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巻 頭 言 

22002200 年年はは硬硬式式庭庭球球部部ににととっってて飛飛躍躍のの年年にに  

 

農友会硬式庭球部部長 樫 村 修 生 

 

2019年度のテニスシーズンも終了し、2020年度の東京オリンピック・パラリ

ンピックのスポーツの祭典が幕開ける年となりました。 

2019年度は、常磐松テニス倶楽部の諸先輩方には大変なご支援ご援助を賜り、

なんとか１年間を乗り切ることができ感謝申しあげます。 

今年度在籍した農友会硬式庭球部の部員は、四年生を中心に，学生を中心と

して各行事をつつがなく消化し、部長として何の問題や心配もなく過ごすこと

ができました。学生の皆さんにも感謝したいと存じます。 

さて、今年度の農友会硬式庭球部を振り返りますと、昨年度は男子が三部昇

格を果たしたのに対して女子は四部に降格し、ここ何年間男女がかみ合わない、

一緒に喜べない時期が続いており、今年度は、男子が何とか入れ替え戦で三部

を確保、女子は前の年の悪い流れから五部降格となり、部長としての責任を感

じております。男子は、やはり前年度の四部と本年度の三部とにはかなり実力

差がありリーグ戦では大変苦戦しました。女子は、二年連続の降格となりまし

たが、これは部員不足が大きな原因です。運動部推薦枠がない硬式庭球部にと

って男女ともに試練の年が今後も続くと思われます。新入部員の勧誘活動につ

きましては、毎年 OB会の皆様方からのアドバイス、現役部員の勧誘、部長、

監督、コーチの勧誘など、様々な手段を使い毎年活動して参りました。昨今、

高校までは部活動をしているが、大学に入ってからは同好会・サークル活動を

する人口が急激に増加し、部活動をするものが極端に減少しているのは全国的

な流れでテニスについても同様であります。今後は、優秀な部員を確保する、

まずは数の確保の手段を、OBの皆様のお力添えを得ながら考えて行くことが必

要かと思われます。 

私も 2014年度から六年間に渡って、この伝統のある硬式庭球部の部長として

務めさせて頂きましたが、2020年度から若手の新部長の就任を予定しておりま

す。硬式テニスをよく理解し、テニスを愛し、東京農業大学卒業の教員を推薦

し、ご本人からも承諾をえております。私は、あと何年か大学に奉職しますの

で、新部長を陰からサポート（副部長として）していきたいと存じます。 

部長として六年間無事務めさせていただきましたが、その間、前部長である

杉本先生、大矢 OB会長、九鬼幹事長、鶴丸前監督、鈴木現監督および OBの

皆様方に感謝申し上げ上げるとともに、2020 年度の硬式庭球部の活躍に期待し、
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私自身も今後も硬式庭球部を応援して参りたいと存じます。 
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令令和和のの最最初初のの新新年年ににああたたっってて  

 

ＯＢ会会長 大 矢 四 十 六 

 

 今年は新元号で迎える新しい時代の始まりの年であります。庭球部にとって

も今年は男子二部昇格、女子は五部脱却四部復帰へのチャレンジが始まる年で

あります。早い時期の達成を目指して頑張って下さい。OB会はできる限りのバ

ックアップをさせていただきます。 

 さて、OB会の活動の中で重要なのが現役の挑戦する活動のサポートです。サ

ポートには人的援助と物的援助とがあります。 

 このたびの人的援助は、次期監督の推薦です。12月に延期された秋の OB会

で、監督退任について以前から部長よりお聞きしていたことについて鈴木監督

自身からその意向が話されました。そして部長から次期監督を OB会から推薦

いただきたいとの依頼を受けました。 

 そこで、鈴木監督を継承し、令和のチャレンジにふさわしい人物を OB会と

して推薦することにいたします。役員会で原案を作り 4月の総会で賛同いただ

き、部長に推薦します。このように運んで会員の皆様すべてが監督をバックア

ップ出来るようにしたいと思います。 

 次に、チャレンジする現役への物的援助ですがこれは多種あります。いずれ

にしても資金が必要です。この源は会費と寄付です。このうち会費の納付は会

員であれば義務です。しかし納入は毎年 100名内外で、七割以上の会員が未納

付です。このため、現役への援助は限られ、会の運営資金もストックが先細っ

ている状況です。 

 では、会費納付を増やすにはどうしたらよいか。それには会費納入の催促ば

かりではなく、会員が会の目的を理解し会員であることの意識をしっかり持っ

て義務を果たして貰うことではないでしょうか。ですから会員に会費納付の義

務があることを認識して貰うことが重要です。 

 会員であることを明確に認識して貰うのは入会の時です。しかし、この会の

会則には入会を確認する規定がありません。すなわち部員が卒業して属するの

は正会員ですが「正会員は在学中に庭球部員であった者」とあるだけで本人の

入会の意思表示を求めていないのです。そこで、入会に当たっては意思確認を

行うことを正会員の規定に付け加えてはどうでしょうか。例えば下線部分「・・・

であった者で入会を希望する者」のように本人の意思で入会したことを明確に

規定するのです。このような会則の修正を総会に提案したいと思っております。 

 さて、OB会も現役と同様に令和の時代のニーズにチャレンジしてゆきます。

会員の皆様の催事へのご参加、会費の納入など運営へのご協力・ご支援をよろ
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しくお願いいたします。 

 

お願い 

○庭球部のホームページが一昨年刷新されました。これに伴って OB会・常磐

松テニス倶楽部のページも新しくなりました。アドレスはすでにお知らせして

おりますが、 

 http://nodai-tennis.tokyo  

です。開いてみて下さい。 

 

○会誌「躍進」のバックナンバーを探しています。毎年図書館に寄贈しており

ます。創刊号から現在までの中で以下が欠落しております。 

 昭和 59年度第 22 号 

 平成 15年度第 40 号 

この号をご寄贈いただける方はお知らせいただきたく、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4



 

 

 

5 

今今もも昔昔もも  

監督 鈴 木 健 一 

 

改めて自己紹介させていただきます。昭和五十五年四月造園学科入学、昭和

五十九年三月卒業までの四年間テニス部で汗を流し、就職後三年、職場に慣れ

てきたころの二五歳から都庁の実業団に所属し、団体戦のメンバーとして五年

間競技テニスを経験しています。その後、結婚・育児期間を経て、平成十年に

コーチングスタッフに加わり、平成一七年から三年間監督を務めさせていただ

きました。 

現在、私の職場は二〇二〇東京オリンピックの主会場や豊洲市場を含む東京

臨海副都心に職場があります。その臨海副都心地区の一部には現在の有明テニ

スの森公園（第二次世界大戦飛行場跡地）・平成八年中止の世界都市博覧会場予

定地跡地を経て再整備の真っ盛り。昨年までは主に橋や道路等のインフラ工事、

今年になって競技場の一部完成、周辺の景色が日々、変わってゆくのを目の当

たりにしています。また、昨年から両親の介護も始まり、公私ともに時間に追

われる日々を過ごしています。 

今も昔もリーグ戦はチーム一丸となり元気よく戦っています。今年の結果は、

男子三部、女子は五部の結果でしたが、かつての伝統校が凋落し、新興大学が

多数乱立する関東大学リーグ、スポーツ推薦なしでここまでよく戦っていると

感じています。それは、関東大学部長監督会議でも話題になり個人戦資格者と

リーグ戦三部以上の上部大学校はほとんどスポーツ推薦の学生中心で固めてい

るのが現状です。 

とはいえ、現役はチョットしたキッカケや継続で結果を変える力があります。

関係者の皆様が農大のテニスコートで戦っている現役の姿をみて背中を押して

いただけることをコーチングスタッフ一同お待ちしています。また、女子部員

は現在五名となり部員の確保が喫緊の課題、お知り合いの方がいらっしゃいま

したらご紹介ください。 

卒部する四年生、四年間お疲れ様でした。部をまとめ、努力し成長する姿は

後輩や先輩、ご家族の皆様へ逞しさ勇気を与えたと感じでいます。社会に出て

もテニス部で培った経験や仲間は一生の宝物、大切にしてください。今後は社

会で活躍する姿を現役はじめ身近な方に見せていただけたら幸いです。 
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三 年 生 

継継続続はは力力ななりり  

                  食糧環境経済学科  青 木 楓 馬 

（千葉 私立八千代松陰高等学校） 

 私はこの一年間を通して日々の積み重ねが重要だと考えた。 

今までも自分では努力をしているつもりだったが、結局はしているつもりの

だけで限界まで毎日努力しているかと聞かれると自信を持ってしているとは答

えられないだろう。それはテニスでもそうだし、大学生活や日常生活などでも

いえるだろう。 

 テニスの面では、自分には体幹が足りてないと思ったので、毎日の体幹トレ

ーニングを欠かさないようにしようと決めた。また、怪我もしがちなので練習

前と練習後のストレッチも欠かさず入念にしようと考えた。練習ではつい気を

抜いて雑になったり態度が悪くなったりしてしまうことが多かったので少なく

とも練習中は気を抜かないように心がけようと思った。 

 大学生活の面では、朝起きられずに一限を出られなかったりすることが多い

のでしっかり授業に出て、しっかりレポートもやり単位を取ろうと思った。ま

た、卒業論文の制作も始まっているのでまだ先は長いけど全力で取り組んでよ

り良いものにできたらいいなと思った。 

 日常生活の面では、就職活動も始まるのでそれの準備や、空いている時間に

自分のためになることをするとか、人のために動くことを心がけて、人間とし

てもっとレベルアップしようと思った。 

 私は自信がない人間なので、日々努力し続けることで自信がつき、大事な試

合や緊張する就職活動などで力を発揮できるようになるだろう。そのために継

続は力なりという言葉を心に持って、日々を過ごしていきたい。 

 

 

後後ろろのの隅隅のの席席  

                   国際食農科学科  篠 崎 慎 

                      （青森 県立青森南高等学校） 

 

 この一年、本当に充実した時間を過ごすことができた。それは、周りの環境

がとてもよかったからである。 

まずは四年生の存在。本当に面白い人たちばかりで、いつも笑いが絶えない

場所を作ってくれるような存在だった。それだけではなく、オンとオフの切り

替えもしっかりとしており、練習中ではハイレベルなテニスをし、後輩のお手
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本となる姿を見せてくれていたおかげで、自分を含め、一、二、三年は、技術

向上に向けて練習に一生懸命になることができた。そんな四年生が一年間、農

大テニス部を引っ張ってくれたからこそ、辛いことがあってもなんとか乗り越

えてくることができたと思っている。四年生のみなさん、本当にありがとうご

ざいました。 

次に一年生。農大テニス部に入る人は個性豊かな人ばかりだが、今年の一年

生も面白い人たちが入ってくれた。四月頃は、多少の不安もあったが、二年生

の的確な指導のおかげと、一年生自身の頑張りによって、リーグ戦まで、サポ

ートでも、テニスでも、それぞれの役割をやりきってくれて、今では心強い一

年生となってくれた。一年生は、怒られてもめげずに頑張り続ける人や、厚木

キャンパスから通っているにもかかわらずやめずに続けている人など、根性が

ある人ばかりだし、これからは自分の時間を作りやすくなると思うので、いろ

いろなことにチャレンジしてほしいと思う。 

そんな素晴らしいメンバーで挑んだリーグ戦では、これまで見てきた四部と

は明らかに違ったレベルの試合で厳しい試合ばかりであったが、結果的には三

部残留という目標をメンバーの頑張りはもちろんのこと、チーム一丸となって

達成することができて本当に良かった。四年生が必死になって残してくれた三

部という場所を無駄にしないように、残りの一年、時間を有効に使いたい。 

さて、四年生が引退した後の練習では、楽しく、向上心を持って練習に取り

組めていると思う。試合に出してもらえる機会も増えたことで、自分の良いと

ころ、悪いところが以前よりもはっきりと自分で理解できるようになり、自分

なりに考えてテニスをするようになれたと実感している。今年の目標は、四年

生が抜けたことにより、戦力ダウンしてしまったであろう農大テニス部の力に

少しでもなることである。恵まれた環境の中で日々努力していきたい。 

 私がテニスに打ち込めるのは、信頼できる同期、頼もしい後輩、そして何よ

り、教室の後ろの隅の席のような、楽しいことができ、落ち着く空間がこの部

活にはあるからである。 

 

さてと、今日も後ろの隅の席へ向かおう 

 

 

三三年年目目  

      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） 

 二年生でのリーグが終わり、この一年間は時間の経過が一番早く感じた。理

由としては下級生としての仕事も減り、後輩が自立してくれたおかげで後輩へ

7



 

 

 

8 

の仕事面での指導なども不必要になったからと考える。よって、自分の事に時

間を割く割合が増え、自分の部活内でのポジションや役割について考える時間

が増えた。 

二年生でのリーグ戦で念願の三部昇格を果たすことができた。これまで二年

間戦ってきた四部と三部とではレベルが明らかに違った。分かりやすくいうと、

「推薦レベル」か「推薦レベルではない」ということである。 

自分はとある三部の大学の AO入試を受けたが合格することができずに、一般

入試で東京農業大学に入学し、硬式庭球部に入ることになった。入部当初から

目標の一つとして、三部昇格してリーグ戦にて推薦で入学した人たちに勝つと

いうのがあった。 

今考えてみると、この反骨精神が一番モチベーション維持をしていたと思う。 

結果は 4勝 6敗と悔しさの残る結果となった。この悔しさを糧に大学テニス人

生の残り一年間、精進していきたい。 

入れ替え戦では、獨協大学と対戦し 5－4で勝利することができ、なんとか残

留して来年も三部で戦う機会を確保できた。獨協大学は高校時代の直属の先輩

や同年代のライバルも多く、勝利することができた喜びももちろんあったが、

複雑な気持ちもあり改めて勝負の世界の厳しさを体感した。 

四年生が引退して自分たちが最上級生になった。下級生の時の仕事面での辛

さとは違う、責任が増える誇りと同時に辛さがこれから待ち受けていると思う

が、めげずに同期を中心に後輩を引き連れて最高のチーム作りに努めていきた

い。 

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

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。 

 

 

明明日日はは気気づづいいたたらら始始ままっってていいるる  

造園科学科  山 下 大 貴 

                    （北海道 市立袰岩高等学校） 

 明日は、少しでも前に進めるのだろうか。今とは違った自分がいるのだろう

か。 

 

 また躍進を書く季節になったと思うと、一年という時間の流れの早さを実感

させられる。一年という節目で、僕たち農大テニス部にとって、関東大学テニ

スリーグというものはとても大きな存在である。リーグ戦を経験するのは、今

年で三回目になるが、毎年様々な感情を抱かせてくれる。とりわけ今年は、諦
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めたくなることが多かった。テニスで勝利するということが、僕にとっては果

てしない道のりであるように感じた。あと、どのくらい進めば勝てるのか、ゴ

ールは見えない。そんな道のりに心が折れていた。自分を動かすのは、メンバ

ーであるという責任感だけ。そんなテニスが楽しいはずもなかった。 

 テニスを、試合を楽しむということの難しさ、そして、自分の力を信じてあ

と一歩頑張ることの大変さを知るリーグ戦だった。明日と自分を信じ努力する、

来年同じ状況になったときに、この言葉が言えるのだろうか。 

 話は変わり、部屋の掃除をしていた時に、高校時代のテニスノートを見つけ

た。五冊にもわたり、高校入学当初から最後のインターハイまで、日々の練習

や感じたことを書いていた。それを読み返すと鮮明に高校三年間を思い出すこ

とができた。しかし、高校時代を思い出すと共に大学での三年間を振り返れる

ものがないことに気づいた。北海道から東京に出てきてテニス部に入り、様々

なことを経験し、様々な感情になっているはずなのに、それらを振り返るすべ

がないのである。リーグで感じたテニスへの辛さも、くだらなく、それでいて

楽しい日常も忘れてしまうのはもったいないと思った。 

 この度、１１６期テニス部主将を任され、就職活動も始まるこの機にまた、

日々の出来事をノートに書いてみようと思った。日々を無駄にしないために。

自分というものを知り、明日は一歩進めるように。 

 僕には心に残る言葉がある。あるスポーツ漫画の主将の言葉である。「センス

は磨くもの。才能は開花させるもの。才能開花のチャンスをつかむのは今日か

もしれないし明日か明後日か来年か…でも、ないと思ったら一生ない」。うまい

人を見ると、自分にはセンスがないと、才能がないと思ってしまう。そこで「な

い」と言ってしまうだけで、才能開花のチャンスをつかみ損ねているのだと教

えてくれる言葉だと思う。明日の開花のために今は技術を磨く。 

 最後に、タイトルの意味に触れて終わりにしようと思う。今回の躍進では大

きく分けて三つのことについて触れてきた。明日の自分を信じられなかったリ

ーグ戦、些細な今を積み重ね明日へ踏み出すきっかけとなったテニスノート、

明日を信じ今努力するきっかけとなった言葉。今の積み重ねに明日があるのな

ら。才能を開花させるチャンスが明日にあるのなら。それはもう始まっている。

今がなければ明日がない。今と明日が直線状にあるのなら、明日とは今からす

でに始まっているのである。今回の躍進を書いていて、そのことに気づくこと

ができた。自分のことについて考えるきっかけをくれる躍進に感謝しなくては

いけないのかもしれない。以上で三年目の躍進を締めくくろうと思う。 

  

今日も時計が午前０時をまわる。気づけばもう明日である。 
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二 年 生 

躍躍進進    

地域創成科学科  金 子 一 光 

                  (静岡 県立韮山高等学校) 

今年は二年生になり、やるべき仕事が減った分先輩としての自覚を持ち一年

生をしっかりと指導するという責任があった。 

一年生が入りたての頃、仕事を一から教えるのは思いのほか大変だった。今

の三年生が昨年私たちにどのように教えてくださったか思い出しながらなるべ

くわかりやすく伝えるよう努めた。しかし私たちの指導が行き届いていなかっ

たことで一年生の仕事に不備があり、部全体に迷惑をかけてしまった時もあっ

た。指導の難しさを痛感した。 

一年間で一番大切なリーグ戦期間、皆が勝利に向けて団結力を強める。一年

生には部の士気を下げないために仕事を頑張ってもらわなければならなかった

ため、去年の私たちの失敗談を何度も話した。アウェイ戦の時には忘れ物に気

をつけろ(特にパラソル)と。その甲斐あって今年のリーグ戦期間は特に大きな

事件もなく、坊主の罰も出ず終えることができて本当に良かった。一年生の髪

の毛がなくならずに済んで私は嬉しい限りであった。一年生には坊主にならな

かったことを誇りに思って今後も仕事をしてもらいたい。そして私たちよりも

優秀な二年生になって欲しい。 

私は二年生になってからテニスを以前より楽しめるようになった。試合で勝

ちたいという思いよりも楽しみたいという思いの方が強い。もちろん上達しな

くていいと思っているわけではない。先輩やコーチからのアドバイスはしっか

り活かしてコツを身につけたい。今の私はテニスを楽しんではいるものの上達

するための努力がまだまだ足りないと思う。そのため私の今後の目標は、引き

続きテニスを楽しみながらも技術の向上に向けて努力することである。いずれ

は私も後輩にいいアドバイスができるようになりたい。 

私は部活の代表として農友会体育団体連合会常任委員会(体連)に所属してい

る。体連は農大の部活をまとめる役割を担っている。スポーツ大会や体育祭な

どは体連か指揮している。それらの大きなイベントも含め、体連でいろいろな

仕事をしていると部活の時間を犠牲にせざるを得ない時もあるが、得られるも

のは大きいと感じる。人々をまとめ、的確な指示を出す力や他の団体とうまく

関わっていく力が培われるだろう。大変ではあるが私はそのような環境に身を

おけたことを嬉しく思う。体連での経験も部活と同じく、今後の自分の人生の

糧になると信じて精進していく所存である。 
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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) 

 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

事を引き継ぐことができ、とても感謝しています。今年は、ＯＢ会やリーグ戦

で罰が出なかったため一年生の髪の毛が守られました。本当に良かったと思い

ます。 

 リーグ戦では、今年もシングルスとダブルスの全試合に出させてもらいまし

た。相手が三部校だったこともあり、どの試合も気迫に圧倒されました。勝ち

に拘る姿勢や試合中での心の余裕はその場ですぐに真似できるようなものでは

ありませんでした。また、技術面や精神面も自分にないものを持っており勉強

になることがたくさんありました。しかし、その中でもしっかりと勝つことが

出来た試合もあり、とても成長できたと感じています。 

 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多く、来年は経

験したくない出来事ばかりなので気を引き締めていきたいと思います。そして、

今年のリーグ戦ではシングルスの結果が良くなかったので来年のリーグ戦に向

けて今年の反省点をこれからの練習で改善していき、自分の長所を更に伸ばせ

ていけるよう日々の練習に精進していきたいと思います。 

 

 

躍躍進進  

                   分子微生物学科  高 橋 陽 明 

                       （東京 都立富士高等学校） 

エアコンを付けず寒さに震えながら今この躍進を書いている僕ですが、「去年

躍進を書いてもう一年か〜」などと考えながらふと、そもそも躍進ってどうい

う意味なのだろう？と思い調べてみると、「飛躍的に進歩、発展すること。勢い

よく進むこと。」などとあり、これこそまさに今の僕に必要な言葉だなと感じた

のでこれついて書こうと思います。 

さて、今年のリーグ戦では三部残留という大変厳しい目標を達成することが

でき、それと同時に来年は四年生が抜けたチームで三部校と戦っていくことが

決まったわけでもありました。今年のリーグ戦の先輩方の試合を見て三部校の

選手の技術力の高さ、勝負強さを目の当たりにし、自分との大きな差を強く感

じました。そしてリーグオフが終わりここまで、抜けた四年生の穴を埋める形
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で試合メンバーに加わった僕ですが、下部校の同番手の選手に負けることも多

くあり三部校メンバーとしての実力不足を強く感じます。もし来年のリーグ戦

にこのまま僕が出させてもらう事が出来たとしてもチームの力になることがで

きないのは確実でしょう。と、ここまでネガティブなことばかり書いてしまい

ましたが、ここからの一年間は一年生の指導や、部活の運営といった仕事が任

されていない、最もテニスに集中できる期間であるわけです。 

つまり実力が大きく足りない僕は、この一年でただの進歩ではなく、「飛躍的

に進歩、発展すること。」＝「躍進」する必要があり、そのために日々の練習に

全力で取り組み、一年後にはチームの力になれるように努力していきたいと思

います。 

 

 

少少ししずずつつ、、段段々々とと、、  

 分子微生物学科  千 葉 匠 

                 （東京 都立狛江高等学校） 

 私は、無事に進級し二年生へとなりました。去年は面倒見の良い先輩から指

導を受けて実行していた側から、指導する側へのシフトチェンジはやはり難し

いものがありました。しかし後輩ができること自体はとても楽しみでした。今

年の一年生は仕事を教えて、呑み込みが速いこともありましたが意外に抜けて

いたり、ちまちま問題が起こったりしました。手に負えない問題児などはいな

くて安心しました。指導していく中で少しずつ先輩としての自覚が芽生えてい

った気がします。人は要領がわかれば段々と慣れていくものだなと感じました。

まあ確たる事実として言えるのは私たちの一つ上の先輩方は、指導がしっかり

としていてすごいと思いました。私たちも結構それなりにできていたのではな

いかと思いたいです。 

 ここからは私自身のことについて書きたいと思います。二年生になって授業

の数が増えました。教職をとっているのですがなかなか大変だと日々感じる毎

日です。授業が増えるとその分テストの数が増えるのが通りです。前期の必修

の授業の一つを落としてしまったので後期はちゃんと全単位取れるように頑張

りたいと思います。部活と授業とバイトと日々忙しい毎日ですが充実している

大学生活を送ることができていて嬉しいと感じています。一年生のときは思え

ていたがわかりませんが、今は硬式庭球部に入って良かったと思います。 

 次は私自身のテニスのことについて書かせていただきます。今年の課題とし

てストローク、サーブの決定力の強化・ボレーの技術の向上を目指しています。

去年よりレベルアップはもちろんしていると思いますが、それでも自分より安

定力を持っているプレーヤーや同じレベルの相手と戦うときギリギリの戦いに
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なる傾向があります。今年の課題の決定力アップというのはラリーにならずに

楽にポイントを取れるようにするということです。ホアハンドがショットの中

では得意なのでうまく使いポイントできる典型的な展開をしっかりものにした

いなと考えています。また私は特に苦手なショットがあるので日々の練習で克

服できるよう頑張りたいです。課題は山ほどありますが一つずつ取り組んでい

く次第です。秋期リーグで専修大学Ｂのシングルス 3では決定力の差が敗因と

なってしまっていると感じました。ラリーは結構互角の戦いができていたので

とても悔しかったです。くやしさをバネにしてこれからも練習に励みます。 

 来年、私は三年生になるので上級生としての自覚を持って、後輩の指導や率

先して部活を盛り上げていけるよう頑張ります。 

 

 

躍躍進進  

                  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) 

今回、自分は晴れて二年生へと進級することができた。二年生になってから

自分の生活には色々と良くも悪くも色々な変化がおこった。やはり、一年生の

時と比べると仕事面ではかなり余裕があり、自分の生活にもそれに比例するよ

うに余裕が生まれてきた。しかしそれもつかの間であり、二年生には二年生の

役職というものがあり、自分は学連という役職を与えられ、関東学生テニス連

盟に所属した。この仕事は外部との交流とともに関東学生テニスの運営を担っ

ている。この仕事がかなりハードであり、大会期間になると平日出勤も余儀な

くされた。部活への参加も出来ない時が多々あり、あまりテニスができない期

間が続いた時もあった。しかし、その役職の良いところというのはテニスとい

うスポーツにおいて学校の枠を超えて交流を深め、色々な情報を共有できる部

分だと考える。このように、限られた時間の中でいかにして自分の現状を活か

していけるかが、今後の躍進につながると最近になって気がついた。 

限られた時間の中で何を変えて行けるのか考えていて気がついたことがある。

やはり、二年生になって辛かったことの一つといえば、農大通りにある家系ラ

ーメン「花木屋」である。この花木屋には一年の時、一年足らずしか通えなか

ったにもかかわらずかなりお世話になった。自分の中ではダントツの家系ラー

メンであったにも関わらず、今年の初めには店が閉店してしまった。自分は部

活の帰り道一体なにを食べれば良いのだと考え悩まされた。 

そんな中で、偶然にも筋トレに力を入れていた時期と重なり、自分の体が気

持ち軽くなっていくこと感じていた。一年生の頃は筋トレを続けてもあまり成

果が出ずすぐに断念していたにも関わらず、この変化の違いは何だと考えた時、
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頭に浮かび上がったことはラーメンを食べていないことだった。この違いは自

分の中の意識を大きくかえた。食生活を変えるというのは自分の生活を見直し

ていく、これは練習の質を高めることにつながるのではと感じた。 

 少ない時間の中での練習への取り組み方を意識させてくれたのは、良くも悪

くも学連という役職のおかげだと思っている。これからも学連、部活などで大

変な時期があると予想されるが、前向きに色々な事に取り組んでいきたいと考

える。 

 

 

二二年年目目  

                                        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）  

二年目の夏が終わり、リーグオフが終わり、新体制での活動が始まりました。 

今年を振り返ると、あっという間だったようにも感じますが、ちゃんと思い出

せば逃げ出したくなってしまうこともあり、その度に多くの人に支えられてき

ました。 

春はとにかく一年生に仕事を教えるのに必死でした。一年生が入部してまだ

日が浅いうちに試合と OB会が同時に始まり仕事を教えながら自分の試合に向け

ての練習を繰り返しているうちに気がついたら OB会、試合の当日になっていま

した。もっと楽に勝てる相手に苦戦しましたが去年の自分だったら勝ちきれな

い相手に勝ち切ることのできた春でした。普段の練習では仕事を教えることの

難しさを知り、何度も悩みましたが無事に夏前には一年生が部活に定着してく

れ、仕事もある程度こなしてくれるようになり、一安心したことを覚えていま

す。 

夏になりリーグに向けて対抗戦、練習試合などが増えていき、一年生も二年

生も戸惑うことも多く、いっぱいいっぱいになってしまっていたのに、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の大変さ、大切さを実感した

ことを覚えています。しかし練習も対抗戦も練習試合も経験が多くなるのに連

れて私たち二年生は仕事よりも自分のテニスと向き合う機会が増えました。試

合でもっとこうなりたいという気持ちが強くなり、ここで逃げたく無いという

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。また段々とリーグ、先輩の引退が近づき焦りがあったことも

覚えています。 

リーグ戦ではチームの一員としての意識が去年よりも強くなり勝てなくても

プレー、応援を通して自分がチームのために出来ることを考えるようになりま
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した。今年始めてリーグでプレーし、今までにない緊張感を味わい、いつもの

プレーができない中で苦しい試合となりましたが、自分に足りないものが明確

に見えたリーグでした。また去年よりもさらに先輩の試合を意識していました。

先輩の背中だけを見て追いかけられる最後のリーグだったと思うと後悔もあり

ますが、来年以降に繋げていきます。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ったと思います。この時期は体

力的にも精神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、女子の中では最上級生となりました。今ま

で先輩方が作り上げてきた部を引き継げるよう、もう一度気持ちを引き締めて

頑張りたいと思います。今まで直接見てきた五人の女子の先輩の背中を忘れず、

来年の一年はより良い部活になれるように部全体をしっかり見ていきたいと思

います。そして先輩方に見せて頂いた背中を私たちなりに後輩に見せていける

ように頑張ります。 

 

 

二二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) 

二回目の躍進を書く時期がやってきました。硬式庭球部に入部してから、やっ

と一年半か、というよりもう一年半か、という言い方がしっくりくるように感

じます。マッキーペンで仕事やテニスのことを手や腕に書きなぐり真っ黒だっ

た頃が何だか懐かしいです。 

一年生の頃は仕事のことばかり考え、部活をスムーズにまわすことが最大の目

標でした。二年生になり先輩という立場になった今、自分たちが仕事をするの

ではなく後輩たちが仕事をするのです。指導の仕方が難しくて、どう教えれば

いいのだろうと 2 人で色んな方法を試し、そして悩み、また試し・・・の連続

でした。特に私は教えたり、説明することが壊滅的に下手くそなので、教える

のってとても難しいと実感しました。しかし 1年生は夏頃には仕事もかなりで

きるようになっていて、卒なくこなせていたので安心して仕事を任せられまし

た。そしてたくさん動いて部活を支えてくれました。 

そして私の同期はというと、私にとって難しいことをひょいひょいやってのけ

てしまうプロです。間違いなく彼女は強キャラです。一年のときからお互いに

できないところ、見落としがちなところをカバーし合ってきましたが、圧倒的

に助けられている方が多かったと思います。今度は私がいっぱい支えて、二年

間主将を担う彼女をサポートできるように頑張ります。女子の中で 1番上の学
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年になり、2年間トップで正直辛いこともこれから先多くあると思いますが一緒

に頑張っていきたいです。 

そしてリーグ。去年は次に繋げられる何かが得られたらいいな、勝てたら嬉

しいなという思いでした。そして、何もできず終えてしまったように感じ悔し

かったですが、一人のプレーヤーとして、自分が成長できるような良い経験を

得ることができたと感じています。しかし今年は、去年試合に出させていただ

いた時とはまた違う思い、そして責任がありました。チームに全く貢献できな

かった、勝たなきゃダメだった、期待に応えられなかった、自分は本当にベス

トが尽くせたといえるのか、せっかく応援してくれいる人がいたのに自分は応

えられたのか、などという思いから、練習に付き合ってくれた人達、応援して

くれた人に対する感謝の思い、先輩、同期、後輩に対する思いなどいろいろな

思いや感情で溢れたリーグでした。七人がチーム一丸となりリーグに臨めたの

でよかったです。来年のリーグは、今より何十倍もパワーアップして挑み、必

ず勝ちます。そしてチームに貢献します。また、日々の練習もただこなすだけ

ではなく、しっかり目的をもってテニスをし、みんなで高め合い成長していけ

たらなあと思います。 

そして、たくさん私たちのことを考えてくださり、様々な経験をさせてくだ

さった先輩方には感謝の気持ちしかありません。たくさん指導していただき、

たくさん褒めてくださいました。テニスを通して先輩方に出会えてよかったで

す。とても尊敬しています。二人の背中を追いかけて、そして今まで見せてく

ださった 5人の先輩方の背中を追いかけ続けます。先輩方が残してくださった

ものをしっかり引き継いでいきます。ありがとうございました。 

 

 

一 年 生 

苦苦難難とと成成長長  

生物資源開発学科  稲 荷 碩 竜 

（愛媛 県立伊予高等学校） 

 東京農業大学庭球部に入部してからはや半年たちました。四月の体験入部で

練習に参加した際レベルの高さにとても驚きました。しかし、私は高校時代の

結果に満足しておらず、テニスがうまくなりたい、自分はまだまだ伸びしろが

あると思ったため大学でも部活動をすることを決めました。 

 初めての一人暮らし、初めての電車、初めての学校、最初の数か月は初めて

の連続で大変な毎日でした。特に私は世田谷キャンパスではなく厚木キャンパ

スなので毎日の授業の後一時間半ほどかけて練習にいき、遅れて参加すること
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も多く満足に練習できない日も多々ありました。しかし、先輩方や同期が私よ

りうまい人しかいなかったためか高校時代と比べるとかなり実力が付いたと思

います。 

 この半年間で一番大変だったことは夏のリーグ戦です。やはり一年生なので

応援だけでなく主に仕事をすることがメインでした。審判、ボーラー、試合の

準備などとやることが多くありとても大変でした。特に大変だったのは三十分

アップの時のボーラーです。三十分間ストップアンドダッシュと声出しですご

く苦しかったのを覚えています。この夏のリーグ戦を乗り越えたことでこれま

での自分の壁を打ち破り、精神面で一段と成長できました。 

 あと半年ほどすると二年生です。ようやく仕事から解放され、自分のテニス

を磨くことに集中できます。当面の目標はリーグメンバーに選ばれることです。

そして、個人戦でも好成績を収めることができるように日々の練習を頑張りた

いと思います。 

 

 

振振りり返返りり  

                   分子微生物学科  小 川 直 輝 

                      (東京 都立小山台高等学校) 

 東京農業大学農友会硬式庭球部に入部して約半年が過ぎました。月日が経つ

のはあっという間で、入学当初、硬式庭球部への入部を迷っていた時期が懐か

しく感じます。大学に入ってもテニスは続けようと思っていたのですが、サー

クルだと緩すぎて、部活だと厳しいといった感じで答えを出すのに時間がかか

ってしまいました。結局、真面目にテニスを続けたくて部活に入部しましたが、

サークルの陽キャのノリが苦手だったというのも理由の一つかもしれません。 

 部活に入部してまず感じたのが自分と周りとのテニスの技術の差でした。周

りの人達は実績を残しているような人ばかりで、今までただ部活でテニスを続

けてきた自分にとっては練習についていくのがやっとでした。周りに迷惑をか

けていたかもしれません。練習とは別に一年生の仕事も多く、試合の準備や審

判などは大変でした。そんな中、部活を続けられたのは一緒に協力し合った同

期と、私たちを支えて引っ張ってくれた先輩方のおかげだと思っています。仲

間の大切さを強く感じました。 

 これからも部活を続けていく上で、心がけたいと思うことが二つあります。

一つは自分自身のテニスの技術の向上です。最近少し感じるようになってきた

のですが、自分の考えていたことを実際にできると気持ちがいいです。これを

もっとできれば、よりテニスに打ち込むことができるようになると思います。

もう一つは先輩達ともっと話すことです。私自身、話すのが苦手ということも
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ありますが、練習以外ではほとんど話していないと思います。練習以外でも仲

良くなりたいです。   

 

 

リリーーググ戦戦をを終終ええてて。。  

                   生産環境工学科  大 和 田 駿 

(埼玉 私立埼玉平成高等学校) 

私は、入学する以前から練習に参加させていただき、入学後は東京農業大学

硬式庭球部の一員としてリーグ戦が終わるまで、感じたことが大きく分けて二

つあります。 

まず一つ目は、私には学ぶべきことが多いということです。大学テニスは、

学生主体であり、主将だけでなく、部員からも認めてもらう必要があります。

認めていただく材料として、テニスの技量はもちろんのこと他にも、選手とし

て勝ちが厳しい試合も一生懸命に戦う姿勢や一年生としての仕事ができるなど

が私には足りませんでした。それが、選手側、サポート側両方経験することに

なった原因だと思います。また、自分の納得いかないことでチームの輪をかき

乱してしまったことも反省しています。今年のリーグ戦は、 自分の足りない も

のが多いことを痛感し、その経験により自己の課題に気づくことができました。

当たり前のことをどんな時も当たり前にできるということは簡単ではないと思

います。来年のリーグ戦は、同じミスを繰り返さないよう「日々の生活」から

意識することで克服できると私は考えます。 

二つ目は、先輩方や同期の人間関係です。新歓や合宿をともに過ごすオフの

時間はとても楽しくかけがえのない時間でしたが、オンの時間は一年生の仕事

が多く辛い時間でもありました。特に印象的だったのは、夏のＡチームの練習

で、本間さんに叱られたことです。それは自分に求められていたことだと思い

ます。しかし、私が受け入れず恩を仇で返してしまったと反省しています。松

尾さん、永吉さん、林さんをはじめとする先輩方には、苦しいときに話を聞い

ていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。この支えなしには、リーグ戦は乗

り越えられてなかったと思います。私も来年は、後輩という存在ができるので、

先輩のように後輩を引っ張っていきたいです。また、リーグ戦をともに乗り越

えた同期は、私の宝物です。東京国際大学戦では、気が抜けてしまい罰を出さ

れことや坊主のかかった入れ替え戦の前夜、円陣を組み気合を入れたことは今

となってはいい思い出です。人間関係においては、私はとても恵まれたと思い

ます。この偶然の出会いを、これからも大切にしていきたいです。 

最後に、私は東京農業大学硬式庭球部に入部したことは後悔していません。

なぜならば、ここでしか経験することのできないことをたくさん経験できたか
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らです。入部する以前は「テニスのこと」しか考えていませんでしたが現在は、

自己を分析し改善することなど「テニス以上に大切なこと」が学べると考える

ようになりました。引退後は大人になり、文集のタイトルのごとく社会で「躍

進」できるよう、 引退までの長いようで短い時間、たくさん吸収し、大きく成

長したいです。 

 

 

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） 

 僕が東京農業大学農友会硬式庭球部に入部して早くも約八か月が経ちました。

こうして振り返ってみると時間の流れの早さを感じます。この部活に入って最

初に感じたことは、大きな声を出すということの大変さでした。練習で数を数

えるという単純な事でしたが、これがかなり大変で、自分では声を出している

つもりでも、実際はあまり出ていないという事が多々あり、先輩から何度も罰

を頂戴しました。そして入部してすぐ春のＯＢ会がやってきました。ＯＢ会で

は、落ち葉掃き、草むしり、砂はき、コートハウスの清掃などの準備、ボーラ

ーや自己紹介の練習など様々な事を経験しました。当日は僕以外ほとんど皆試

合に行ってしまい、一年生は僕一人でしたが何とか無事終えることが出来まし

た。 

 しばらくして、リーグ戦が始まりました。このリーグ戦が入部して一番大変

でした。僕はなぜだかここで宣誓というとても重要な役をすることになりまし

た。でも正直「なぜ俺なんだ」と思っていました。リーグ戦でミスをすると連

帯で坊主になると二年生に聞いていたからです。ですが、やるのであればしっ

かりとやろうと思い、本気で臨みました。一年生の仕事は試合会場への荷物運

び、試合の主審や副審、タイムキーパー、応援などがあり、何処においてもミ

スはしないようにと思っていましたが、毎回何処かでミスが出てしまった為、

試合後の集合の際には注意されることが多くあり、責任を感じる事もありまし

た。そんなリーグ戦も何とか無事に終わり、本当に良かったです。 

 ＯＢ会、リーグ戦が終わり、最近の練習で上位の先輩方と打たせていただく

機会が多くあり、自分のスキルの足りなさを再確認しています。早く先輩方に

追いつけるように日々努力しようと思います。 
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五五等等分分のの同同期期  

                  国際農業開発学科  松 本 健 太 

（東京 私立成城高等学校） 

 ここでは、この部活で学んだ二つのことを書きたいと思う。それは、強い選

手になるための心持ちと、仲間の絆である。 

 高校生の時と違い、コートに立っている相手はいつも強い、先輩たちや同期

もしかりである。そんな相手を前にしたとき、高校の時の自分ならば負けても

仕方ないと割り切って勝負をしていたであろう。単純に弱い自分から逃げて、

言い訳をさがしていたと思う。しかし、対抗戦やリーグ戦を見てみて、まずは

勝負になると判断されないと試合にも出られなく、負けていると、メンバーか

ら外されてしまうのを肌で感じた。しかし、当たり前のことだが試合をしたら

片方は負け、片方は勝つ。その敗戦が次の勝利への糧となればよいが。そのた

めには、あの徳川家康が残した言葉、勝つことばかり知りて、負くること知ら

ざれば害そのみにいたる、という言葉通り、強い相手に負けることも必要なこ

と認識することができる。負けから得られるものがあることから、勝てなくて

も負けないいくさができると思う。負けを恐れて逃げるのではなく挑戦も必要

である。 

 仲間の話にうつりたいと思う。自分には十九人の仲間と五人の同期がいる。

喧嘩という喧嘩はしたことはないが多少のいざこざは目にしてきた。でもたま

には喧嘩もいいと思う。互いが自分に正直に生きていれば当然のことであるか

ら。仕事をやりたくない人もいるだろう。そういう人は誰かがやってくれるか

らいいだろうとでも思っているのであろう。自分も人のことに労力を使うのは

好きなほうではないが、その誰かにはなれなければならないとは思う。高校の

時の部の顧問が、誰かになれとよく言っていた。その時は皆で小ばかにしてい

たが、今となれば大人の言うことだなと痛感する。自分はまだこの境地には達

していないが、今後人に聞かれて答えられないなんてことが無いように今しっ

かり過ごしておきたい。同期の中には心を打ち明けられるかけがえのない友が

出たりもした。このかけがえのない出会いを大切にしたい。欲しいものが全て

手に入らないこの人生の中で。そして５人の仲間と喜びも、悲しみも、怒りも、

慈しみも、全員で五等分出来るそんな同期でありたい。そして自分は仲間たち

と和を重んじる家族のような存在でありたい。仲間とは心、無条件で信じられ

る相手のことである。最後に総括として自分の好きな言葉を書きたいと思う。

弱さのすべてが悪ではない。もともと人間なんて弱い生き物。一人じゃ不安だ

からギルドがある、仲間がいる。強く生きるために寄り添いあって」歩いて行

く。不器用な者は人より多くの壁にぶつかる。遠回りをするかもしれない。し

かし、明日を信じて踏み出せば、自ずと力が湧いてくる。強く生きようと笑っ
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ていける。 

 

 

一一年年目目のの躍躍進進    

                                        栄養科学科  清 瀨 夏 美 

                                           (千葉 県立国府台高等学校) 

躍進を書こう。そう思った今は秋季大会の翌々日である。日月と休んで、明

日からまた部活が始まる。このタイミングで入部してからのこと、これからの

ことを考えてみようと思う。土曜日にあった秋季大会で私はシングルスの試合

に出る機会をいただいた。試合に出るのは夏関以来で二回目である。結果は

06.06、手も足も出ないという感じであった。相手が打ったリターンが返せない、

相手のサーブが返せない。入部して半年がたつというのにまったくテニスがで

きていない自分が悲しかった。 

  考えてみると競技に対して悩んだのは久しぶりかもしれない。入部してから

仕事のことで頭がいっぱいだったからである。動きが遅い、周りが見えていな

い、緊迫した空気になると声が出なくなる、同じミスを繰り返して改善されて

ない、先輩方の注意はあまりに的確で自分はテニスが初心者ということ以前に、

部活生として足りない部分が多くあることを実感した。考えすぎて空回りして、

また同じことを言われて、上手く仕事をこなせなかった。夏休みは寝ても覚め

ても対抗戦で心身ともに辛く長かった。 

しかし、リーグが始まると、審判をして、応援をして、気づけばあっという

間に入れ替え戦の日になっていた。沢山の試合を見せていただいた。特に四年

生のダブルスは審判台という一番近い場所で見ることができ、本当にいい経験

をさせていただいた。色んなプレッシャーを背負った選手と違って、応援の私

は「ここからですよ」などいくらでも強気で前向きな言葉をかけることができ

た。どれだけ自分が楽な立場であったかつくづく感じる。リーグまでの私はテ

ニス部員というよりかサポーターという感じであった。 

  新体制になってテニス部員としての部活が始まった。練習中、自分がテニス

コートにいていいのかと毎回思う。また返せなかった、またボールを他のコー

トに飛ばした、自分は成長できているのか、同じところで足踏みしているよう

に思えてくる。しかし、このままではいけない。せっかく勇気を出して部活と

いうきつい方を選んだのだから、これだけ長い時間を費やしているのだから、

何か意識を変えて前向きに取り組まなければいけない。器用にできないなら、

とにかくボールを見るなどたった一つのことだけを考えて一回一回の部活で何

かを変えていきたい。意識を変えて明日の練習、日付を越したので今日の練習

からまた頑張っていきたいと思う。 
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  入部当初からの私のテニスのモチベーションは“ラリーができるようになり

たい”それだけである。大学でテニスを始めようと思ったのも高校の時楽しそ

うにラリーをする部員が羨ましかったからである。大学に入ってからも楽しそ

うにラリーをする同期や先輩方を毎日見る。午後練のあとは消灯ギリギリまで

打ち、オフの日や空きコマまで打っているのをみると本当にテニスが好きなの

だと思うばかりだが、常に私もああなりたいと思えるこのような環境でテニス

ができることに感謝したい。また、初心者の入部を許可していただいたこと、

ラケットの持ち方から教えてくださり今も見捨てずに応援、指導をしてくださ

る同期、先輩、OB の方がいることにも深く感謝したい。この感謝の気持ちを忘

れず、部活を続けていきたい。私の一年目の躍進はこの環境を選んだことであ

る。二年目はテニスの技術面の躍進をすると誓って今年の躍進を書き終えたい

と思う。 

 

 

半半年年間間をを経経てて  

                   醸造科学科  田 邉 こ こ ろ 

                 （兵庫 国立神戸大学附属中等教育学校） 

 躍進を書くにあたって、私はこの半年間を振り返ってみました。私は大きく

分けて三つの出来事が印象に残っています。 

 まず一つ目は、入部についてです。同期が四月に入部している中、私は六月

半ばに入部しました。六月はリーグに向けて夏練習が始まる前であり、練習試

合や対抗戦をしてスキルアップをしていく時期です。それに加え仕事面は完璧

にしておかなければならないこの時期に、何も知らない一年が入部する、先輩

方にはもちろん、同期に多大な迷惑をかけてしまいました。その時私が感じた

のは、二ヵ月というブランクがかなり大きかったことです。 

 二つ目は、テニスの練習についてです。私は部活中先輩にかなり怒られまし

た。仕事面もそうですが、特に怒られたのは「挨拶」です。永吉さんは挨拶の

声が小さい、スポーツマンとして挨拶は基本だということを何度も忠告してく

ださいました。言われたことに対して一回でできない自分に腹が立つことは何

回もありました。ですが、怒られているばかりではなく、四年生のお二人には、

打つ時の身体の使い方やグリップやフォームなどのテニスの技術面をたくさん

教えていただきました。また、リーグではレフェリーとして応援はできないも

のの、近い場所からテニスを見ることができ勉強になりました。 

 そして三つ目は、合宿についてです。私は一つ大きな勉強をしました。合宿

中に試合をさせてもらう機会があったのですが、私はその試合で自分の力を出

しておらず、四年生のお二人に注意され、泣きました。私はそこで初めて「中
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学高校の部活と大学の部活は違う」、「試合を甘く見ている」ということに気付

きました。気付くのが遅かったと思いますが、むしろ私はこの合宿の期間で気

付けて良かったと感じています。一年の仕事も大変でしたが、この合宿を通し

てたくさん技術を学び、たくさん笑い合い、先輩方との距離が縮まったように

見えました。 

 私は当初、大学生になってまで部活をするつもりはありませんでした。しか

し、入るまでの間に色々なサークルを見て思いました。「テニスをもっとやりた

い」ただそれだけでした。二ヶ月という大遅刻をした私の入部を快く歓迎して

くださってありがとうございます。これからは、自分の体調管理をしつつ、も

っとテニスのスキルをあげるために精進していきたいと思います。 

 四年生の皆様、本当にお疲れ様でした。そして、ありがとうございました。 

 

 

半半年年間間  

                   分子生命化学科  永 田 夏 帆 

                     (東京 私立山脇学園高等学校) 

入部、OB会、練習、対抗戦、合宿、リーグ戦と瞬く間に約半年が経ちました。 

仕事もテニスも吸収することだけに必死でいつも焦っていたように感じます。 

 一年生の仕事としては、普段の練習では同じミスを続けてしまうことや周り

が見えていなく活動が円滑に進まないこと、声出しが小さいこと。対抗戦では

何度経験しても宣誓を間違えてしまうこと、朝準備に不備があることなど、と

ても多くの失敗をしました。行きたくないと嘆くこともたくさんありました。

しかし、自分だけが大変なのではなく同じ境遇にいた仲間がいたからこそ頑張

れました。 

テニス面では、リーグ戦での三週間は私の人生の中で一番辛いものでした。

12戦中 12敗 0勝、総獲得ゲーム数 15ゲーム。惨敗でした。チームへの貢献の

かけらもなく本当に心の底から悔しい結果でした。やってもやっても思うよう

にいかなくて考えての繰り返しで試合になったら不安で力を出しきれず、その

中で仕事もやらなければならない状況は苦しくてたまりませんでした。家族、

先輩方、同期、また中高の先輩にもとても助けられ救われました。辛くて泣い

ている時支えられていなければ最後まで戦い切ることはできませんでした。こ

の経験は私にとって大きな糧となり成長することができたと断言できます。 

今のところ苦しかったことしか書いていないのですが、この半年間を思い返

すと達成感と楽しかったことの方が大きいと感じます。それは短くも濃い日々

の中で先輩方と七人の一つのチームになることができたからだと思います。だ

からこそ決して楽ではなかった部活動を続け、前を向いてこれたのだと思いま
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す。 

私の大学でのテニスはまだ半年、始まったばかりです。しかし、自分に厳し

く限られた時間の中で私は日々前進していくために周りの人に感謝を忘れず考

え実行し挑戦し続けていきます。そして、目に見える目標としてはリーグで自

らが勝利を収めチームの勝ちに貢献していきます。そのために今の個人的にや

るべきことは一番にプレーを安定させることだと思います。練習では打てる球

をどんな状況でも出し切れるようもう一度フォームや足の動きを見直し練習を

積み重ねていきます。 

最後に引退された林さん、永吉さんにはテニス面仕事面ともにたくさんご指

導いただきました。いつも厳しく、時に優しくしっかり向き合ってくださった

姿、試合中大事なポイントは必ず取る勝負強さ、自分に厳しく痛みをも見せな

いかっこよさ全て忘れません。短い間でしたが本当にお世話になりました。あ

りがとうございました。 

 

 

四 年 生 

四四年年間間をを振振りり返返っってて  

               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） 

 とうとう最後の躍進である。毎日自転車に乗り、四年が経とうとしている。

引退した後の行動は火を見るより明らかである。何もしていない。しかし、先

輩に誘われ引退後に一回テニスをした。その日、人類は思い出した。一守純輝

が動くのを嫌いなことを。 

 四年間部活動をやっていたが思い出は特に残っていない。一番助かったのは、

前田君が主将を交代してくれたことである。一つ上の先輩が役職を決めるのだ

が、頭がおかしいのか私が主将に選ばれた。今までの練習態度や性格などを見

る限り、私ではなく前田君を選ぶであろうと思っていたのだが予測が外れてし

まった。しかし、選ばれたからにはやってみようと思った。結果は惨敗である。

一週間も経たないうちに挫折してしまった。やる気がなかった。そんな中、前

田君からの申し出は神かと思った。後は何もしない日々が続き、リーグも思い

出作りとして出て、今に至る。 

 私は今、卒業論文と格闘している。現地に調査をして結果を求めなくてはな

らない。私の性格上、追い込まれないと手を付けられない。そうしていくうち

にあっという間に期限が来てしまう。後輩に一つ言えることは少しずつやれば

楽に終わるということだ。テニスに例えてもそうである。試合が近くなって練
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習をしてもどうにもならない。試合があるとわかっているのなら少しずつでも

練習をしていたら焦りはしないということだ。私ができなかったことなので聞

く耳を持たないと思うが、参考程度に思ってほしい。 

 四年間の部活動生活にあたり、面倒を見て頂いた樫村先生に感謝いたします。 

そして、多くの方々からご指導、ご協力を頂き、皆様に感謝申し上げます。 

部活動において培った知識や経験を今後にも活かしていきたい。 

 

 

振振りり返返りり  

                 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）  

 今回で躍進を書くのも最後という事で、悲しさ一割嬉しさ九割といったとこ

ろでしょうか。部活を引退してから非常に快適な毎日を送っています。今まで

テニスしかしてこなかったので自分がテニスをしなくなったらどうなるのだろ

うかと多少不安でしたが、今では一ヶ月に一度やるだけで十分ですし、その一

度でさえ十分動いたら二十分休憩しなければ死んでしまいます。 

 これまで色々ありましたがテニスをやってきて本当に良かったと思います。

高校生の頃必死になって練習してきたので、高校でテニスは終わりにしてパテ

ィシエか調理の専門学校に行こうと思っていました。ですが、高校最後の試合

でマッチポイントを握ってからの大逆転負けをし、「これでテニスは終わりか」

と思いながら顧問に結果報告をしにいったら最後だというのに負けたことに対

し激怒され、途轍もなくむかついたので大学に行きテニスを続けようと思いま

した。 

 こんな安易な考えで続けようと思いましたが、やるからにはいい環境でやり

たいと思い亜細亜や日体に入ろうと思っていましたが、亜細亜はあそこまでの

モチベーションを常に保てる自信がなくあきらめ、本命の日体にはセレクショ

ンで落ち、最終的に学力の必要のない推薦がある農大に杉本先生や樫村先生の

お陰で入ることが出来ました。 

 農大に入り高校とは違い厳しい訳ではない意味の分からないルールが沢山あ

り、面倒くさくて仕方がありませんでした。ですが、楽しいことも沢山ありま

したし、なにより今までの人生で一番楽しくテニスが出来たので結果的に農大

に入ってよかったと思います。 

 そして、就職活動も無事に終わり色々ありお花屋さんに勤めることになりま

した。他にもやりたいことは沢山あるので、この人生中にやれることはやりき

り出来なかったことは諦め切れないので来世に持ち越したいと思います。とり

あえずは二十八歳に結婚して幸せに生きたいと思います。 
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最最後後のの躍躍進進  

                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） 

早いもので躍進を書くのも今回が最後となり、時間の経つ早さに驚いていま

す。ついこの前農大に入学した様な気がしますが、あっという間に大学生活が

終わりを迎えようとしており、そして僅か四ヶ月後には社会人になっています。

拙い文章ではありますが、今までのことを振り返ってみようと思います。 

 二〇一九年九月二十一日、獨協大学との下入れ替え戦を五対四で農大が勝利

し、三部残留が決定と同時に私の部活動人生が終了しました。私はこの日 S２で

試合に出させてもらいましたが、フルセットの末に負けてしまいました。大学

二年生の時のリーグ戦と合わせてシングルスは最後の最後まで一勝もあげるこ

とが出来ないまま引退を迎えてしまいました。しかし上武大学との最終戦で同

期と組んで初めてダブルスに出場し逆転勝利した時は心の底から喜び、今まで

の練習が無駄ではなかったと感じました。やはり私はダブルスの方が得意だっ

たようです。今年のリーグ戦は後輩達にかかる重圧が大きかったと思います。

最上級生としてとても不甲斐なく感じました。その重圧を戦い抜き、気持ちよ

く引退させてくれた後輩達に感謝しています。また、試合には出られなかった

サポートメンバー達も審判やボーラー、精神的に厳しい時の応援には何度も助

けられました。ありがとう！ 

結果として、リーグメンバーとなり二年ぶりにリーグ戦に出させてもらいま

したが自分自身の実力というよりは、運によるところが大きかったです。今年

は就職活動の年でもあり、一月から四月まではあまり部活動に行けるような状

況でなく練習量も次第に減ってきました。70kg近くあった体重も 63kgと筋肉も

萎み、久しぶりに部活に出ても思うようなテニスが出来ずモチベーションも上

がらず、手首の怪我もあり個人戦や対抗戦でも負けが続きました。しかし、そ

こから様々なチャンスが重なり、それらを生かすことでリーグ出場が叶いまし

た。あそこで腐らず、諦めないで本当に良かったです。 

中学校で軟式テニスを始め、高校、大学では硬式テニス部に入部し練習に明

け暮れました。この約 10年間本当に色々な事を学び、沢山の人達に出会うこと

が出来ました。中学、高校、大学で出会った友人、先輩、OBの方々、後輩、同

期など、これらの人達のお陰で現在の私があり、楽しい時間を共有でき、困っ

た時には助けてくれるなど人との縁に恵まれてきました。そして大学に進学さ

せてもらい、今までテニスをさせてくれた両親にも感謝しています。 

これからと言う事でもうすぐ社会人になるわけですが、正直不安でいっぱい

です。最近卒業していった先輩方と会う機会が多々あるのですが、どの先輩も

与えられた職をこなし社会の一員として活躍している所を見聞きすると私も先
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輩達の様になれるのか自信がありません。この先、嫌な事や辛い事が待ち受け

ていると思います。ですが、テニス部を通じて学んだ努力の大切さ、忍耐力や

泥臭さは社会に出ても必ずや活かされる日が来ると思います。 

最後に、農大テニス部で過ごした時間は私にとってかけがえのない思い出で

す。4年間本当にありがとうございました。 

 

 

令令和和元元年年十十一一月月十十一一日日零零時時四四十十五五分分  

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） 

 これは現在私が躍進を作製していた時の時間です。この題名の形式は第百十

二期に卒業された市川翔悟さんという森林の先輩が用いたものです。懐かしか

ったので拝借させて頂きました。 

 さて、私は第百十五期の主将としてこの一年を送らせて頂きました。まずは

多くの関係者の方々に感謝を申し上げます。この役職が大変だったとかなどの

個人的感想は置いておき、ここではそのあるべき姿などを述べさせていただき

ます。 

 このテニス部においての主将とは、堂々と胸を張って部員の前で笑顔振りま

く明るい人であれば良いのだと思いました。リーグ戦に向けてチームを引っ張

るだとか部全体のテニスのレベルを底上げさせるだとか確かに明確なミッショ

ンが主将には存在しますが、根本には前述の姿勢が必要なのだと思います。し

かし簡単なものではありません。そして私はこれが果たせなかったと思ってお

ります。後輩たちの前などでも明らかに明るく余裕ある振る舞いなんてものは

出来ませんでした。頭の中はいつも謎の不安や焦り、とても部全体の事なんて

考えられなくて自分のことで精一杯でした。そんな中でも後輩たちはリーグが

終わる最後までついてきてくれてかつ三部残留という結果を残してくれました。

そして後輩もそうですし何より、この四年間を共に戦い抜いた同期に最大の感

謝です。本当にこの同期でよかったと思っております。昨年の躍進でも述べま

したが最高学年が仲良くないとミーティングなども満足に行えませんし、なに

より見ている後輩達がついていこうとは思わないからです。これに関しては全

く問題なかったと思っております。話がそれましたが、主将は堂々としていれ

ばよいというお話でした。第百十六期主将にはそれが出来ると思ったからこそ

選出致しました。彼にも結果というものには拘らず自分らしさを出して主将を

やってくれれば幸いです。あまり真面目にやりすぎると倒れちゃいますからね。 

 ここからは今回のリーグについても触りたいと思います。初めての単複での

出場をさせて頂きましたが、シングルスは難しいもので全敗でした。足が持ち
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ません。つってしまいます。ですがダブルスの方では五勝一敗という面白い結

果となりました。何より杉畠志治君と二年間組めたことが幸せでした。彼とは

少々ありましたが、それ込みで今では笑える記憶です。本当に彼は強すぎるの

で読者の皆さん、彼とテニスをする際は気を付けてください。 

ムネ、ダブルス組んでくれてありがとう。 

 農大テニス部での四年間が完全に終わりました。この部活で得られた経験値、

先輩・同期・後輩との出会いの数、それらの濃さは計り知れるものではありま

せん。本当にあの時、辞めなくてよかったと思っております。なにより多くの

人々との出会いは一生もので今後もおそらく遊んだり、飲んだりすることでし

ょう。その時は仕事の愚痴でもぜひ言い合いましょう。住友林業クレスト株式

会社でお待ちしております。 

 農友会硬式庭球部、ありがとうございました。 

 

 

４４ｔｔｈｈのの覚覚醒醒  

                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） 

 こんにちは。躍進で失礼します。四年の松尾圭都です。とうとう最後の躍進

を書く季節がやってまいりました。この時期になると日本列島が寒くなるのを

感じます。皆さん風邪だけには気を付けましょう。 

さて、この四年間早いようでとても短かったです。嬉しいこともあれば悲し

いこと、楽しいことにつまらないこといろいろありました。特に最後の一年間

は、部活もあれば就職活動もあり濃い一年間になりました。今回はこの二つに

ついて躍進を書いていこうかなと思います。 

一つ目は就職活動についてです。ついに僕も就職活動かと不安に思っていま

した。面接にエントリーシート、やらなければならないことがいっぱいでした。

しかしいざ始まってみるとなんと、余裕でした。それはおそらくこの農大テニ

ス部で築きあがったコミュニケーション能力と目上の人に対する姿勢です。こ

の二つのおかげで僕は、やりたい職業（八代目火影）に就職することができた

といっても過言ではありません。とても感謝しております。 

そして最後のリーグ戦、僕は一年生の頃三部を経験しています。あの時は、

全く歯が立たたず、ぼろ負けでさらに四部にも落ちてしまいました。その時か

ら、僕は修行場所として精神と時の部屋に入り、三年間がむしゃらに練習しま

した。その結果、僕は天衣無縫の極みを取得しました。しかしいざ始まるとや

はりレベルの違いを感じ負けてしまいました。そして五位決定戦、東洋学園大

学との試合が始まりました。試合結果は４－４。僕にかかりました。夢の中で
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は６－０６－０というスコアを出して勝っていたのですが現実は４－６７－５

５－７で負けてしまいました。過去１番と言っていいほど悔しかったです。し

かしすぐに切り替え、入れ替え戦に全てを捧げました。入れ替え戦の相手は独

協大学でした。人生で最後の試合となるので、足がもげるほど動かしました。

そして運命の６－０５－４の４０－１５なんと最後はサービスエースで決まり

勝利しました。ここである一つの説が成り立ちました。それは、松尾圭都＝ジ

ョン・イズナー。そして部の目標であった三部残留を達成することが出来まし

た。 

 つまり言いたかったことはこの四年間とても充実した日々が送ることが出来

ました。ＯＢ、ＯＧ、先輩、後輩、そして同期に感謝します。ありがとうござ

います。 

話が長くなってしまいましたが、これにて最後の躍進を終えたいと思います。 

 

 

最最後後。。  

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） 

 今年もまた、あっという間に最後の躍進を書く時期になりました。四年間を

振り返りながら、私の思いを全部書かせていただきます。 

 はじめに、今年は四年間で一番楽しく、たくさん笑えた一年間でした。とは

言え、良い事ばかりが続いたわけではなく、人数不足で不安を抱えながらスタ

ートした最後の年。四年生としての責任、行動、後輩たちに伝えなければいけ

ないこと、たくさん悩み同期同士のぶつかり合いも多く、辛かったこともたく

さんありました。後輩は先輩の背中を見て動く。このことを常に頭に入れなが

ら日々過ごしました。もちろん、このようなことだけを考えるわけにもいかず、

自分自身のテニスの実力も伸ばさなければなりません。そこで最初にぶち当た

った壁は「就活」でした。なかなか部活との両立が出来ず、たくさん悩み、焦

りました。時には就活のストレスを部活に持ち込んでしまったり、後輩たちに

は大変申し訳なかったです。しかし、そんな私を支えてくれたのは後輩たちで

した。きっとピリピリしていて怖かっただろう私に寄って来てくれる後輩たち

にはとても感謝しています。どっちが年上だろうと思ってしまうくらい正確で

的を射た意見やアドバイス、斎藤ありがとう。 

 次に、リーグ戦です。リーグ戦に焦点を合わせ、春関、夏関と順調に少しず

つ調子を上げ、迎えた八月。最後の合宿が迫っている中、突然何もかも上手く

いかず、グリップの握り方すらわからなくなり、スランプに陥りました。何を

どうしても調子は下がる一方で、「わからない」ただそれだけの辛い日々でした。
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最後の最後にぶち当たった壁、課せられた試練、後ろめたい気持ちしかなく、「も

う無理だ」とか「テニス向いてないわ」とか「辞める」とか、よくわからない

ネガティブな発言を連発していました。今思えば四年生として最悪ですが、私

は、合宿は参加しない方向に気持ちを固めていました。ですが、最後というこ

とで母に背中を押されしぶしぶ参加しました。バイト先のシェフから言われた、

「神様は乗り越えられない試練は与えない」という言葉を信じ、自分自身の中

で、「もう一回テニスを好きになる」とか「痩せる」とかよくわからない目標を

毎日立てて頑張りました。リーグ戦前の対抗戦や練習試合、一勝も出来ず、勝

ち方を忘れたままリーグ期間に入り、いろんな意味で不安しかありませんでし

た。ですが、そこは同期と話し合いながらなんとか引退までやり切ることがで

きました。決して満足したリーグ期間ではなかったですが、最終戦の入れ替え

戦はその時の私が出来る全てを出し切れたと思っています。 

 最後に、大学でのテニス生活、きつかったけど楽しかったです。辞めなくて

よかったです。勝ち負けよりも続けることに意味があるということ、引退して

から気づきました。後輩の皆には、部活、テニス、勝負に対する価値観は人そ

れぞれですが、どんな理由でもいいのでやり切ってほしいなと思います。私は

四年間、同期と上手くいっていたとはハッキリと言えませんが、最後支えてく

れたのは同期の皆だったと思います。試合後に疲れているのに練習に付き合っ

てくれた同期の男子、私の我が儘をたくさん聞いてくれて練習してくれた後輩

たちに感謝しています。四年間ありがとうございました。 

 

 

負負けけかからら得得るるももののととはは  

国際バイオビジネス学科  林 和 

（東京 都立新宿高等学校） 

 入れ替え戦、私がシングルスの試合で負けたと同時にチームの負けが確定し

た。その瞬間、自分が負けて悔しいという感情ではなく周囲の期待に応えられ

なかったことが残念で情けないと思った。今までサポートしてくれた人たちに

申し訳ない試合をしてしまったという気持ちでいっぱいだった。もちろん、リ

ーグ戦において誰のせいで負けたとか、そんなことは問題ではないことは重々

承知している。ただ私自身が残した結果に満足していないだけだ。 

 文章を書き始めると、どうしても後悔や反省しか思い浮かばないのだが、全

てマイナスな思いしかないという訳ではない。誰しもが経験すること以上に特

別で光栄な経験をした。それは周囲から勝ちを期待されることだ。今まで勝ち

をあてにされることはなかった。「林で単複二本取るんだ」と毎回のように周り

に言われ、最初は「そんな簡単に言わないでよ、プレッシャーかけないで好き
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にやらせてよ」と内心思っていたが、対抗戦を重ねるうちにそう言わざるを得

ない状況であることを理解した。その状況下で私が勝ちを収めると周りは笑顔

になり、よくやったと感心し褒めてもらえた。そして次も、と期待された。い

つしかそれが自分のモチベーションとなった。周囲からの期待に応えることを

やりがいとしていたのだった。テニスは本来、自分自身が立てた目標を達成す

ることで幸福感や満足感を得るものだと、そのために努力をするのだと思って

いたし、今まではそうしてきた。だが今年は違った。目的意識を自分自身の為

とすべきか周囲からの評価を得る為か、どちらが正解なのかは分からない。し

かし、少なくとも私は後者に重きを置いたほうが自分には合っていると思った。

そのことに気づくことが出来たのは入れ替え戦で負けたからだと思う。この一

年を通して、チームの環境を憎むことも多々あったが、こういった環境だった

からこそ新しい経験をすることが出来たのだ。大学の部活は人として大いに成

長させてくれた場であると、とても感謝している。今までたくさん支えてくれ

て、助けてくれて、期待してくれて、思ってくれて、ありがとうございました。 
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ＯＢ特別寄稿  

同同期期会会２２００１１９９ｉｉｎｎ成成田田開開催催とと豚豚のの疾疾病病ＣＣＳＳＦＦ・・ＡＡＳＳＦＦ  

           昭和 45年 畜産学科卒 加 藤 脩 三 

同期で幹事役を務めるべき残る２人の内。今回千葉が幹事となり成田ビュー

ホテルに同期８名が集まった。千葉の名所は房総半島でも南部に位置し、電車・

高速バスを使っても東京から約３時間を要する。泊まって観光となると一泊二

日では、翌日の帰宅を考えるとかなり無理となることから結局ゆっくりと成田

山巡りとなった。 

政府が激甚災害に指定した今回の台風 15号の直撃を受けた千葉県では、最大

風速３５．９ｍ、瞬間風速５７．５ｍの強風によりに、過去最大級の農林水産

被害など発生し、県民生活や産業活動に極めて甚大な影響を及ぼした。長期に

わたる停電で、動物を飼育する畜産にも大変な被害をもたらした。 

近年畜産施設は、生産性向上と環境対策から、ウインドレス畜舎が増え、照

明、温度管理、空調、給水、飼料給与、保温など電気に頼る部分が非常に多く、

電気が止まるとどうにもならず、我々人間の生活と全く同じである。養豚場で

は、３－１１震災以降、必需品として自家発電用機器をそれなりに備えてはい

るが、停電が長期に及ぶと死亡する豚も出てしまう。仮に死なせることはない

にしても、豚の受けるストレスは大きく予定の分娩、発情、受胎に悪影響が出

ることは避けられない。 

その後の台風 19 号は関東地方や甲信地方、東北地方などで記録的な大雨とな

り、河川の決壊等による田畑・家屋の浸水と、死者 100 名に達するこれまた甚

大な被害をもたらした。出席した大島 肇氏（栃木県）の自宅も床上浸水と大

変な状況にも拘わらず、顔を見せてくれた。様子を聞けば幸い稲刈りを終えた

後であり、でなければ来られなかったとの事であった。 

自然災害には、気象災害（洪水・大雪・強風・竜巻・雷）と地象災害（地震・

津波・土砂・火山）があるが、どの災害も回避できるものであればそうしたい

ものばかりである。 

 

宴 会 
午後６時からホテル内の和食店「歌留多」にて懇

親会を開催。仕事の関係から「高齢者・長生きした

ければ肉を食べなさい」と、消費者活動を行ってい

ることから今回ホテルと交渉し、特別料理に千葉県

産豚肉を持ち込み「しゃぶ・しゃぶ」料理で味わっ

ていただいた。 
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肉は千葉県のトップ銘柄で評判の「ダイヤモンドポーク」で、国内でも数少な

い中ヨークシャー種という品種（純粋）の肉である、中ヨークシャー種は 1950

年代には全国の豚の 80％を占めていた。脂は甘く肉質はキメが細かく柔らかく

美味しい。しかし飼いづらい（呼吸器の病気にかかりやすい、肥育日数が長く

産子数が少ない）ことから大型種に移り平成に入るころには幻の豚と言われる

ようになった。 

生産する（株）堀江ファーム社長は、子どもの頃食べたこの豚肉の美味しさ

が忘れられず少ない国内資源の確保と原産国イギリスから資源を輸入する熱心

さで、生産を復活させた。通常店頭で販売される三元豚と比較すると約 2 カ月

肥育期間が長くかかることもあり、価格は国産の２．５～３倍と高額ではある

が、一味違う美味しい豚肉である。東京青山にあるとんかつ「まい泉」ではこ

の肉を「甘い誘惑」と称し、数量限定で提供している。 

飲み放題の宴会も、従来多く飲まれた日本酒、ビールから赤ワインの注文が

増えた。体を気にかけてのことなのか、量が増えれば同じであるのだが・・・。 

毎回そうであるが、体調の悪さを愚痴る者は誰もいない。集まれるのは元気の

証である。その秘訣は、生活のための仕事・町内会・ボランテアなどで体を動

かし、少し頭を使っている賜物と考える。「みんないつまで生きたいのか」との

問い掛けに、まずは 80 歳との声、「同期会」はとの問いには「もう一巡りやろ

う」と答えが返ってきた。この「同期会」、生きる活力にもなっているのではと

思う。二次会の後、有志のみで開いた三次会。たわいもない話で夜が更けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成田山巡り 
曇りから晴予報の 2 日目、今日は成田山巡りである。成田山を案内するボラ

ンテアを予約していた事からＪＲ成田駅から表参道を 15分ほど歩き成田山総門
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前にある信徒会館に向かった。 

成田山の総門は平成 20 年に建立。総欅

造りで、成田山新勝寺の表玄関として荘

厳なたたずまいを見せている。総高約 15

メートル。この総門は、開かれた庶民の

お寺、成田山と門前町を繋ぐ担い手とし

て成田山開基 1070 年祭記念大開帳を記 

念し創建された。総門をくぐりまず目に

つくのが仁王門である。仁王門は昭和 43

年（大本堂建立時）に東京築地の魚河岸

の旦那衆が奉納。砲金（青銅の一種）で

出来ているため、折りたたむことはでき

ません。直径 2.4ｍ、高さ 2.8ｍで重さ 800 キロと大変重い。因みに浅草・浅草

寺雷門の提灯の直径は 3.3ｍ、高さ 3.9ｍ、重さ 700㎏と大きく折たたむことが

できるそうである。 

ここ成田山新勝寺のご本尊不動明王は、真言宗の開祖、弘法大師空海が自ら

一刀三礼（ひと彫りごとに三度礼拝する）の祈りを込めて敬刻開眼された尊像

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成田山・大本堂では、この霊験あらたかな御本尊不動明王のご加護で、千年

以上もの間、護摩の火を絶やすことなく、庶民の心願成就を祈願してきました。 

 現在も「成田山のお不動さま」として数多くの人々の信仰を集めています。 

 三重塔、額堂、光明堂、一切経堂、鐘楼、平和の大塔を巡り終え、大本堂に

もどり堂内に入り護摩祈願をいたしました。護摩とは、お不動さまに家内安全

や商売繁昌、心願成就などの願い事を祈る成田山で最もご利益のある祈願です。
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それぞれ、家内安全と自らの健康・長寿などさまざまな願い事を祈願されたも

のと思います。祈願の後、昼食予定 13：00 まで成田山公園、公園内にある書道

美術館を見学し、見識を高めることができました。 

  

 成田屋                   
「成田屋」の屋号で知られている市川團十郎家と成田山新勝寺は、江戸元禄以

来、成田山不動尊信仰の絆で結ばれており、市川宗家一門は節目ごとに成田山

に参詣されています。江戸で人気を博した歌舞伎役者 初代團十郎は子宝に恵ま

れず、父祖以来信仰している成田山に祈願したところ、待望の子ども（二代目

團十郎）を授かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

初代團十郎はこの霊験を大変喜び、成田不動尊にまつわる歌舞伎を上演した

ところ、芝居は大当たり。これを機に「成田屋」の屋号を使うようになりまし

た。團十郎の活躍によって、成田不動は多くの人々に知れ渡り、江戸庶民の間

で成田山参詣が広まったのです。歴史をひも解いていくと、市川團十郎家と成

田山との縁の深さを感じる話が沢山あり、成田山周辺にはゆかりの地がありま

す。 

日本の伝統芸能・文化継承を担う海老蔵さんを通じて、成田の魅力を発信し

ています。「国土安穏・万民豊楽・五穀豊穣・転禍為福」の祈りを込め、恒例の

「特別追儺豆まき式」が厳かにも盛大に執り行われます。 

成田山の節分会では、「鬼は外」とは言わずに「福は内！福は内！」と唱えま

す。これは不動明王の慈悲が大きいので、邪悪な鬼も屈服し改心してしまうか

らで、今年も各界の方々が特別追儺豆まきに参加します。当日は、剣守が 1 回

につき 365体、大豆が 3回で 860kg、殻付落花生が 3回で 400kg 撒かれます。成

田市の成田山新勝寺で豆まき式があり、歌舞伎俳優の市川海老蔵さん（41）と

長女の堀越麗禾（れいか）さん（7）長男の勧玄（かんげん）さん（5）らが「福

は内」の掛け声に合わせて豆をまきました。海老蔵さんは 2020 年 5月に十三代

目市川団十郎を襲名し、勸玄さんは八代目市川新之助を襲名すると発表されて

います。 
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成田山参道 
成田駅（JR 東日本）および京成成田駅（京成電鉄）から成田山新勝寺にかけ

ての地区。このうち、最も大きい参道が表参道であり、京成、JR 成田駅から成

田山新勝寺までの約 1 キロメートルの道の両脇に成田名物の羊羹、地酒、鉄砲

漬、川魚の佃煮、鰻屋、土産物屋やなど約 150 店舗程の店が並びます。人の往

来も多く道幅が狭い為、車道は片側一方通行となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 年には表参道の電線地中化工事が終わり、商店のセットバックによる歩

道幅の拡張やファザードの改築など景観に配慮した街作りが行われ、2005 年表

参道の一部が、国土交通省の平成 17年度都市景観大賞「美しいまちなみ優秀賞」

を受賞しました。  

名物：ウナギ料理 
成田参道に 60 軒ほどある鰻店の中でも人気 10 店の中から創業 300 年の歴史

を持つお店で、女将自らが店頭で呼びかけをしている近江屋で昼食を摂った。 

成田で鰻が名物になったのは、江戸時代のこと。鰻の養殖が盛んになる前から

の長い歴史があります。市川團十郎が帰依して「成田屋」の屋号を用いたこと

から、江戸の人たちの間で成田参詣が大流行し、多くの参詣者をもてなすため

に、成田山の参道沿いには旅籠や料理店が立ち並んで門前町を形成しました。

特に得意としたのが、川魚料理で、成田は利根川や印旛沼など水資源の豊富な

土地で、川魚が豊富に獲れたのです。 
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江戸時代から需要に応える形で発展した鰻の街・成田。現在も成田山参道沿

いには、多くの鰻店が立ち並んでいます。中には江戸時代創業のお店や、旅籠

だった当時の建物をそのまま使ったお店もあります。熟練の職人が選んだ良質

かつ新鮮な鰻に、創業当時からの秘伝のタレを使って調理する。こだわり抜か

れた歴史の味を堪能できること PRされている。 

高価になった国産のウナギ。食べる機会も少なくなったが、成田山名物で力を

付け、次回栃木県日光市での開催が決まったこの会に、また元気で集まって欲

しいものである。  

豚の疾病 ＣＳＦ・ＡＳＦって・・・？ 
母校東京農業大学を卒業し、半世紀が経過している。大学も大きく様変わり

し驚きを隠せない。 

ネットで検索すると、現在、生命・食料・環境・健康・エネルギー・地域創

生を学びのキーワードとして６学部（農学、応用生物科学、生命科学、地域環

境科学、国際食料科学情報、生物産業科学）に学生たちが日々学んでいるとあ

る。私が学んだ学科なく、農学部の４学科の中に動物科学科として畜産が残っ

ている。農学部の使命は、消費者のより健康で豊かな生活に資する農産物の安

定生産のための次世代型農業の追究により新しい農業の発展を目指すとある。 

 現在、千葉県養豚生産者のチェックオフ組織（ナイスポークチバ推進協議会）

の事務局の仕事をしているが、正に大学の掲げる使命とほぼ同じである。しか

し残念ながら、日本の食料自給率は 2018 年カロリーベースで３７％と先進国の

中では最低水準にある。第一次産業である農業は国の食料生産の柱でなければ

ならない。価格の安さで輸入品を買い求める事も判らなくはないが、多少高く

とも国産品を購入すること

も場合によっては必要と考

える。地球環境の変化によ

る自然災害、世界的な人口

増による食糧不足を考える

と、あまりにも輸入食品に 

頼り過ぎる現状が心配であ

る。 
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さて、心配と言えば私の仕事の関係から豚の疾病ＣＳＦ（豚コレラ）とＡＳ

Ｆ（アフリカ豚コレラ）について情報を提供したい。これは、農大ＯＢ，ＯＧ

の皆さんには是非とも知っていて欲しいと思うからである。 

 

 

 

 

 

 

 

2018年 9月、26 年ぶりに岐阜県でＣＳＦが確認された。日本に存在しないウ

イルスによるもので、初動対応に失敗し、中部から関東地方にまで感染が拡大

した。隣国から生きたウイルスが混入され豚肉・豚肉製品が不法に持ち込まれ、

その残さを野生イノシシが食べ、それを介して感染が拡大したものと推測され

ている。 

生産者は、発生当初から野生イノシシが絡んでいるだけに、ワクチン接種を

強く要望したが、当初国は、清浄国でなくなり、豚肉輸出ができなくなること

と、同じ条件となることから汚染国から輸入を求められるなどを理由として、

ワクチン接種には消極的であった。 

しかし、養豚地帯である関東（埼玉県）で発生が確認され、その間１３の府

県でブタとイノシシに感染が広がり、15 万頭以上のブタが殺処分された。現在

発生県と隣県を含め 20都府県でのワクチン接種が決まり、関東では全県接種対

象と決まった。また、生産者は豚コレラ発生とのメデアが流す情報が、人に何

ら害はないにも拘らず起こりうる風評被害対策として、国に対し「豚コレラ」

との名前の変更を強く要望し、ＣＳＦとの呼称となった。近く開催される通常

国会で家畜伝染病予防法の改正に伴い、豚コレラは「豚熱」、アフリカ豚コレラ

は「アフリカ豚熱」に名称が変更されることとなっている。 
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さて、世界の豚飼養頭数は、2017年の統計では、9億 6700万頭でその内 4億

3500 万頭が中国で飼われている。ちなみに日本の飼養頭数は 6,346 万頭と世界

で 17番目にある。 

日本への侵入危機にある厄介な疾病（ＡＳＦ）がもう一つある。もともとア

フリカで確認された疾病で、2007年以降ユーラシア大陸に突如として侵入。2018

年に中国でアジア初の発生が確認され、またたく間に中国全土にまん延し、日

本、台湾を除くアジア全土に広がった。有効なワクチン、治療方法もなく死亡

率が高いことから迅速な診断と摘発淘汰しか対策がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この疾病の侵入は、人、物流の移動、発生国からの豚肉及び豚肉製品の不法

持ち込みが原因と考えられている。中国からの直行便は全国で週約１千便あり、

2018年８月から2019年２月１日までに持ち込まれようとした輸入禁止品の肉製

品は２万 4500 件以上との報告がある。国は空港に探知犬（ビーグル犬）を 53

頭に増やし、水際対策を強化する方針を打ち出してはいるが、畜産が盛んな地

方でさえ未整備の地方国際空港もあり心配である。政府の方針からインバウン

ドを増やすことは理解できるものの、観光地でのあまりにもモラルを欠いた振

る舞いには怒りを覚える。また、故意に空港での不法持ち込みには、持って来

させないための罰則の強化が必要であり、より強く国へ改善を求めている。 

中国などから旅行客が増える旧正月の「春節」の時期に合わせ、各地の空港で

注意喚起キャンペーンを計画。令和 2 年１月２５日成田空港第 2 ターミナルで

実施される。自然災害、豚の疾病被害に暮れた 2019年亥年。2020 年は平穏な一

年であって欲しいものと祈らずにはいられない。 
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卒卒業業ししてて一一年年  

平成 31年 生産環境工学科卒 木 村 龍 太 郎 

私は平成 31年卒業で当時副将兼体連をしておりました、木村龍太郎と申しま

す。この度は、OB として躍進を書かせて頂くことに感謝申し上げます。 

一、自己紹介 

  私は、平成 31年に国土交通省に入省し、今は北海道で平成 30 年 9月 6日に

発生した胆振東部地震で被災した農業用ダムの災害復旧事業を行っています。

仕事は現場を監督しながら工事方針を決め、予算を使っていくことです。(ざっ

くりいうと)今年一年間を振り返ると、大志を抱いて仕事を始めたものの、秋頃

までは、自分の出来ることがなく、上司についていくだけだったので、無力感

を強く感じていました。しかし 12月頃からは来年度の発注に向けて、設計書の

作成を任されたので、少し忙しくさせていただきました。来年はもっとたくさ

ん仕事をしたいです。 

二、所感 

  私が、今まで過ごしてきて大切だなと感じたことを書いていきたいと思いま

す。それは、行動力と人間関係です。一つ目の行動力は受け身にならずに自分

から動いたり、発言をしたりすることです。周りの顔色を窺って何もせずにや

り過ごすのではなく、疑問や意見、不安な点を上司に発信し、一歩一歩間違い

を認識しながら成長することで、組織への貢献度も上がってくると思います。

二つ目の人間関係についてです。若いうちは、周りの人に聞きながらでないと

右も左も分からないですし、歳をとれば今まで身につけた知識があった上で人

を動かすことが重要になります。つまり、いつでも人との関わりが大切です。 

  農大のテニス部に所属していれば、これらの力は養えます。私は学生時代に

経験したことを応用し、これからも頑張ります。 

 

 

社社会会人人ににななっってて  

平成 31年 国際バイオビジネス学科卒  大 川 雪 菜 

 第１１４期硬式庭球部卒部生の大川雪菜です。卒業生代表として、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一年が経過し、テニス中心の毎日から仕事が中心の生

活へと変化しました。今現役時代を思い返すと、仲間と切磋琢磨し合い、好き

なことを好きなだけできる夢のような時間を過ごしてきたと実感します。また

いつでもテニスができる環境があったこと、応援してくださる方がいたことに、

今更ながら感謝しています。当時は、直面している壁を乗り越えることに必死

で、気持ちに余裕がありませんでした。部活から離れ、自分がどれだけ恵まれ
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ていたか少しずつわかってきました。 

 社会人になってから部活、テニスで学んできたことがたくさん活かされてい

ます。目上の人との接し方などの礼儀から、仕事する上でどんなことにでも立

ち向かえる気持ちまで、部活という組織に入っていたこと、テニスというスポ

ーツをやっていたことで自然と身についていたことがたくさんあります。 

 現役の皆さんには、仲間とぶつかり合い、助け合って今しかできないことを

たくさん経験してもらいたいです。悩むことも多くあると思いますが、難しく

考えずに最後まで思いっきりテニスを楽しんでください。試合も練習も楽しめ

た人が一番強いと思います。個々の様々な思いを力に変えて、頑張ってくださ

い。 

 今後も農友会硬式庭球部の益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。 
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ＯＢ会だより  

◎◎活活動動報報告告  ((平平成成三三十十年年))  

４・１４ 春のＯＢ会「コート開き・ＯＢ会総会」 

１２・１５ 秋のＯＢ会「リーグ戦結果報告会と卒部式」 

      ※１０・１３台風により順延開催 

 

◎◎今今年年度度ＯＯＢＢ会会・・現現役役強強化化金金へへごご寄寄付付ををいいたただだいいたた方方（令和２年２月１５日現在） 

 檜垣 宮都（第９代部長） 

 杉本 隆重（第１１代部長） 

 杉山  卓（Ｓ１９卒） 

飯田  勤（Ｓ２８） 

廣瀬 清純（Ｓ３２） 

水澤 辰夫（Ｓ３４） 

水谷  澄（Ｓ３５）  

大矢 四十六（Ｓ４１） 

荒井 規夫（Ｓ４３） 

大瀧 晴夫（Ｓ４３） 

鶴丸 克郎（Ｓ４３） 

滝沢 雄造（Ｓ４９） 

都地 謙二（Ｓ４９） 

原  宏之（Ｓ４９） 

土生津 紀美（Ｓ５４） 

青木 秀樹（Ｓ５６） 

奥田 秀助（Ｓ５９） 

陰山 明典（Ｈ２） 

栗原 信利（Ｈ５） 

大村 知彰（Ｈ９） 

大村 綾香（Ｈ９） 

         （敬称略） 

以上の方々からご寄付がありました。 

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。 

 

42



 

 

 

43 

◎◎ニニュューースス 

１．桧垣宮都先生の叙勲について 

東京農業大学硬式庭球部第９代部長檜垣宮都先生が、平成 30 年に瑞宝小綬章

を叙勲されました。先生は昭和 37年 3月農芸化学科を卒業後、大学院に進み博

士課程を修了。林産化学研究を続けられ、積み重ねられた功績をもとに、今回

叙勲の栄誉となりました。 
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平成 31 年 3 月 23 日、東京新宿のハイアットリージェンシー東京で叙勲祝賀

会（林産化学研究室主催）が開かれ、関係した大勢の人たちが訪れ檜垣先生の

努力と研鑽を称えていました。庭球部からは大矢ＯＢ会会長をはじめ多くの庭

球部ＯＢ・ＯＧが駆け付け叙勲を祝い、さらに大矢会長の掛け声で檜垣先生と

奥様を囲んで写真撮影をするなど、会場は尽きることなく笑い声に包まれ、盛

会のままお開きとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．阿武髙志さんの書籍出版について 

昭和 49年（造園）卒の阿武(あんの)髙志さんの出版処女作『名もなきアスリ

ートへの鎮魂歌』がペンネーム・杏野 崇（あんの たかし）で 3月 17日、幻

冬舎から出版されました。 

「原爆症を抱えながらも甲子園出場を目指して戦った高校生」 

「モスクワ五輪ボイコットにより夢舞台が幻となった大学生ボクサー」 

オリンピックイヤーに贈る、選手の光と闇を描いた一冊です。 

 

 現役時代の阿武さんは、３部(当時は一部 4 校制のため現在の２部相当)昇格

の立役者で、３年の時は関東ベスト１０となる３部２位となった時のポイント
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ゲッターとして頑張っていました。 

今回の出版の売上如何で作家への道が開けるかも知れないとのことで、 

ＯＢ・ＯＧ諸氏の応援を！ 

 

連絡先 

阿武 髙志 

携帯 080-1092-5272 

e-mail t.anno@shirt.ocn.ne.jp 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

◎◎新新入入会会員員（（第第 111144 期期））のの紹紹介介  

木村 龍太郎さん（生産環境工学科） 

山添 友寛さん（国際バイオビジネス学科） 

本間 一喜さん（生産環境工学科） 

宮嵜 友行さん（食料環境経済学科） 

大川 雪菜さん（国際バイオビジネス学科） 

甘利 美咲さん（国際バイオビジネス学科） 

川田 真夕さん（国際バイオビジネス学科） 
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部活動報告 

男男子子  

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（（第第三三部部））  

第一戦 日本体育大学 ９月 4日 東農大コート（1対 8） 

Ｄ１ 一守・大和田（１-６ ２-６）伊藤・上園○ 

 ２ 山下・本間（３-６ ２-６）村井・工藤○ 

 ３○前田・杉畠（６-２ ６-３）渡辺・山中 

Ｓ１ 前田（４-６ ０-４ret）伊藤○ 

 ２ 大里（１-６ ０-６）工藤○ 

 ３ 松尾（０-６ ５-７）上園○ 

 ４ 杉畠（３-６ ４-６）澤岻○ 

 ５ 本間（２-６ １-６）森田○ 

 ６ 山下（７-５ ２-６ ５-７）倉橋○ 

 

第二戦 東京国際大学 ９月 7日 東京国際大コート（1対 8） 

Ｄ１ 山下・本間（３-６ ４-６）野村・桐山○ 

 ２ 一守・大和田（２-６ ３-６）内藤・相原○ 

 ３○前田・杉畠（６-３ ７-６（3））渡辺・田中 

Ｓ１ 大里（２-６ ２-６）野村○ 

 ２ 高野（３-６ １-６）相原○ 

 ３ 杉畠（２-６ ６-４ １-６）桐山○ 

 ４ 松尾（３-６ ２-６）佐藤○ 

 ５ 山下（２-６ ０-６）内藤○ 

 ６ 本間（６-７（5） ３-６）阿部○ 

 

第三戦 東洋学園大学 ９月 10日 東農大コート（4対 5） 

Ｄ１ 一守・大和田（３-６ １-６）小林・西川○ 

 ２○山下・本間（７-６（5） ６-４）神野・岡嶋 

 ３○前田・杉畠（６-４ ６-４）木本・鷲巣 

Ｓ１ 前田（１-６ ３-６）小林○ 

 ２ 大里（４-６ ４-６）山下○ 

 ３ 松尾（４-６ ７-５ ５-７）西川○ 

 ４○杉畠（６-４ ６-２）神野 

 ５ 山下（２-６ ４-６）木本○ 

 ６○本間（６-１ ６-２）鷲巣 
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第四戦 立教大学 ９月１3日 立教大コート（0対 9） 

Ｄ１ 一守・大里（１-６ ０-６）上野・西崎○ 

 ２ 山下・本間（１-６ ６-３ ３-６）保坂・早野○ 

 ３ 前田・杉畠（１-６ ２-６）所司・坂本○ 

Ｓ１ 前田（０-６ ０-６）金子○ 

 ２ 高野（１-６ ４-６）上野○ 

 ３ 杉畠（６-７（２） ２-６）保坂○ 

 ４ 松尾（０-６ ０-６）坂本○ 

 ５ 本間（３-６ ６-４ ０-６）早野○ 

 ６ 山下（２-６ ３-６）所司○ 

  

最終戦 上武大学 9月１７日 東農大コート（４対 5） 

Ｄ１○前田・高野（４-６ ６-４ ７-６（４））金子・高崎 

 ２○山下・本間（６-４ １-６ ７-６（３））阿部・三井 

 ３ 一守・大里（４-６ １-６）松浦・谷口○ 

Ｓ１ 高野（２-６ １-６）三井○ 

 ２ 前田（４-６ ２-６）桑野○ 

 ３ 大里（３-６ ３-６）米田○ 

 ４ 松尾（０-６ ２-６）松浦○ 

 ５○本間（６-３ ６-１）芳賀 

 ６○山下（６-４ １-６ ６-１）小山 

 

入れ替え戦 獨協大学 ９月２1日 東農大コート（5対 4） 

Ｄ１ 一守・大里（５-７ ３-６）粟屋・山上○ 

 ２○山下・本間（６-２ ６-４）新井・前道 

 ３○前田・杉畠（６-１ ６-３）古賀・山岸 

Ｓ１ 前田（５-７ ４-６）新井○ 

 ２ 高野（５-７ ６-２ １-６）前道○ 

 ３○杉畠（６-４ ６-１）飯塚 

 ４○松尾（６-１ ６-４）福島 

 ５○本間（７-５ ６-０）山上 

 ６ 山下（４-６ ３-６）古賀○ 

 

（以上の結果第三部六位） 
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平平成成三三十十年年度度  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 

 一守（４－５（０） ０－４）小清水（慶應義塾大学）〇 

 本間（１－４ ０－４）高清水（法政大学）〇 

 山下（３－５ ０－４）佐藤（専修大学）〇 

 

平平成成三三十十年年度度  関関東東大大学学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（４－０ ４－０）太田（慶應義塾大学） 

〇杉畠（４－１ ４－１）藤井（東洋大学） 

 前田（１－４ ０－４）村田（日本大学）〇 

 高野（０－４ ０－４）金子（上武大学）〇 

 山下（１－４ ３－５）渡辺（東京国際大学）〇 

男子単二次準決勝  

 本間（７-６（３） ２-６ ５-７）奈良部（専修大学）○ 

 杉畠（２-６ ４-６）遠藤（駒澤大学）○ 

男子複一次決勝 

〇本間・山下（１－４ ４－２ １０－８）井内・内田（駒澤大学） 

 大里・一守（４－１ ３－５ ６－１０）門馬・五味（日本大学）〇 

 松尾・青木（２－４ ２－４）井上・清水（中央大学）〇 

 前田・杉畠（０－４ １－４）五味・加藤（日本大学）〇 

男子複二次準決勝  

 山下・本間（１-６ ７-６（２） ２-１０）村田・木村（日本大学）○ 

 

平平成成三三十十年年度度  関関東東大大学学テテニニスス選選手手権権大大会会（（夏夏関関））  

男子単一次決勝 

 山下（０－４ ０－４）濱口（亜細亜大学）〇 

男子単二次準決勝 

 杉畠（４-６ １-６）野田（日本大学）○ 

男子複一次決勝 

〇前田・杉畑（４－１ ４－２）岩崎・山口（法政大学） 

〇本間・山下（１－４ ４－１ １０－７）春山・日置（慶應義塾大学） 

 大里・一守（２‐４ ３－５）坂本・所司（立教大学）〇 

男子複二次準決勝 

 前田・杉畠（０-６ ２-６）萩野・浪瀬（青山学院大学）○ 

 山下・本間（４-６ ３-６）森・蓮見（明治大学）○ 
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女女子子  

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（（第第四四部部））  

第一戦 上武大学 ９月３日 上武大コート（1対 6） 

Ｄ１ 坂田・永田（０-６ １-６）牛尾・川邊○ 

 ２ 永吉・林（６-１ ４-６ ０-６）勝間・松井香奈美○ 

Ｓ１ 齊藤（３-６ ２-６）牛尾○ 

 ２○林（３-６ ６-４ ret）勝間 

 ３ 永吉（４-６ ２-６）松井南美○ 

 ４ 坂田（１-６ ０-６）倉島○ 

 ５ 永田（０-６ ０-６）川邊○ 

  

第二戦 日本女子体育大学 ９月６日 日女体大コート（1対 6） 

Ｄ１ 坂田・永田（０-６ １-６）渋沢・鈴木○ 

 ２○永吉・林（６-１ ５-７ ７-６（６））秋元・中村 

Ｓ１ 林（２-６ ４-６）鈴木○ 

 ２ 齊藤（０-６ ０-６）三間○ 

 ３ 坂田（０-６ １-６）渋沢○ 

 ４ 永吉（６-１ ３-６ ２-６）中村○ 

 ５ 永田（０-６ １-６）白井○ 

  

第三戦 学習院大学 ９月９日 学習院大コート（1対 6） 

Ｄ１ 坂田・永田（０-６ ０-６）中原・川原○ 

 ２ 永吉・林（２-６ ４-６）八田・渋谷○ 

Ｓ１ 齊藤（０-６ ０-６）川原○ 

 ２○永吉（６-１ ７-６（５））内田 

 ３ 林（２-６ １-６）八田○ 

 ４ 永田（１-６ ０-６）渋谷○ 

 ５ 坂田（１-６ １-６）中原○ 

  

第四戦 東洋大学 ９月１２日 東農大コート（1対 6） 

Ｄ１ 永吉・林（１-６ ２-６）塚越・高木○ 

 ２ 坂田・永田（０-６ ０-６）丸山・飯田○ 

Ｓ１ 齊藤（０-６ ０-６）丸山○ 

 ２○林（６-１ ６-２）田幡 

 ３ 坂田（０-６ ０-６）塚越○ 

 ４ 永吉（０-６ ０-６）高木○ 
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 ５ 永田（０-６ ０-６）飯田○ 

  

第五戦 順天堂大学 ９月１５日 東農大コート（2対 5） 

Ｄ１ 坂田・永田（１-６ ０-６）鈴木・島村○ 

 ２○永吉・林（６-１ ７-５）関・天羽 

Ｓ１ 齊藤（０-６ ０-６）関○ 

 ２○林（６-２ ６-０）天羽 

 ３ 永吉（２-６ １-６）鈴木○ 

 ４ 永田（１-６ ０-６）島村○ 

 ５ 坂田（２-６ ４-６）秋月○ 

  

入れ替え戦 東京経済大学 ９月２２日 東農大コート（3対 4） 

Ｄ１○永吉・林（６-４ ４-６ ６-１）大塚・岡本 

 ２ 坂田・永吉（３-６ ２-６）井上・吉光○ 

Ｓ１ 林（６-２ ２-６ ４-６）岡本○ 

 ２○永吉（６-４ ６-２）井上 

 ３ 坂田（５-７ ２-６）吉光○ 

 ４ 永田（４-６ ０-６）大塚○ 

 ５○田邉（w.o.） 

                                          （以上の結果第五部二位） 

  

平平成成三三十十一一年年度度  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））  

女子単一次決勝 

〇永吉（５－３ ５－３）武田（國學院大学） 

 林（３－５ ４－５（６））齋須（日本大学）〇 

女子単二次準決勝 

 永吉（３－６ １－６）山本（慶応義塾大学）〇 

女子複一次決勝 

 林・永吉（３－５ ４－２ ９－１１）武田・田形（國學院大学）〇 

 

令令和和元元年年度度  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 

林 (１－４  ２－４) 日野 (日体大学) 〇 

永吉 (４－２  １－４  ７－１０) 鈴木 (国士舘大学) 〇 

齊藤 (０－４ ０－４) 渡邉 (筑波大学）〇 

永田 (０－４  １－４) 川村 (亜細亜大学) 〇 

50



 

 

 

51 

女子複一次決勝 

林・永吉（１－４ １－４)  上田・田上 (日本体育大) 〇 

 

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

女子単一次決勝 

〇永吉（４－０ ４－０）松塚（国際基督教大学） 

林 (２－４ １－４) 相川 (立教大学) 〇 

齊藤 (１－４ １－４ ) 反田 (慶應義塾大学) 〇 

女子単二次準決勝 

〇永吉（w.o.）黒須（慶応義塾大学） 

女子単二次決勝 

永吉（２－６ ２－６）永瀬（山梨学院大学）〇 

女子複一次決勝 

〇林・永吉 (４－２  ３－５  １０－８) 山本・平形 (東洋英和女学院大学)  

女子複二次準決勝 

林・永吉（１－６ ２－６）幸田・副島（専修大学）〇 
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さらば先輩 

 

一守 純輝（国際バイオビジネス学科） 

全てが大きすぎます！進撃のジェネキ 

 

大里 黎（国際バイオビジネス学科）  

自称「齋藤飛鳥の奴隷」 

 

高野 馨次（国際農業開発学科）  

迷子になったモアイ像 

 

前田 大輝（森林総合科学科）  

友達がいない、まいばす店長 

 

松尾 圭都（国際バイオビジネス学科）  

チリチリ頭、コラ画像に使われがち 

 

永吉 舞香（国際バイオビジネス学科） 

 笑顔が眩しすぎて見えない！どこ！舞ちゃん！ 

 

林 和（国際バイオビジネス学科）  

泣き声が聞こえたらそこにはいつも和がいる（ぴえん） 
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平平成成 3311年年度度関関東東大大学学テテニニススリリーーググ  

男男子子順順位位表表  

第第 11部部  11位位  早早稲稲田田大大学学  22位位  慶慶応応義義塾塾大大学学  33位位  法法政政大大学学  

44位位  中中央央大大学学  55位位  明明治治大大学学  66位位  亜亜細細亜亜大大学学  

第第 22部部  11位位  駒駒沢沢大大学学    22位位  青青山山学学院院大大学学  33位位  東東海海大大学学  

44位位  日日本本大大学学  55位位  専専修修大大学学  ６６位位  筑筑波波大大学学  

第第 33部部  11位位  日日本本体体育育大大学学  22位位  立立教教大大学学  33位位  東東京京国国際際大大学学  

44位位  上上武武大大学学  55位位  東東洋洋学学園園大大学学  66位位  東東京京農農業業大大学学  

第第 44部部  11位位  成成蹊蹊大大学学  22位位  成成城城大大学学  33位位  東東京京大大学学  

44位位  国国士士舘舘大大学学  55位位  獨獨協協大大学学  66位位  東東京京理理科科大大学学  

第第 55部部  11位位  帝帝京京大大学学  22位位  明明治治学学院院大大学学  33位位  東東京京学学芸芸大大学学  

44位位  横横浜浜国国立立大大学学  55位位  関関東東学学院院大大学学  66位位  千千葉葉大大学学  

第第 66部部  11位位  順順天天堂堂大大学学  22位位  学学習習院院大大学学  33位位  東東洋洋大大学学  

44位位  千千葉葉商商科科大大学学  55位位  横横浜浜市市立立大大学学  66位位  東東京京工工業業大大学学  

第第 77部部  ①① 玉玉川川大大学学  ②② 芝芝浦浦工工業業大大学学  ③③ 神神奈奈川川大大学学  

④④ 東東京京経経済済大大学学  ⑤⑤ 一一橋橋大大学学  ⑥⑥ 國國學學院院大大学学  

⑦⑦ 上上智智大大学学  ⑧⑧ 埼埼玉玉大大学学  ⑨⑨ 大大東東文文化化大大学学  

⑩⑩ 首首都都大大学学東東京京              ⑪⑪ 高高崎崎経経済済大大学学  ⑫⑫ 明明海海大大学学  

⑬⑬ 山山梨梨東東京京  ⑭⑭ 神神奈奈川川工工科科大大学学  ⑮⑮ 創創価価大大学学  

⑯⑯ 電電気気通通信信大大学学  城城西西国国際際大大学学  共共栄栄大大学学  

桜桜美美林林大大学学  文文教教大大学学  東東京京電電気気大大学学  

東東京京工工科科大大学学  白白鵬鵬大大学学  麗麗澤澤大大学学  

明明星星大大学学  武武蔵蔵野野大大学学  山山梨梨学学院院大大学学  

都都留留文文科科大大学学  東東京京農農工工大大学学  宇宇都都宮宮大大学学  

国国際際基基督督教教大大学学  流流通通経経済済大大学学  拓拓殖殖大大学学  

高高千千穂穂大大学学  武武蔵蔵野野大大学学  東東京京外外国国語語大大学学  

千千葉葉工工業業大大学学  茨茨城城大大学学  工工学学院院大大学学  

群群馬馬大大学学  武武蔵蔵大大学学  駿駿河河台台大大学学  

敬敬愛愛大大学学  東東京京都都市市大大学学    
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女女子子順順位位表表  

第第１１部部  11位位  筑筑波波大大学学  22位位  慶慶応応義義塾塾大大学学  33位位  早早稲稲田田大大学学  

44位位  明明治治大大学学  55位位  亜亜細細亜亜大大学学  66位位  山山梨梨学学院院大大学学  

第第２２部部  11位位  駒駒沢沢大大学学  22位位  専専修修大大学学  33位位  法法政政大大学学  

44位位  立立教教大大学学  55位位  東東京京国国際際大大学学  66位位  日日本本大大学学  

第第３３部部  11位位  日日本本体体育育大大学学  22位位  青青山山学学院院大大学学  33位位  東東洋洋学学園園大大学学  

44位位  東東海海大大学学  55位位  東東洋洋英英和和女女学学院院大大学学  66位位  東東京京女女子子体体育育大大学学  

第第４４部部  11位位  上上武武大大学学  22位位  東東洋洋大大学学  33位位  日日本本女女子子体体育育大大学学  

44位位  学学習習院院大大学学  55位位  聖聖心心女女子子大大学学  66位位  東東京京経経済済大大学学  

第第５５部部  ①① 順順天天堂堂大大学学  ②② 東東京京農農業業大大学学  ③③ 東東京京学学芸芸大大学学  

    ④④  上上智智大大学学  ⑤⑤  一一橋橋大大学学  ⑥⑥  東東京京大大学学  

    ⑦⑦  成成蹊蹊大大学学  ⑧⑧  國國學學院院大大学学  ⑨⑨  日日本本女女子子大大学学  

    ⑩⑩  明明治治学学院院大大学学  ⑪⑪  明明海海大大学学  ⑫⑫  横横浜浜市市立立大大学学  

    ⑬⑬  東東京京理理科科大大学学  ⑭⑭  文文教教大大学学  ⑮⑮  成成城城大大学学  

    ⑯⑯  千千葉葉大大学学  高高崎崎経経済済大大学学  駿駿河河台台大大学学  

      鶴鶴見見大大学学  武武蔵蔵大大学学  玉玉川川大大学学  

大大東東文文化化大大学学  明明星星大大学学  茨茨城城大大学学  

創創価価大大学学  首首都都大大学学東東京京大大学学  国国際際基基督督教教大大学学  

白白鴎鴎大大学学  神神奈奈川川大大学学  横横浜浜国国立立大大学学  

埼埼玉玉大大学学  おお茶茶のの水水女女子子大大学学  山山梨梨大大学学  

東東京京女女子子大大学学  敬敬愛愛大大学学  昭昭和和女女子子大大学学  

国国士士舘舘大大学学  宇宇都都宮宮大大学学    
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編編  集集  後後  記記  

 

 ２０２０年は東京オリンピック・パラリンピックが開かれる。世界中からト

ップレベルのアスリートが集結し、凌ぎを削る様は、スポーツに青春を捧げた、

あるいは捧げている我々の心に、どれほどの刺激を与えてくれるだろうか、楽

しみでならない。 

 一方で、この一大イベントを平和の中で終えるために、裏方で努力をされて

いる方がどれほどいるか、農大テニス部を４年間やり通した我々には、やはり

想像できるだろう。そんな奥行きまで含めて、大会を観たい。 

  

今年も躍進を発刊できることを嬉しく思います。編集委員長として、皆様よ

り一足先に、現役一人ひとりの寄稿を読ませていただいきました。今回も幸せ

な気持ちになりました。オリンピック・パラリンピックだけでなく、学生たち

の真剣勝負も観に行きましょうか。 
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