やっとダブルスに出ることができました。ダブルスが好きで、ダ

ブルスだけがしたくて大学でもテニスを続ける決断をしたと言っても過言でな

いくらいの私は、昨年の悔しい思いを胸に挑みました。ダブルスはやはり楽し

く、シングルスのモチベーションにも繋がったと思います。貢献出来たか出来

ていないかは別として、個人的なプレーに関しては昨年よりも出し切れたので

はないかと思います。

こうして一年間は終わり、たくさんの課題を見つけました。新体制になった

今、部員は四人。ですが私は、誰一人見捨てることなく前だけを見て、ラスト

一年突っ走りたいと思います。ここまで来たら結果はともあれ、やりたいこと

をやって最後に後悔しない一年を作り上げます。

最後にこの場をお借りして、甘利さんに感謝させていただきます。三年間い

つも一緒に泣いて一緒に悩んで下さりありがとうございました。最後のリーグ

戦、ペアになれたこと、ダブルスらしいダブルスを二人で出来たこと、とても

嬉しく思います。自分の悩みは隠し、先輩として精一杯引っ張る姿、とてもか

っこよかったです。ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。

二 年 生

全く身にならない日々

造園科学科 山 下 大 貴

北海道 市立藻岩高等学校

去年の躍進を書いて早いもので一年になります。躍進という言葉を聞いてこ

の一年間を振り返ってみると、自分自身の躍進を見つけることができず、少々

悲しい気持ちになります。この一年間で思い出されることは、とにもかくにも
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テニスをし、一発芸で笑い、先輩同期後輩と意味もない無駄話をした記憶ばか

りが思い出されます。歴史ある東京農業大学硬式庭球部の歴史に刻まれていく

には、あまりにしょうもないことの繰り返しでした。

しかし、チームとしての躍進は一つだけ思い当たります。それはもちろん関

東大学テニスリーグ三部への昇格です。どうして昇格という大きな目標を達成

することができたのかよくわかりませんでした。出会った頃からずっと変わら

ない先輩同期後輩、過ごしてきたのは前進にならない日々のはずでした。

今こうして振り返ってみると、その理由が少し分かる気がします。昇格でき

なかった一年前は、チームで勝つために歯車を合わせようとし過ぎたのかもし

れません。今年は、全員の個性が強く噛み合わないのは火を見るより明らかで

した。試合前はそこが心配されましたが逆に噛み合わないまま我が道を行くこ

とが、良い結果を引き寄せたのかもしれません。しかし、チームで勝つという

ことは、プレーは噛み合わなくても気持ちのどこかでは噛み合っていたのだと

思います。本人たちの知りえないところで完全同調していたのだと思います。

このような気持ちの噛み合いは、もしかしたら無駄のような、意味のないよ

うな、全く身にならない日々があったからこそのものだと思います。代が変わ

り新チームで、新たに歴史を刻んでいくテニス部が、最も大切にしなくてはい

けないのは日々のくだらない日常なのかもしれないと改めて強く感じました。

フォアハンド

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年間のテニスを振り返るとフォアハンドをネットしたことばかりを思

い出します。もともとフォアハンドは得意ではなく、今年こそは克服しようと

思い練習していたわけですが結果は実らずネットばかりしてしまいました。一

時的に入るようになることはあるのですが気が付いたらまたフォアハンドをネ

ットにかけています。そしてまた入るようになっても気が付いたらネット、そ

の繰り返しで１年がたってしまいました。打ち方が悪いのかなと思い打ち方を

変え、意識しながら打ってみたり、はたまた何も考えない方が入るのではない

かと思い、何も考えずに打ってみたり、そんなことをずっと繰り返しまた今日

もフォアハンドをネットにかけています。

僕のフォアハンドがネットしてしまう理由は打ち方などいろいろあると思い

ますが、１番の原因は自信がないことだと思っています。自分のフォアハンド

に自信がないから思い切り振れずにネットしてしまうということが多々あるか

らです。しかし自信というものはすぐにつくものではないのでたくさん練習し、
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少しずつ付けていこうと思います。逆に自信さえ付いてしまえばフォアハンド

も入りまた周りのこともうまくいくと思います。

ですがこのようなことも悪いことばかりではなく、フォアハンドをネットに

かけてもめげずに練習していくうちに、物事を諦めずに何度でも挑み続ける力

を身につけることが出来ました。なのでこれからもフォアハンドをネットしな

い日を夢見て練習し続けます。

充実した大学生活

国際食農科学科 篠 崎 慎

青森 県立青森南高等学校

大学生活が始まって約一年半が経った。一年目は辛いことばかりだったが、

今ではとても楽しい大学生活を送ることが出来ている。その要因は三つある。

一つ目はやはり、部活動に入っていることがとても大きい。個性豊かな一年

生が入部してくれたり、先輩ともより仲が深まったり、以前よりテニスの技術

が向上していると実感したりと、とても楽しく活動することが出来ている。テ

ニス部のメンバーは仲が良いが、練習中の時とプライベートの時のオンとオフ

の切り替えをしっかり出来る人が多く、良い練習も出来ていると感じているの

で、この調子で良い関係を保ちつつ、上達できるように練習を頑張っていきた

いと思う。また、今年度は多くの方にアドバイスをいただいたので、教えてい

ただいたことをしっかり考えながら、そして目標を持ってやっていきたい。

二つ目は、学科に友達ができたことである。一年生の時は、授業の時間以外

ずっと部室にいた程学科に居場所がなかった。しかし、趣味が合う人たちに出

会い、研究室にも入ったことで、たくさん学科の人と関わるようになり、大学

生活が楽しくなった。私を含め、私の同期達は友達がいないで有名なので、ぜ

ひ友達を作ってさらに充実した生活を送って欲しいと思う。

三つ目は、心の支えができたことである。とある女性グループのおかげで、

どんな辛いことも頑張ろうと思えるようになった。これからもお互い支え合っ

ていき、良い関係を続けていきたい。

今年度は、三部に昇格したということもあり、辛いことや大変なことがさら

に多くなってくるとは思うが、東京農業大学硬式庭球部の一員という自覚を持

って日々頑張っていきたいと思う。
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二年目

国際バイオビジネス学科 本 間 凌 太

埼玉 私立川越東高等学校

初めての躍進を書いてから一年が経った。

今年の躍進を書くとなり、初めてこの一年をまじまじと振り返った気がする。

大きな出来事は三つあったから、その三つを記そうと思う。

一つ目は、新進のダブルスで関東学生になったことである。

この結果を周りの部員や親など色々な人に驚かれたが、一番驚いたのは自分

であると言っても過言ではない。二次予選で天下の早稲田大学と二部の日本大

学のペアに勝利し本選に進むことができた。四部大学、名前も浸透してない自

分達に対して相手選手は面白いほどに見下してきた。そんな相手の隙をつき、

倒していくのは快感に他ならなかった。

二つ目はリーグ戦である。

対抗戦の結果を含めた下馬評では、三部昇格は順当だと思われていた。不謹

慎かもしれないが自分は去年の経験上「四部三位」ぐらいになるのではないか

と考えていた。しかし、初戦を全勝で勝つことができると、面白いほどにその

後も勝利することができ、「四部一位」になることが出来た。ここで一つ違和感

があるとしたら四勝一敗で一位だったのだが、その一敗を喫した明治学院大学

は五位ということだ。これが総当たりの面白さであり難しさだと感じさせられ

た。入れ替え戦もしっかり勝つことができ、二年ぶりに三部に復帰することが

できた。嬉しい反面、来年のリーグ戦への不安が生まれた。三部と四部は異世

界だと思っている。来年の躍進で『リーグ戦の結果は満足だった。』と書けるよ

うにこの一年努めたい。

その他に、同期である道産子の山下と共に活躍できたことはとても喜ばしい

出来事であった。

三つ目は、兄の引退である。

幼少期から高校まではほぼ同じレールを歩いていて一番身近な存在であった。

自分は高校時代にチームの代表として様々な経験ができ、正直燃え尽きていた

ところがあった。しかし、兄が関西の大学テニス界の最前線で戦っている姿を

見て、大学でもテニスを続けようと決心した。そんな兄は関西の一部大学に所

属していて、インカレにも出場していて、今年その大学のエースとして最後の

リーグ戦を終えて引退した。兄の引退を実感してあらためて自分の心の中での

兄の存在の大きさに気付かされた。結果で兄を超えようと思ったことはあまり

ないが、いちテニス選手としての振る舞いや周りからの信頼度などで偉大な兄

を超えることが今の目標の一つである。

最後に今年度で引退された四年生には男女問わず、部活動・プライベートで
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色々とお世話になりました。卒業されても面倒を見てくれると幸いです。あり

がとうございました。

一 年 生

これまでを振り返って

地域創成科学科 金 子 一 光

静岡 県立韮山高等学校

農大のテニス部に入部し、約半年が経った。正直、この半年間は辛いことが

圧倒的に多かった。一年生は仕事が多く常に緊張感をもって動かなければなら

なかった。動きが悪かったことで先輩に罰を出されることも多々あり大変だっ

た。一番辛かったのはやはり夏のリーグ戦の期間である。入れ替え戦を含め合

計六戦もの間準備、審判、応援を行わなければならず、毎回試合後の集合で先

輩方に何を言われるのか怖くて仕方なかった。しかし一年どうしの確認が十分

でなかったせいでミスが出てしまい、最終戦ではついに最も恐れていた坊主の

罰が出てしまった。中学生以来の久しぶりの坊主。男子大学生の命と言っても

過言ではない髪の毛を失って、大学の部活は生半可な気持ちではやっていけな

いと改めて感じさせられたリーグ戦であった。

いろいろと辛いことはあったが同期や先輩と相談し、部活を辞めずになんと

か続けてきたことで最近では以前よりも上達し、少し自信もつくようになり、

もっと頑張ろうという思いが強くなったと感じている。残りの半年間は来年度

入部してくる新一年生にしっかりと先輩として指導出来るようにするためによ

り気を引き締めて活動していきたいと思う。まだ一年も経過しておらず先は長

いが一年生の前期を乗り切れたことに自信を持ち、これからも困難に直面する

ことがあっても自分に負けず、その先にある達成感や喜びを目指して努力して

いきたい。

振り返り

地域創成科学科 杉 畠 志 治

東京 私立和光高等学校

今年の一年間は、今までと一番変わったことがあります。人生初の部活動を

経験するということです。今までは部活に所属することはあったが、練習はテ

ニススクールでやっていました。そのため、部活動での同期や上下関係、一年
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生の仕事、上級生からの罰は、どれも初めて経験するものばかりでとても大変

で苦労するもので苦痛なものばかりでした。

リーグ戦では、一年生ながらもメンバーに選んでもらい選手として単複の全

試合に出場することができ、とても良い経験をさせていただきました。僕は団

体戦が人生で初めてなので、ダブルスの試合では前田大輝さんにとても迷惑を

かけてしまいました。しかし、前田大輝さんは何も言わず僕を引っ張って行っ

てくれました。これこそ、先輩の鏡だと思います。とてもかっこよくて尊敬で

きる先輩です。

戦績としては、十二戦九勝三敗と満足できる結果ではないですが、チームに

は貢献できたと考えています。

今年一年を振り返り、自分が後悔したことや失敗したことはとても多く、来

年に入ってくる一年生には絶対に経験してもらいたくないことばかりなのでし

っかりと指導していきたいと思います。そして、来年のリーグ戦では今年の悪

かったところはしっかりと反省し、これからの練習で改善していき、良かった

ところは今まで以上に良くするよう日々の練習に精進していきたいと思います。

良い流れ

分子微生物学科 高 橋 陽 明

東京 都立富士高等学校

この躍進を読んでいる皆様はご存知の事と思いますが、テニスの試合には必

ず流れというものがあります。自分に良い流れがきている時は自分に自信を持

ってプレーすることができ、歯車が噛み合うような感覚があります。しかしそ

れとは対照的に悪い流れがきている時は自分を信用できず、苛立ち、不安にな

り、全てが上手くいっていないような苦しい気持ちになってしまうものです。

私が入部したのは同期の中でも一番遅く、四月の最終週でした。入学式前か

ら部活に参加している同期もいる中で一年生の仕事や部の規則などを覚えるの

に必死で自分のテニスについて考えている時間はほとんどありませんでした。

それでも空いた時間はなるべくテニスコートに向かうようにしていましたが、

その成果は出ているとは言えず練習中に苛立ちが声に出てしまうこともありま

した。

リーグ戦が近づくにつれて仕事は厳しくなり、練習時間も削られ、あまりテ

ニスに打ち込んでいるとは言えない状況が続き、夏の暑さのせいもあり練習に

集中できない状態が続きました。そんな状態で迎えた合宿中の部内戦ではまっ

たく結果を出せず、テニスに本気で打ち込むために入部した、という当初の意

気込みと自分の状況とのギャップに苦しめられテニスをプレーすることに楽し
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みを感じられなくなっていました。

それでも正直に言って辛いことの多かった初めてのリーグ戦を乗り越え、今

はテニスに本気で打ち込むことができ、とても充実した生活を送っています。

秋季リーグではシングルスに二試合も出場させて頂き、負けてしまいましたが

とても良い経験になりました。先輩方は技術的な事だけではなく、考え方やメ

ンタル面のアドバイスなどもして下さるのでとても感謝しています。

振り返ってみると、私は最近、流れというものは生活の中にもあるのではな

いかと思います。おそらくリーグ戦までの私には悪い流れが来ていて、そして

今は良い流れが来ているのだと感じます。しかし必ずまた流れが変わり、部活

に身が入らなかったり、上手くいかない時が来るでしょう、その時は自分を見

失わず、また良い流れを引き戻せるように努力していきたいです。

以上で終わります。

半年経ってみて

分子微生物学科 千 葉 匠

東京 都立狛江高等学校

東京農業大学に入学してはや半年が経ちました。私は今でもあの時の判断が

正しいものだったのか間違っていたものなのかはわかりません。私として正し

かったのだと信じたいです。四月中旬ごろ私は迷っていました。大学ではどの

ように生活していこうかなと考えていました。学科の友達が色々な部活、サー

クルに入るなか私はある友達にテニスサークルの説明会のようなものに誘われ

てついていきました。その友達はサークルに入りました。私は人数が多い団体

は好きではありませんのでやめました。またそれだけでなくテニスをやるので

あればしっかりと練習してうまくなりたいと思ったのです。そして東京農業大

学農友会硬式庭球部を見つけて体験に行きました。高校でもテニス部に入って

いたのでもう少し技術を上げたいと思い入部することを決めました。

それからの毎日は大変でした。まず、入部してすぐに OB 会の準備があり忙

しい毎日でした。OB 会での自己紹介はとても緊張しました。OB 会が終わった

後は地獄のような日々でした。私は始めの頃は先輩が怖かったです。特に四年

生と話すときは緊張していました。その後、部活の雰囲気にも慣れてきて練習

にも段々とついていけるようになりました。この時期は結構楽しかったです。

そして合宿というビックなイベントが舞い降りました。合宿に必要なものを買

ったり持ち物をまとめたり、正直だるかったです。合宿自体は辛かったこと七

十九パーセント、楽しかったこと二十一パーセントでした。私の支えになった

のは食事です。ビュッフェ形式で好きなものがいっぱい食べることができて最
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高でした。また、合宿で先輩とも自然と話せたりふるまえたりできるようにな

れたので良かったです。練習は一日通してなので厳しかったり、一年生の仕事

ではわからないことややることが沢山あって大変でした。しかし二年生の先輩

方がサポートしてくださったのでとても助かりました。ありがとうございまし

た。合宿が終わるといよいよリーグ戦が始まりました。予想していたより厳し

く精神的なダメージもかなり受けました。審判をやっても怖い思いをして身体

も疲労がたまり雰囲気もピリピリしていて日々が最悪でした。部活に入ったこ

とをこの時はとても後悔しました。今は比較的楽しいです。ただ三部に上がれ

たことは良かったと思います。色々なものを失いましたが、まあ自分の経験に

はなったのではないかと信じています。

そして四年生が引退し部活も新体制となり今、部活が楽しくなりました。少

しずつですが成長できていると思うので秋期リーグでの試合から学んだことや

日々の練習で気が付いたことや先輩からのアドバイスなどを自分のものにして

日々精進してまいります。これからも頑張っていきたいと思います。

この部活に入部してからの躍進

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、この東京農業大学農友会硬式庭球部に入部するにあたり、初めから入

部すると決めていたわけではなかった。この東京農業大学に入学し、高校から

始めたテニスを何らかの形で続けたいと思っていた。そこで部活の体験に行き、

この部活に入部することを決めた。

部活に所属してから特に難しかったのは、学業との両立だった。週のほとん

どを部活の時間で占めていることから、最初の頃は、勉強する時間もあまり取

れず勉強との両立に不安を感じていたが、次第に勉強とのバランスを上手く取

る事が出来るようになり、上手く時間を使うことでその不安も少しずつなくな

っていった。

しかし、この部活に入部し一番に躍進したと思えることは、やはり忍耐力だ

と感じている。それは一年生としての仕事をするにあたり必ず成長するものだ

と感じた。特にリーグ戦での仕事は、審判、ボーラー、応援すべてにおいて自

分を躍進させてくれた。

これからこの農友会硬式庭球部を続けるにあたり、四月には新二年生となる。

それにあたりプレー面でも自分が躍進できたと思えるように頑張っていきたい

と考える。
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一年目

分子微生物学科 齊 藤 真

東京 私立和洋九段女子高等学校

一年目の夏が終わり、リーグオフが終わり、新体制での活動が始まりました。

今一年目を振り返ると、あっという間だったようにも感じますが、ちゃんと思

い返せば何度も辞めたくなり、その度に多くの人に支えられてきました。

春はとにかく仕事を覚えるのに必死でした。入部してまだ日が浅いうちに、

試合と OB 会を同時に経験し、まだどういうものなのかという事がわからない

まま日が過ぎていき、OB 会の日は午前中が試合の予定でしたが雨で中止になり、

OB 会に出席する事ができました。ですが OB 会がどういうものなのか、理解し

きる事が出来ないまま終わってしまい後悔したことを覚えています。普通の練

習では何度もミスをして先輩方にも迷惑をおかけしましたが、日々の部活を通

してだんだんと部活が円滑に進むためには自分が何をしなければいけないのか

が分かっていきました。しかし、まだすぐに行動に移すまでに至らないまま夏

になってしまいました。

まだ部活の仕事もできるようになっていないのにリーグに向けての対抗戦、

合同練習などが増えていき戸惑うことも多く、いっぱいいっぱいになってしま

っていたと同時に、気温も上がっていき体力的にも精神的にもきつくなり、夏

が一番辞めたいと思っていた時期かもしれません。しかし練習も合同練習も対

抗戦も経験が多くなるのに連れて体が段々と仕事を覚えていき、ここで辞めた

く無いという気持ちも強くなりました。リーグへ向けてより本格的な対抗戦や

合宿を全員で乗り越えたことによって、よりチームとしてのまとまりが見えて

きたようにも思えた日々でした。また日々の練習を通してもっとこうプレーし

たいと思うようになりました。

リーグ戦では最終戦に近づくに連れチームとしての意識が強くなり、レフェ

リーとして声を出しての応援が出来ない中で、自分に何ができるのかを考える

ようになりました。また全体の試合をレフェリーとして見ていても、自校選手

のプレーに見入ってしまう事も多くなりました。全員で一喜一憂しチームとし

てまとまる事が出来たのは、人数が少ないからこその利点だなと感じました。

この時期は体力的にも辛い日々でしたが今思うと経験する事ができて良かった

と思います。

今は新体制での活動が始まって、私は会計をやらせて頂いて大変なこともも

ちろんありますが、一年生で上級生が今までやっていた仕事を経験できている

事を嬉しく思っています。部活はもう一度気持ちを引き締めて頑張りたいと思

います。来年の一年は流れが分かっているので一年目の経験を生かして頑張り

ます。

18



 19 

半年間を振り返って

造園科学科 坂 田 瑠 美

千葉 私立西武台千葉高等学校

硬式庭球部に入部して約半年がたちました。高校時代、最後の引退試合で悔

しい終え方をしてしまい、その悔しさを晴らすために強くなりたくて、引退し

た時から大学でもテニスをやろうと決めていました。そして、自分の好きなテ

ニスをもっと続けたくて入部を決めました。

そのような意志を持って入部した私ですが、いざ蓋を開けてみると一年生と

してのやるべき仕事が多く、正直大変でした。さらに、仕事が全然できなくて、

先輩や同期に迷惑をかけっぱなしでした。特に同期にはいつもカバーをさせて

しまっていました。何度同じことを注意されても改善することができない、そ

んな自分が本当に嫌で、腹ただしかったです。部活をスムーズにまわせるよう

にするのが一年生としての役目なのに、私がいることで逆に滞ってしまうので

はないかと毎日考えていて、部活に行くのがおっくうでした。第一に自分は造

園を学びたくて農大に入学したのに、部活のことばかり考えている自分が馬鹿

馬鹿しく思えたこともありました。

しかし、そう思っても続けてこられたのはテニスが好きだからです。うまく

いかない時の方が多いですが、自分の思うような球が打てた時、良いプレーが

できた時、テニスを通して同期や先輩と関わることができた時、ああやってい

て良かった、と思えます。

そして、始まるまで想像もつかなかった初めてのリーグ戦。準備、応援、ル

ールの確認などやるべきことが多かったです。朝早くで同期や友達の家、ビジ

ネスホテルなどに泊まったりすることもありました。リーグ期間中はもちろん、

前日からはもっと気が抜けない状況でした。しかし同期と支えあい、先輩から

のご指導もあり、なんとか乗り越えることができました。試合にも出させて頂

けることになり、緊張と不安もありましたが、嬉しさの方が大きかったです。

結果は惨敗でしたが、とても良い経験になりました。それと同時に多くの課題

に気付かされたので、来年はその課題を潰せるように頑張っていきたいです。

部活面もそうですが、勉強面でも、しっかりと力を入れて両立できるように

したいと思います。
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四 年 生

日進月歩

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

平成三十年九月二十二日、成蹊大学との入れ替え戦に勝利し、東京農業大学

硬式庭球部は三部に昇格という素晴らしい結果を収め、私は引退しました。チ

ームとしては有終の美で終わりましたが、私自身としては充足感と共に後悔の

気持ちもありました。私が書く最後の躍進には、四年間の反省と今後について

書きたいと思います。

私の心に残っている後悔とは、テニスをもっと上達させ、チームに貢献した

かったという思いです。今この躍進に後悔していることを書いても、何も報わ

れず、ただただ不憫ではありますが、今後の人生で同じような思いをしないよ

う、文章にして残し心に焼き付けたいと思います。私は過去に四回リーグ戦を

経験しました。一年生の頃はリーグ戦で戦う先輩を見て憧れの気持ちくらいし

かなく、ボーラーを懸命にやることで頭がいっぱいでした。ただ、二年生、三

年生になるにつれ、試合に出ることに対する意識はより強くなっていました。

去年の躍進には実力アップを課題として挙げ、後悔のない一年間にしようと思

っていたのを鮮明に覚えています。しかし、四年間でリーグ戦は一度も出場す

ることができず、個人戦も単複予選準決勝という不甲斐ない結果で終わってし

まいました。このような結果になってしまったのは、自分の「意志の弱さ」と

「視野の狭さ」があったと思っています。今思えば、自分の技術向上のために

も見習いたいプレーを見聞きして盗み、周りより下手なら周りより練習の量を

増やし、トレーニングをするべきであったと感じています。私はそこまで考え

情熱を注ぎ意志を確立すること、限りある時間の中で先を見通すことができま

せんでした。決して練習に対し手を抜いていたわけではなく、工夫が足りなか

ったのです。これが私の四年間での後悔です。

硬式庭球部に入って良かったことはいくつもあります。一つ目は、たくさん

の個性的な人たちと出会えたことです。入部当初はあまり硬式庭球部に馴染む

ことができず、同期とぶつかり合い、先輩に叱られてばかりで迷惑をかけてい

るなと日々感じていました。しかし一年生の夏頃にはやっと馴染むことができ、

先輩方、同期と素直な気持ちで接することができていました。硬式庭球部で出

会った人たちとは、今後も生涯の先輩、後輩、同期であり続けます。これから

も OB 会でお会いする際、連絡を取る際はよろしくお願いします。二つ目は、

私の役職の体連で活動することができたということです。体連で得たものは非

常に大きく、人の前に立って話すことや皆と協力して大会を運営するというこ
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とができたのは、有意義で貴重な経験でした。また、ここでも多くの人に出会

うことができたので、良かったと思っています。三つめは学業の面です。部活

に入り部活以外のことを疎かにするのではなく、周りの人より時間が少ないか

らこそ、意識を高く持ち、時間を有効的に使えていたと思います。勉強という

就活で部活を休んでしまうこともありましたが、同期の気遣いがあり、メリハ

リのある生活を送れました。おかげさまで国土交通省に就職することができま

した。

私は日進月歩という言葉が好きで、常にそうありたいという気持ちがありま

す。日進月歩とは、日々絶え間なく成長を続けるという意味です。日進月歩す

るために、今までの失敗に対する反省を生かして日々工夫を重ねていきたいで

す。そして、失敗を恐れずに挑戦する勇気も持たなければいけないと思います。

硬式庭球部での反省と経験、人脈を糧にこれからも頑張ります。

引退

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

「ガキッ」

シーズンラストは相手の打ち損じでゲーム終了。そうです、今年も広島東洋

カープはセントラルリーグで三連覇を成し遂げました。しかし、日本シリーズ

ではお馴染みの「甲斐キャノン」にやられまたもや日本一を獲ることはできま

せんでした。そして新井選手の引退。今でも悔しいですが、それと同時に甲斐

選手の素晴らしさがとても伝わりました。スポーツにおいて相手へのリスペク

トは大事ですね。それはさておき、今年は無事三部復帰することができました。

今年も部員、監督、OB そして部員の親御様に支えられたリーグ戦でした。苦し

い時に鼓舞してもらい、試合にでているメンバーは早く試合を終わらしてくれ

気持ちに余裕を持って試合に挑むことができました。本当に感謝しています。

僕が引退の言葉で後輩に伝えましたが、僕らが卒業しても今までの OB の魂は

消えないのでこれからも自覚を持って行動してほしいです。

僕は引退して一カ月で七キロ太りました。現役の時、吐いては食べることを

繰り返す血を吐くようなトレーニングを頑張っていたＭＡＸ時と同じ体重です。

何故現役でできなかったのかと考えるだけショックが大きいです。努力が足り

ませんね。松岡修造のようにならなければなりませんでした。学科の一部には

「熱くない松岡修造」と呼ばれたこともあります。しっかり松岡修造になれる

ように社会人になります。

「今日から君は富士山だ！」
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冬

生産環境工学科 本 間 一 喜

神奈川県 私立湘南工科大学附属高等学校

電車の中で、電車が揺れて、規則性のある予測可能な振動と不可能な振動と

が混ざった微妙な振動である１分のｆ揺らぎで、心が静まり、耳からは私の好

きなアーティストの歌声が聴こえてくるこの状況に私は今日が提出期限である

この最後の躍進にとりかかる。前ではショッピング帰りを思わせる女性がウト

ウトとしている。隣では会社で全てを尽くして働いた崇高な男性も目を瞑って

いる。この中で果たして私は躍進を書ききれるのか、いや、むむむ、書くんで

す。とジョンカビラが頭によぎった時に、集中した自身に驚きを感じた。

世界中にスポーツはオリンピック競技に認定されている数だけで四百種類も

ある。この中で私は人生でサッカーと軟式硬式テニスをクラブチームや部活で

励んできた。四百種類の中から選び、その団体に入り、一緒にスポーツをする

仲間。それは、初めは全くの赤の他人であるが、団体に入れば、チームワーク

を良くしろ、周りを見ろとコーチに何度も何度も口を酸っぱく言われた。それ

がサッカーをしている小学校の頃だった。団体競技であるサッカーでは当たり

前のことと思い、全員に勝つ心があり、勝利に必要と感じたら、死ぬまで走る

し、体だって張った。それが普通だと思っていた。しかし、中学からはテニス

を始め、これまでの自身の考えとは異なることばかりだった。テニスは団体戦

もあるが、ほとんどは個人戦が多く、個人の戦いである。学校の部活だったこ

ともあり、向上心にも上下があった。もちろん私は強くなって、目立ちたいと

いう少し不純な気持ちもあったが、誰にも負けたくない姿勢で向上心もあった。

この頃から私の心の中が変化し始め、自分が頑張って強くなればいい。勝てれ

ばいい。という気持ちが芽生えてきた。チームワークの素晴らしさを忘れるこ

とはなかったが、個人競技は個人で頑張れば結果が出るだろうと思い、振る舞

ってきた。当時の先輩も後輩、仲間とも仲はとても良く今でも遊んだりする。

仲が悪かったわけではない。そして、自分だけが頑張って練習した結果、個人

としての成績は良かった。だが、団体戦ではあまり結果が優れなかった。当時

は負けちゃったね、くらいの軽い気持ちだったが、今思い返すと、本当にもっ

たいない事をした。そう思う。中学生という心の変化がある頃ではあり、個人

競技という難しい点もある。今、中学生に戻っても変えることができる自信が

ない。しかし、この後悔を中学生の時に経験できてよかった。高校では自分が

必死に練習するのは当たり前と思い、切り替えたが、まだ自分が強くなればい

いやの心は捨てずにいた。実際のところ、大学でも捨てきれてない。小学生の

頃に学んだチームワークの素晴らしさ、これは一生忘れることはないだろう。

チームにならないとできないこともある事も忘れていない。だが、個人競技と
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なると自分にばかり目がいってしまいがちであった。そんな自分を変えること

ができたのは本当に最後の１ヶ月、そう最後のリーグ戦だ。

昔なら結果が悪くてもそれほど悔しさが出ずに、感情が揺れることはあまり

なかった。号泣するわけでも、嬉しがる事もなかった。最後のリーグ戦までは。

最後のリーグ戦で何が何でも結果を良くしたいと思い、自分を見つつも、全体

を見ることができた。人によっては簡単な事と思うかもしれないが、強くなり

たい必死な気持ちの時は、乱れる時もあるだろう。人によって考える事も感じ

る事も壁の大きさ、種類が違う。人それぞれである。これまで綴ってきて何が

伝えたいかと言うと、個人競技である団体戦は難しい。その上１年間でチーム

をまとめ、勝てるチームにしなければならない難しさといったらどれだけ大変

なことか今ならわかる。在部生に伝えたい事は、自身が必死にやるのは当たり

前な事と自身は何をどうやって、周りのチームメイトに良い影響を与えること

ができるのかを考える事も忘れないでほしい。

私事ですが、来年から社会人として、株式会社生活の木というアロマハーブ

等を扱う会社に内定を頂いた。ここで、今まで経験したこととこれから経験す

ることを混合させ、この日本、いや、世界を轟かせる

になる大きな夢にスタートの拍車をかけるため、この躍進とともに短いようで

果てしなく長かったこの４年間所属させていただいた東京農業大学農友会硬式

庭球部に感謝を込めてピリオドを打ちたいと思う。こうして躍進を書いている

間に最寄りの駅だ。あっという間だった。寒い中、家に帰らないと。

４年間、樫村部長、鈴木監督、また OB・OG、先輩、後輩、同期の方々に熱

く御礼申し上げます。ありがとうございました。

筋トレの行方

食料環境経済学科 宮 嵜 友 行

神奈川 私立法政大学第二高等学校

私は四年間部活をやって１つ気づくことが出来ました。それはダイエットを

するということの難しさです。

筋力トレーニングのように器具を使えば重さでどれほど成長をしているか数

値で見えるため、成長の度合いがわかりやすいです。しかし、体重はそこまで

単純ではなく、体脂肪率や体内水分量などの様々な要因があるため、体重計だ

けではしっかりとした成果を実感することが出来ません。体重はその場ですぐ

運動して減ったとしても、それは汗をかき体内の水分が減っているだけで決し

て痩せたわけではないのです。しかし、それが無駄というわけではありません。

当然カロリーも使われるわけで多少なりとダイエットには繋がっています。し
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かし、単発的な運動ではダメということに気がつきました。ダイエットはラン

ニングなどの有酸素運動３０分以上することによって大きな効果を得られます。

その他にも身体に筋肉をつけることによって体の基礎代謝を上げるということ

が大切なります。

筋肉も小さい筋肉を鍛えることも大切ですが、足、お腹だと大きな筋肉を鍛

える方が有効です。食事でも脂質、炭水化物を抑えること、０にしてしまうと

身体のパフォーマンスを悪くしてしまうので、ある程度は摂取することが重要

です。

私はこれから引退後も身体を鍛え脂肪を燃焼しやすい身体をつくり食事でも

一食一食意識していこうと考えています。

テニス部で過ごした４年間

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

この４年間、早かったような長かったような、振り返ると一言では語れない

濃い時間を過ごしてきました。そしてたくさんの方に支えられ、恵まれた環境

で最後の最後までテニスを全うすることができました。

大学生活で一番花が咲いた時期は、２年生の冬から３年生の間だったと思い

ます。２年生の新進で初めて関東学生になり、あの本戦会場の雰囲気は今でも

覚えています。各大学の陣地があり他大学の選手がたくさんいる中で、一人堂々

としていることは困難でした。ですが徐々に慣れていき、この雰囲気に揉まれ

たことで精神的にも強くなれたと思います。そのうちインカレを目指すように

なると、練習量から練習方法まで自分なりに工夫し、とにかく上にいきたい一

心で練習していました。そして、攻めのプレースタイルを貫きながらも勝利に

拘るようになっていったことが、一番の変化であり成長した点だったと思いま

す。結果は一度のインカレ予選で終わってしまい心残りもありますが、一度で

も岐阜の景色が見られたことは私の財産です。

元々他人のことには興味がなく、チームのためにできたことは数少なかった

と思います。そんな私でも、リーグ戦では思わず感極まってしまう場面が多々

あり、チームのために戦う選手の姿を見て「私もこんな風に戦える人になりた

い」そう思いました。４回のリーグ戦全てに選手として出場させてもらい、ど

のくらいチームに貢献できたかはわかりませんが、大きなプレッシャーや泣い

たり笑ったりと、大変貴重な経験をさせていただきました。最後のリーグ戦は

苦しい戦いが続く中でも、全員が最後まで全力を尽くし、決して諦めることな

く戦い続けることができて嬉しく思います。もちろん三部に残りたかった気持
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ちもありますが、私の中では満足のいくリーグ戦でした。後輩たちにもそんな

リーグ戦をしてもらいたいです。

大学生活のほとんどをテニスコートで過ごし、現役のときは嫌気がさすこと

もありました。ですが今思い返すと、部活動をやっていたからこそできた経験

がたくさんあります。そしてこの４年間で得たものを今後に活かしていきます。

今まで多くのサポートと応援をありがとうございました。

４年間を振り返って

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

東京農業大学硬式テニス部に入り、あっという間に４年間が経ち引退を迎え

ました。

この４年間を振り返り、早かったなと言いたいところですが、私にとっては

とても長く感じた４年間でした。その分、たくさんの思い出があり、大学とい

うよりは部活をやってきた４年間の方が印象に残る大学生活でした。辛かった

こと、苦しかったことも多く、特に学年が上がるにつれてチームのことも考え

ていかなければならない立場になって正直、辞めたいと思うことばかりでした。

最後のリーグ戦もメンバーに入ることもできないと思っていたし、自分のモチ

ベーションもなかなか上がらず悩んでいた時期もありました。そんな中支えて

くれたのは、時には厳しく優しく声をかけて下さり連絡を下さった先輩方、常

に寄り添って話を聞いてくれて背中を押し続けてくれた同期、後輩。この部活

動を通して技術面だけでなく、仲間の大切さを学びました。

結果として４部降格という結果にはなりましたが、私はこのチームが出来る

最大の力を一人一人が出せたと思います。またこのチームで戦えたことがとて

も楽しく、最後は辞めずに頑張れてよかったなと心から思いました。４月から

は、新しい環境で仕事をすることに不安はありますがこの４年間で学んだこと

を活かし頑張っていこうと思います。最後にこの大学４年間を通し、応援し支

え続けて下さった樫村部長をはじめ OB・OG の皆さん本当にありがとうござい

ました。女子は人数も少なく先が心配ですが、これからもご指導・ご鞭撻のほ

ど宜しくお願い致します。
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四年間

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

この四年間、本当に色々なことがありました。苦しい思いもたくさんしまし

た。辛いことも嫌というほどありました。辞めたいと思うこともたくさんあり

ました。ですが、このたくさんの経験を乗り越えたからこそ、自分自身ものす

ごく成長できたなと感じています。

最後の一年間は私にとってとても勉強になった一年間でした。女子は人数が

少なく一人でもケガをしてはいけない状況でリーグ戦に挑まなくてはいけない

状況であったり、最高学年としてチームを引っ張ったり、オーダーを考えたり、

全体の体調管理など、考える事はたくさんで、去年まで先輩方がしてくださっ

ていたことがどんなに大変だったか実感しました。最後のリーグ戦では、私が

勝たなきゃと思いすぎてなかなか思い通りにいかず、最高学年としての役割を

果たせたかはわかりませんが、私にとっては変わることが出来た貴重な一年に

なりました。

最後に、四年間楽しいこと、辛いこと、様々なことを一緒に乗り越えてきて、

支えてくれた同期、こんな私についてきてくれて仲良くしてくれた後輩、また

指導してくださった監督や先生方、OB・OG の方々、みんなのおかげでここま

でテニスを続けることができました。本当にありがとうございました。 
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ＯＢ特別寄稿

同期会２０１８ 静岡

昭和45年 畜産学科卒 加 藤 脩 三

昨年青森で開催された同期会から一年が経ち、いつもながら月日の早さを感

じる。

同期で幹事役を務めるべき者が、あと残り３人となった。今回その一人木下

勝朗氏（静岡県牧之原市）が幹事となり、 年 月 日、一泊二日の予定

で焼津グランドホテルに同期９名が集まった。過去に、静岡での開催は 年

月に片平成行氏が幹事役で同じこの焼津で開催している。

今回、幹事役の地元牧之原を明日案内するとの計画である。

牧之原市は 年 月に榛原町と相良町が合併し誕生。木下氏はそれまで

榛原町町長として地域行政、産業振興に尽力されたこの地の名士である。

今回で 回目を数えるこの会は残念ながら同期では、立花民雄氏（福岡県）

と、このところ毎回参加のあった後輩諸君は不参加となった。

今日は車窓からも富士は拝めず、少し残念な気持ちでホテルに着いた。ホテ

ルのテラスから望めば、眼下に水深 ｍと日本一深い駿河湾、天気であれば

左に日本一の富士の山、中央から右に伊豆半島が望めるはずであるが明日に期

待することとし、抽選で つの部屋に分かれ、歓談・入浴後午後６時から食事

処で一年ぶりの再会となる宴が開かれた。

懇親の宴

酔いつぶれる前に全員による集合写真
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同期会２０１８参加者 名と楽しい一夜となった

開会に際し、幹事から遠方からの参加の御礼が述べられ、合わせて乾杯。

大分から参加した羽田野隆司氏は、電車を乗り継ぎ８時間かけて参加してく

れた。

仲間想いに頭が下がります。また、埼玉県から参加の小林正章氏は大阪の出

張先から少し遅れ会場に到着。今回も、故人参加として同期の星 雅義君、後

輩の望月一宣君、両名の写真も同席しての宴会となった。地元の新鮮な魚を中

心とした豪華な料理に、お酒もすすみ、ビール、日本酒（燗酒・冷酒）、焼酎と

皆まだまだ酒は強い。特に北国育ちには歯が立たない。我々の年代ともなれば、

身体の不調を訴えるとか、孫の話など健康、老後などの話題が中心と想われる

が、そのような話は全く出てこない、ましてテニスの話など皆無である。とい

って大した話はしていなことに毎回帰宅して想う。

まだまだ精力的に仕事に励む者が多いためか、気持ちはまだ若い。この気持

ちが大切なのである。

カラオケルームでの二次会、部屋に戻りまた缶ビールを傾け、よれよれ談議

で床に着いた時刻は全く記憶にない。
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絶景の富士

翌日の午前４時頃であろうか、携帯が鳴り何事かと思えば、絶景の朝焼け富

士を見る起床の合図。

起床の合図は、テニス合宿以来であろうか・・・・・窓の外は息をのむ絶景

日の出とともに眼前に雪をまとった雄大な富士山が姿を現した

ホテルのデッキから朝日を浴びて輝く富士を望む

同期会２日目

今日は、貸切のタクシーで、ホテルからまず静岡空港、木下農園（みかん）、

（農）エコグリーン勝間田（お茶工場）、昼食後に日本平見学の日程で素晴らし

い富士を独り占めする一日となった。
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自慢のみかんを説明する木下 勝朗 氏

富士山静岡空港

年 月 日に開港し島田市と牧之原市に跨る空港で静岡市から車で約

分の位置にある。愛称は「富士山静岡空港」であるとのこと。

滑走路は東西に伸び長さは ｍで

標高は ｍ。送迎デッキからは正面に富

士山が見えるように設計されている。こ

の空港は、国際線（韓国・台湾・中国）

の利用者が多いことが特徴。特に天津航

空は 年 月から静岡～天津間週 日

間運航、ほぼ全便が ％を超える搭乗率

となる人気を集めている。

送迎デッキから富士を背に

牧の原：青島ミカン

この地域は、山間部では、お茶・みかん・ワサビ・シイタケ。平野部では、

イチゴ、葉生姜、花卉やモモ、イチジクなど果樹の栽培が盛んで、管内の農家

ではみかん栽培とお茶や花卉との複合経営が多い。ここで栽培されるのは「青

島みかん」。青島みかんは静岡県内で最も多く栽培されている温州みかんの品種

であると紹介されている。

「青島みかん」について調べてみると静岡の主力品種である「青島みかん」

は静岡市葵区福田ヶ谷の青島 平十（へいじゅう）氏のみかん畑で、昭和 年

頃に発見されたとある。

「尾張温州」という品種のみかんが突然変異したものだそうだ。

発見されたみかん畑の持ち主青島さんから名

前をとり「青島みかん」と名付けられた。

その頃、一般的に栽培されていた温州みかん

の中でも「青島みかん」はとても糖度が高くコ

クのある独特の美味しさが人気となり、静岡県

内に広がり定着。

木下氏によれば、現在、温州みかんの収穫量

全国 位という、静岡県がみかんの産地になっ

たのは「青島みかん」の発見が大きく関わった

と言える。

「青島みかん」は、 月下旬から 月中旬

頃に収穫され、貯蔵し、味がまろやかになった
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きれいに刈り込まれた茶畑

月中旬頃から出荷が始まり、 月頃ピークを迎え静岡県内の市場や新潟県・

群馬県の市場に出荷される。

糖度の高い「青島みかん」は、味がのってくる年明けがオススメと説明され

た。

全員で記念撮影・・・試食ができないのが少し残念

お茶どころ静岡：牧之原市

基幹作物のお茶は、日本一の「牧之原台地」を中心に、県内一の生産量を誇

っている。

牧之原は蒸す時間が長い「深蒸し茶」発祥の地であり、煎茶と比べ色鮮やか

でコクや旨味があり、苦渋味を緩和させたまろやかな味わいが特徴の深蒸し茶。

「お茶の葉をそのまま飲むような感覚」とのこと。
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木下氏と地域の仲間で運営されている農事組合法人エコグリーン勝間田のお

茶工場を見学した。

工場の稼働は年間 日程度とのことである。見学時は稼働しておらずきれい

に清掃された工場内を見学させていただいた。

エコグリーンの工場では 名の生産者が生産した茶葉を扱い、最盛期には

時間稼働して葉入れから３時間で製品となるとのこと。

生産された 割がペットボトルなどのドリンク用、 割がリーフ用として市場

に出荷されている。一番茶、２番茶、秋冬番茶の時期に合わせ茶葉が刈り取ら

れ、ここの工場で製品となる。牧之原茶に「望」というブランドあるので、是

非リーフで味わってもらいたいと話す。

「エコグリーン」と名付けられた大きなお茶工場前で

茶葉を揉む機械 荒茶生産工程の説明を聞く 茶葉を摘み取る機械
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緑茶の消費は減っても、「緑茶飲料」は減っていない。緑茶飲料とは、缶やペ

ットボトル、紙パックなど、様々な容器で売られている液体の緑茶である。容

器は多種あるが、緑茶飲料の９５ ５％がペットボトル入りで売られている。（平

成 年度）緑茶飲料は、最近 年前で５倍以上に増えた。いつしか「緑茶と

言えば，ペットボトルに入ったものしか知らない」という人が増えてきている

とのこと。

実際、お茶を淹れた経験のない人や、お茶の淹れ方を知らない人が珍しくな

くなった。一方、それによりペットボトルのごみが増え、リサイクルのための

労力や費用など、社会的な負担も増えた現状を知り得た。

「リーフ茶」って何だろう。ネットで調べると次のように説明されている。

「リーフ茶」とは、茶葉から淹れる緑茶のこと。リーフ茶をめぐる問題が

存在している。今、リーフ茶の普及を進める理由は次のように紹介されて

いる。

❒ 緑茶の消費が近年大きく減っている

❒ 緑茶といえば、ペットボトルしか知らない人が増えている

❒ 京都の，日本の暮らしの根底

❒ 重要な地場産業

❒ 多くの人が，お茶の本当のおいしさとまだ出会っていない

❒ 暮らしの中のゆとりや「間」の大切さ

❒ リーフ茶の利用はとってもお得

多くの人が、お茶の本当のおいしさとまだ出会っていない

「お茶なんて，誰が淹れてもたいした変わりはない」と思いがちですが、湯

の温度や浸す時の工夫で各段に味が変わります。「おいしいお茶の淹れ方」を

マスターした日本茶インストラクターが淹れたお茶を飲んだ人たちが，異口同

音に「今まで飲んでいたお茶と味が違う」と驚きの声をあげています。もっと

多くの人に，お茶の本当のおいしさに出会っていただきたいと書かれていた。

暮らしの中のゆとりや「間」の大切さ

「お茶を淹れる」ためには、時間のゆとりや、淹れるための技術が必要。時

間に追われる暮らしは、お茶に限らず、「自分で作る」「修理する」など、手

の技を活かすことより、なんでも買ってきて済ます（買い替える）暮らし方を

広めました。なんでも買える暮らしは、一見すると「便利」で「豊か」なよう

ですが、お金がなければ何もできない暮らしでもあります。
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結果、お茶を飲むことも、単なる「水分補給」になりつつあります。またな

んでも買って済ます暮らしは、多くのごみを生み出し、大量のエネルギーを必

要とするようになりました。

「お茶を淹れる」ことを通じて、暮らしの中のゆとりや豊かさを見つめ直す

きっかけを広めたいと紹介されている。お茶（茶葉）は ％国産。「お茶を淹

れる」ことが減ったことで、高級茶葉の消費減少もあり、なかなか経営も厳し

い様である。生産物を再生産できる価格で販売する事の難しさを業種が変わっ

ても、感じる良き機会となった。

私自身本当のおいしいお茶の味を知らない一人と思う。日本茶のおいしさ、

健康面で日本茶の良さを、より広くＰＲしていくこともこれから大切のようで

す。 年のオリパラ東京開催で多くの人達が日本を訪れ、外国人を介して、

お茶の良さが国内でも再認識されるものと期待したいものです。

幹事から土産で頂いた急須・お茶セットで、「リーフ茶」・・・是非心がけ

ましょう。

日本茶の効能

★ 消化器系のがんにかかる確率低下 ★ 動脈硬化や脳卒中予防、血圧降下

★ 美肌効果 ★ 記憶力や空間学習能力を高める ★ アレルギーを抑える

★ 口臭・虫歯予防 ★ 抗がん作用 ★ エイズウイルスの増殖を防ぐ

★ ボケ防止 ★ 心臓病のリスクを低減 ★ ストレス解消

★ 抗菌作用・抗ウイルス作用 ★ 食物繊維で便秘が解消 ★ 肥満撃退

★ 薄毛や抜け毛の予防 ★ 免疫力アップ ★ 酒酔い解消・二日酔い防止

★ 糖尿病予防 ★ コレステロール値の低下

お茶は健康に良いとはある程度知ってはいたものの、これほどの効果があろう

とは再認識である。

煎茶の美味しい淹れ方

度前後のお湯で、

甘味と渋みをバランスよく引き出す。

度前後のお湯で、甘味と渋みをバランスよく引き出す上級煎茶のおいしい

淹れ方は、急須や茶碗は小振りのものを用意し、 人分 ～ の茶葉、 度前

後のお湯、浸出時間は ～ 分が目安です。ポイントは、茶碗をあたためておく
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こと、味が均等になるように少しずつ注ぎ分けること、そして最後の一滴まで

絞りきることです

日本平からの富士・絶景

午後 時 分過ぎ、日本平に到着。

日本平はその昔、日本武尊が東征の際、草薙の原で野火の難にあい賊を平定

した後、この山の頂上に登り四方を眺めたとことからこの名でよばれるように

なったと言われている。

日本平は日本観光地 選、国の名勝地、県立自然公園に指定された標高

ｍの丘陵地です。 年 月に世界文化遺産に登録された富士山を正面に、眼

下にはその構成資産となった「三保松原」や駿河湾のたおやかな景色拡がる。

日本平展望台から富士、駿河湾を望む

午後 時過ぎ、静岡駅に到着し、次回再会を約束し帰路についた。

富士を眺め、一日中心穏やかな時間を過ごすことが出来きた。まさに最高の

旅行日和とは、今日のこの日を言うのであろうか。富士を堪能した素晴らしい

静岡での同期会となった。

来年この時期、千葉県を会場とし開催する。古希を過ぎ、皆が元気で再会で

きるよう、また一年をしっかりと頭と体を動かす事を忘れず、同時に豚肉，魚、

などの良質なタンパク質、発酵食品などバランスの取れた食事にお酒を少々。

これでまた元気で皆この会に参加が叶うものと考える。

常磐松テニス倶楽部の会員の皆さん、各地での活動を是非「躍進」に投稿し

ましょう。
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社会に出て感じたこと

平成 30 年 国際バイオビジネス学科卒 濱 野 翔 大

第百十三期硬式庭球部卒部生の濵野翔大と申します。この度は大変恐縮なが

ら、若手 OB を代表して躍進に投稿させていただきます。

昨年東京農業大学を卒業し、食品メーカーに勤める社会人１年生となった私

の初勤務地は、北海道の別海町という生乳生産量全国１位を誇るド田舎です。

人生で初めて学生という立場から社会人という立場になり、右も左も分からな

い慣れない環境になることは覚悟していました。しかし、帰り道をキツネと一

緒に歩き、車では鹿の飛び出しに注意をするような地域に住むことは、予想で

きておりませんでした。就職して慣れない環境になるというのは、初めての社

会人という精神的な面はもちろん、住む環境がガラッと変わるという物理的な

面も大きいものだと実感することになりました。

しかし、慣れない環境だからこそ、大学生時代の部活で培った経験や人との

つながりというものが、自分の中で大きなものになっていると改めて感じるこ

とがあります。昨年の９月６日に発生した北海道胆振東部地震では、私の住ん

でいる地域は揺れによる被害はほとんどありませんでしたが、全域停電してお

り、２日とちょっと電気が全く使用できない状態でした。仕事も緊急対応とな

り、入社１年目で非常事態を経験することになりました。そんな中、先輩や同

期、後輩が心配して連絡をくれたことは、緊急事態を乗り超える上でとても励

みになりました。そうした状況もあり、卒業してからまともに部活に顔を出し

に行けたのはリーグの入れ替え戦というタイミングでした。しかし、久しぶり

に顔を出したにも関わらず、後輩たちは変わらず笑顔で騒ぎながら私を迎えて

くれました。現役に戻ったかのような雰囲気や自然体でいられる環境というの

は、思っている以上にリラックスすることができ、とてもリフレッシュするこ

とができました。さらに、入れ替え戦の次の日には私の２つ上の代の主将であ

った川本晃久さんの結婚式に参加させていただき、数多くの先輩や後輩が祝福

している姿を見て、テニス部で培ってきたものは、社会に出た後も活きている

と感じた瞬間でした。横のつながりだけでなく、縦のつながりも強いというの

は、テニス部をやっていたからこそではないかと思います。

私たちの代からの引き継ぎの際には、良くも悪くも個性が強い後輩たちであ

ったので、部としてまとまっていけるのか心配している部分もありました。し

かし、最終的には４部を１位で通過し、入れ替え戦では成蹊大学を破り、３部

昇格という最高の結果を出してくれたことは自分のことのように喜ばしいです。

新しい代では３部からのスタートということで、１つレベルが上での戦いにな

ると思いますが、自分たちらしいチームで挑んでいって欲しいと思います。

４年生の皆さんは就職を控え、不安もあるかと思いますが、部活をしてきた
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経験がきっと活きてくると思います。大学生活は短いですが、そこで得るもの

はとても大きいです。限られた大学生活でよく学び、よく遊んでたくさんの思

い出を作ってください。またご飯でも食べながら色々な話をできるのを楽しみ

にしています。

今後も東京農業大学硬式庭球部の益々のご活躍を願いまして、簡単ではござ

いますが OB 代表の挨拶とさせていただきます。

卒業して一年

平成 30 年 食品安全健康学科卒 増 田 舞 優 乃

第 期の増田です。卒業生代表としてとして、僭越ながら投稿させていた

だきます。

硬式庭球部を引退して、早くも 年が過ぎました。社会人になり、学生時代

の部活生活はかけがえのない時間だったと改めて感じております。現役時代は

辛い時、逃げたくなる時など沢山ありましたが、仲間がいたからこそやり遂げ

られ、良い形で引退できたと思います。仲間とうまくいかない時期、テニスが

思い通りにいかない時期など悩みも多くあると思います。そんな時こそ一人で

抱え込まず、近くにいる仲間と全力でぶつかったり、相談したりすることが大

切です。今までの厳しい練習やリーグを乗り越えてきた仲間を大切にして下さ

い。この仲間意識は社会人では味わえない感覚なので今ある環境に感謝し、楽

しい部活生活を送ってください。また自分の今までの頑張りに悔いなく終われ

ることが一番大切だと思うので、全力で突っ走って下さい。

これからも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。

また練習の参加やリーグ戦の観戦で現役のパワーをもらいに行きます。
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ＯＢ会だより

◎活動報告 平成三十年

４・１５ コート開き・ＯＢ総会

１０・１４ 合同練習会・リーグ戦結果報告会四年生引退式

※お詫び

「 会創設 周年記念行事」に福島県福島市の高田憲一（ 経）様からご

寄付をいただいたことについて、前号の躍進への掲載が漏れておりました。こ

こに深くお詫びするとともに、あらためてご紹介させていただきます。

◎新入会員の紹介

濱野 翔大さん（国際バイオビジネス学科）

大内 怜さん（国際バイオビジネス学科）

塩野 亜斗夢さん（国際バイオビジネス学科）

三反田 巧さん（国際バイオビジネス学科）

村山 瑠惟さん（国際バイオビジネス学科）

増田 舞優乃さん（食品安全健康学科）

吉田 栞菜さん（生物応用科学学科）

星野 友希さん（国際農業開発学科）
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部活動報告

男子

平成三十年度 関東大学テニスリーグ（第四部）

第一戦 国士舘大学 ９月５日 東農大コート（ 対 ）

Ｄ１◯金納・山添（６−２ ６−４）松本・小関

２◯山下・本間凌太（７−５ ６−２）寺薗・荒木

３◯前田・杉畠（６−３ ６−２）相賀・藤井

Ｓ１◯金納（６−３ ６−３）松本

２◯山添（４−６ ６−０ ６−１）寺薗

３○杉畠（７−６（９） ４−６ ７−５）荒木

４○本間凌太（６−２ ７−５）本間

５◯山下（６−４ ６−０）藤井

６◯松尾（６−４ ３−６ ６−２）小関

第二戦 成城大学 ９月８日 成城大コート（ 対 ）

Ｄ１◯金納・山添（６−２ ６−７（４） ６−４）武智・曾田

２◯山下・本間凌太（６−７（４） ６−２ ６−４）上保・依田

３◯前田・杉畠 （６−２ ６−２）志村・石井

Ｓ１ 金納（１−６ ４−６）武智◯

２◯山添（６−２ ６−２）石井

３◯本間凌太（６−０ ６−０）福永

４◯杉畠（６−３ ６−７（６） ６−１）依田

５ 松尾（５−７ ２−６）志村◯

６◯山下（７−５ ６−２）上保

第三戦 東京大学 ９月１１日 東京大コート（ 対 ）

Ｄ１◯金納・山添（６−２ ６−４）菊池・石垣

２◯山下・本間凌太（６−３ ６−４）原・須藤

３◯前田・杉畠（３−６ ６−１ ７−６（４））加藤・倉持

Ｓ１◯山添（６−４ ６−１）菊池

２◯金納（６−３ ６−３）石垣

３ 杉畠（４−６ １−６）原◯

４◯本間凌太（６−３ ５−７ ６−１）加藤

５◯山下（６−０ ６−２）石川

６ 松尾（４−６ ４−６）倉持◯
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第四戦 帝京大学 ９月１４日 東農大コート（ 対 ）

Ｄ１◯金納・山添（６−４ ６−４）土田・山田

２◯山下・本間凌太（６−２ ６−４）石川・齋藤

３ 前田・杉畠（６−３ ４−６ ２−６）浦部・室橋◯

Ｓ１◯金納（６−３ ６−０）石川

２◯山添（６−１ ６−３）山田

３◯杉畠（６−１ ６−４）浦部

４◯本間凌太（６−２ ３−６ ７−６（１））土田

５◯松尾（５−７ ６−３ ６−３）安藤

６◯山下（６−１ ６−２）室橋

最終戦 明治学院大学 月１７日 明治学院大コート（４対 ）

Ｄ１ 金納・山添（６−３ ２−６ ２−６）飯田・深見◯

２◯山下・本間凌太（６−１ ６−３）佐藤・森

３ 前田・杉畠 （４−６ ６−７（４））荒井・須田◯

Ｓ１ 金納（６−７（８） ６−７（７））飯田◯

２◯山添（６−２ ６−４）須田

３◯杉畠（６−１ ６−０）小澤

４◯本間凌太（６−０ ６−１）小暮

５ 松尾（３−６ １−６）深見◯

６ 山下（５−７ ４−６）荒井◯

入れ替え戦 成蹊大学 ９月２２日 成蹊大コート（８対１）

Ｄ１◯金納・山添（６−４ ６−１）近藤・日隈

２◯山下・本間凌太（６−１ ６−０）小田島・宮本

３◯前田・杉畠 （６−１ ６−０）岩井・土谷

Ｓ１ 金納（０−６ ２−６）近藤◯

２◯山添（５−７ ６−３ ６−２）土谷

３○杉畠（６−２ ６−０）岩井

４○山下（６−１ ６−２）宮本

５◯本間凌太（６−０ ６−１）小田島

６◯松尾（６−２ ６−３）日隈

（以上の結果第三部六位）
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平成三十年度 関東学生新進テニス選手権（新進）

男子複二次準決勝

◯金納・本間凌太（６−０ ４−６ １０−８）和田・早野（早稲田大学）

男子複二次決勝

◯金納・本間凌太 ２−６ ７−６（４） １２−１０ 井沼・中村（日本大学）

男子複本戦

金納・本間凌太 ４−６ ０−６ 松本・藤井（早稲田大学）◯

平成三十年度 関東大学テニストーナメント（春関）

男子単二次準決勝

杉畠（６−４ １−６ ５−７）加藤（筑波大学）○

男子複二次準決勝

金納・本間凌太（０−６ ２−６）田中・白井（中央大学）○

高野・杉畠（１−６ １−６）佐藤・渡邊（青山大学）◯

平成三十年度 関東大学テニス選手権大会（夏関）

男子複二次準決勝

金納・本間凌太（２−６ ２−６）小坂・田中（明治大学）◯
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女子

平成三十年度 関東大学テニスリーグ 第三部

第一戦 対日本体育大学 ９月４日 東農大コート（０対７）

Ｄ１ 大川・川田（０－６ ２－６）北原・江尻〇

２ 甘利・永吉（５－７ ０－６）江口・鈴木〇

Ｓ１ 大川（６－２ １－６ ０－６）小田〇

２ 永吉（０－６ ２－６）江尻〇

３ 甘利（１－６ ０－６）江口〇

４ 林 （０－６ １－６）北原〇

５ 川田（２－６ ３－６）吉田〇

第二戦 東洋学園大学 ９月７日 東農大コート（０対７）

Ｄ１ 大川・川田（２－６ １－６）小松・林○

２ 甘利・永吉（１－６ ２－６）二宮・山田○

Ｓ１ 大川（０－６ ２－６）小松〇

２ 永吉（１－６ ３－６）林〇

３ 甘利（４－６ ３－６）山田○

４ 林 （２－６ １－６）久保田○

５ 川田（３－６ ４－６）羽柴○

第三戦 対東海大学 ９月１０日 東海大学コート（０対７）

Ｄ１ 大川・川田（１－６ ４－６）加藤・吉村○

２ 甘利・永吉（０－６ ０－６）五十嵐・中嶋○

Ｓ１ 大川（６－７ ４ ０－６）河本○

２ 永吉（２－６ １－６）中嶋〇

３ 甘利（３－６ １－６）江口○

４ 川田（６－７ ２ １－６）米山〇

５ 林 （１－６ ４－６）木下○

第四戦 対順天堂大学 ９月１３日 順天堂大学コート（３対４）

Ｄ１○大川・川田（７－５ ３－６ ６－４）川田・鈴木

２○甘利・永吉（６－２ ６－３）市川・関

Ｓ１ 大川（７－５ ４－６ ６－７ ９ ）川田〇

２○林 （６－０ ６－１）島村

３ 甘利（０－６ １－６）関○

４ 川田（１－６ ０－６）鈴木○
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５ 坂田（０－６ １－６）市川○

第五戦 対東洋英和女学院大学 ９月１７日 東農大コート （３対４）

Ｄ１ 大川・川田（６－１ ４－６ ４－６）山本・荘○

２ 甘利・永吉 （３－６ ４－６）平形・村田○

Ｓ１〇大川（６－４ ７－５）平形

２ 甘利（０－６ ０－６）山本○

３○永吉（６－３ ６－２）畠山

４ 川田（６－７ ５ ４－６）青木○

５〇林 （６－３ ７－６ ３ ）荘

入れ替え戦 対東京女子体育大学 ９月２３日 東農大コート （３対４）

Ｄ１ 大川・川田（３－６ ７－６ ５ ４－６）尾越・鈴木

２○甘利・永吉（６－２ ２－６ ７－６ ３ ）佐々木・新田

Ｓ１○大川（６－１ ６－０）佐々木

２ 甘利（２－６ １－６）鈴木○

３ 永吉（０－６ ２－６）尾越○

４ 川田（６－３ ４－６ ３－６）新田○

５○林 （６－１ ６－４）福澤

（以上第三部六位、四部降格）

平成三十年度 関東学生新進テニス選手権（新進）

女子単二次準決勝

永吉（０−６ ０−６）山本（東洋英和女学院大学）◯

川田（６−７（４）６−４ ２−６）鈴木（日本体育大）◯

女子単本戦１

◯大川（２−６ ６−２ ６−４）板垣（慶應大）

女子単本戦２

大川（１−６ １−６）中村（慶應大）◯

女子複二次準決勝

甘利・永吉（１−６ １−６）今村・大石（早稲田大）◯

大川・川田（２−６ ２−６）林・下地（法政大）◯

43



 44 

平成三十年度 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

〇大川（６－０ ６－１）中川（駒沢大）

〇川田（６－１ ６－２）庄崎（日本女子体育大）

女子単二次決勝

〇大川（７－５ ６－０）渡邉（明海大）

川田（１－６ ０－６）大石（早稲田大）〇

女子単本戦１

大川（３－６ １－６）田中（早稲田大）○

女子複二次準決勝

○川田・永吉（６－０ ６－１）坂本・初沢（山梨学院大）

女子複二次決勝

川田・永吉（２－６ ２－６）大西・南（亜細亜大）〇

平成三十年度 関東学生テニス選手権大会（夏関）

女子単二次準決勝

大川（６－３ ４－６ ３－６）木部（駒沢大）○

女子複二次準決勝

大川・川田（５－７ ４－６）小田・吉田（日本体育大）○
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さ ら ば 先 輩

木村 龍太郎（工学） 空気イス！！もう無理だよ〜！！！

山添 友寛 ビジネス 赤が似合わないカープ坊や

本間 一喜（工学）瞬足履いてるフィジカルモンスター

宮嵜 友行（経済）ノースフェイスを纏いし ！！

大川 雪菜（ビジネス）大川半端ないって そんなん打てへんやん普通

甘利 美咲（ビジネス）みんなのお母さ〜ん

川田 真夕（ビジネス）テニス部が誇るマドンナ

45



 46 

平成 年度関東大学テニスリーグ

男子順位表

第 部 位 早稲田大学 位 慶応義塾大学 位 法政大学

位 中央大学 位 明治大学 位 亜細亜大学

第 部 位 駒沢大学 位 青山学院大学 位 東海大学

位 日本大学 位 専修大学 ６位 筑波大学

第 部 位 日本体育大学 位 立教大学 位 東京国際大学

位 上武大学 位 東洋学園大学 位 東京農業大学

第 部 位 成蹊大学 位 成城大学 位 東京大学

位 国士舘大学 位 獨協大学 位 東京理科大学

第 部 位 帝京大学 位 明治学院大学 位 東京学芸大学

位 横浜国立大学 位 関東学院大学 位 千葉大学

第 部 位 順天堂大学 位 学習院大学 位 東洋大学

位 千葉商科大学 位 横浜市立大学 位 東京工業大学

第 部 ① 神奈川大学 ② 國學院大学 ③ 玉川大学

④ 上智大学 ⑤ 東京経済大学 ⑥ 一橋大学

⑦ 大東文化大学 ⑧ 山梨学院大学 ⑨ 芝浦工業大学

⑩ 麗澤大学 ⑪ 東京電気大学 ⑫ 埼玉大学

⑬ 首都大学東京 ⑭ 神奈川工科大学 ⑮ 流通経済大学

⑯ 茨城大学 城西国際大学 共栄大学

桜美林大学 文教大学 明海大学

東京工科大学 白鵬大学 創価大学

明星大学 武蔵野大学 電気通信大学

都留文科大学 東京農工大学 宇都宮大学

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 東京都市大学
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女子順位表 
第１部 1 位 早稲田大学 2 位 亜細亜大学 3 位 筑波大学 

4 位 慶應義塾大学 5 位 山梨学院大学 6 位 明治大学 

第２部 1 位 立教大学 2 位 駒沢大学 3 位 日本大学 

4 位 専修大学 5 位 法政大学 6 位 青山学院大学 

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 東海大学 5 位 東京国際大学 6 位 東京女子体育大学 

第４部 1 位 東京農業大学 2 位 順天堂大学 3 位 東洋大学 

4 位 学習院大学 5 位 日本女子体育大学 6 位 上武大学 

第５部 ① 聖心女子大学 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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編 集 後 記 
 

今年のリーグ戦は、男子は日頃の練習の成果を発揮し目標としていた三部に

昇格したものの、女子は反対に四部に降格と、恐れていた結果となった。 
男子は去年の悔しさを晴らせるよう、全力で戦う二年生から四年生に加え、

初めてのリーグ戦で緊張しながらも冷静にコツコツねばる一年生の活躍で良い

結果となった。女子は昨年三部残留という目標を達成したものの、やはり三部

の世界は厳しく今年は四部降格と残念な結果となった。改めてチームの団結力

や技術力・精神力を鍛えなければならないと身にしめて感じることとなった。

来年は男女ともにベストを尽くせるよう、目標をもって日々の練習に取り組む

こと、一人一人の意識向上が大切である。 
また春からの新入部員が現時点では決まっていない。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。特に女子は部

員が四人と、リーグ戦となると絶対的不利な状況に陥っているため、勧誘に力

を入れる必要がある。 
 
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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庭球部ＯＢ会 
常磐松テニス倶楽部 

農 友 会 硬 式 庭 球 部 
発行 平成三十年三月 
編集委員長 冨 田 恭 正 
編集委員 高 野 馨 次 

永 吉 舞 香 
印刷所 忠栄印刷株式会社 

０３（３６５３）１５１１ 


	H30yakushin
	農大庭球部様_躍進55号



