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20年を超えて－前へ 

 

浦和むつみクラブ・浦和むつみジュニア 

会長  柴崎 充朗 

4 月 14 日の前震、16 日の本震と続き、未だ収束をみない熊本地震。被災された方々に

心からお見舞い申し上げます。一刻も早い復興を願いながら、私達も復興の手助けが少しでも

出来ればと思っています。 

さて、1996 年 5 月に呱呱の声をあげた「浦和むつみソフトテニス・スポーツ少年団」は多方

面の方々のご尽力ご協力のもと創立 20周年を迎えることになりました。 

5 年間の基礎固めの時から次第に活動の場を広げて、成長・発展を遂げてきました。団内

活動をはじめ、スポ少大会、小学連の大会にも積極的に参加してきました。その間卒団生（小

学生）も 190 名を超え、10 年前からは中学生も共に活動しています。「誠実であれ！」の旗印

のもとソフトテニスというスポーツを通して、礼儀、信頼、協調、それに自立という大切なものを身

につけていっています。大会実績の面でも、一昨年には全国小学生大会にも出場し、中学生

では U-14 に選出され、高校生は関東、インターハイにも出場を果たし、大学や社会人で活躍

する人材を輩出しています。団の基本的方向（スポーツも学習も）は確立し、成果をあげている

と自負しています。 

しかし、何事も順風満帆とばかりは言えません。団員数はこのところ30名前後を推移していま

す。一時期は 50 数名を擁していました。少子化の影響とばかりは言えないと思います。私達も

いろいろな手段・方法を通じてソフトテニスの魅力を伝えようと積極的に努力をしています。その

結果、今年 1 月から 10 名程を迎えることが出来ました。しかしまだまだ不充分です。日連を先

頭に大所・高所から積極的に魅力を伝える努力（マスコミ等への働きかけ、指導者育成等）を

するべきだと思います。 

困難な状況はありますが、これからも、団員、保護者、指導者が協力しながら、明るく楽しい

活動を続けて参りたいと思っています。 

これからも東浦和中学校当局や、多方面の方々のご支援をお願いいたしますとともに、皆

様のご健勝とご多幸をお祈りして挨拶といたします。 

 

  

挨拶 
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「むつみジュニア」への思い！ 

第 14期会長   熊谷 知恵子 

浦和むつみジュニア創立 20周年おめでとうございます。 

御縁があって長男がむつみジュニアに入団し、その影響で妹達 2 人もテニスを始める事とな

り 11年間という長い期間御世話になりました。 

「誠実であれ」の精神のもと、むつみジュニアで過ごした時間は、子どもたちを一選手としてだ

けではなく一人の人間として大きく成長させていただき、とても貴重な時間だった様に思います。

これもひとえに、柴崎先生をはじめ指導者の方々の熱心で時に厳しいご指導のおかげだと感謝

しております。 

また私自身も父母の会のお手伝いをさせていただき、日々の練習はもちろん夏合宿への参

加、数々の大会への同行など、泣いたり笑ったりと子どもたちとともにむつみジュニアの活動を

楽しむ事ができ、貴重な経験をさせていただきました。 

これからも陰ながら、子どもたちのさらなる活躍を見守り続けたいと思います。 

今後のむつみジュニアの益々のご発展と、柴崎先生、指導者の皆様のご健康とご多幸をお

祈り申し上げます。 

 

飛躍を期待します 

法政大学法学部４年在学 

第 11期生   溝井 大斗 

浦和むつみジュニア創立 20周年、おめでとうございます。 

私がソフトテニスというスポーツに出会ったのは、小学 2 年生の時でした。ソフトテニスを始め

た当初は、ボールを打つことより、ボールを拾うことに夢中になっていたこともあり、ジュニアのころ

は、とても足腰が鍛えられました。また、柴崎先生をはじめとするコーチ陣の指導の中には、ソフ

トテニスに関することだけではなく、人として人間性を高めてくださる内容も多くあり、私自身、とても

成長できたと感じています。そして、現在、就職活動をする中でも、ジュニアでの経験がとても活

かされています。 

むつみには、夏休みや年末年始にしか行けていないですが、行く度に小学生の皆さんが一

生懸命に練習している姿を見て、私が元気をもらっています。 

これからも、多くの小学生がむつみジュニアに入団し、ソフトテニスを好きになって、長く続けて

ほしいと思っています。 

 

祝辞 
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13年目の学習効果 

第 13期・16期・21期保護者兼コーチ 

新保 一成 

浦和むつみジュニアが創立 20 周年を迎えましたことを心からお喜び申し上げるとともに、

20年の長きにわたりご尽力いただいている柴崎先生をはじめとする指導者のみなさまに感謝

の意を表する次第です。 

わが家におきましては、長男の一磨が小学 2 年生のときに入団して以来、二男の卓樹、

三男の結也が小学 1年生のときから、この 13年間途切れることなくお世話になっております。

長男の入団と同時に私も指導者のひとりとしてむつみジュニアに携わるようになりました。練習

の時には親子という関係にとらわれないように心がけてきたつもりでしたが、大会となるとコント

ロールが効かず、子どもたちは辛い思いをしたのではないかと、13 年が経ってようやく学習効

果が顕れてきた今日このごろであります。 

長男と二男は卒団後も高校、大学で選手として精進を続けています。一方で学校を卒

業した後には、それまで以上に長い将来が待ち受けています。とても不確実な将来ではあり

ますが、ソフトテニスのみならず、中学、高校、大学のそれぞれの段階でさまざまな経験を通

して基礎力を積み上げ、自分たちの未来をより豊かなものにしていくことを期待しています。小

学校の 6年間の長い時間をむつみジュニアで過ごした経験は、その礎になるものと信じており

ます。 

これからもむつみジュニアから未来を先導する多くの若者が輩出されていくことを願っており

ます。 
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1996年（平成8年） 

 4月23日 発足に伴う勧誘文書配布  

 5月25日 第1回練習日 9:00～ 
29名（男子2名、女子27名） 参加 

「前夜突如の落雷だったが、今日は一転して快晴。 

むつみジュニアの発足を祝うかのよう。」と柴崎は記す。 

東浦和中学校 

 6月30日 育成母集団結成総会 
規約、役員決定、会長に杉山容子さん就任。 

東浦和中学校体育館 

 10月10日 市民体育祭に参加 駒場競技場 

    

1997年（平成9年） 

 3月 8日 第1回卒団を祝う会 （以降、毎年実施） 不二駒会館 

 3月 9日 浦和市スポ少創立30周年式典参加 
ソフトテニス実技披露 

駒場体育館 

    

2002年（平成14年） 

 4月 県小学生ソフトテニス連盟に加盟  

 6月23日 第1回市スポ少部会大会 堀崎公園 

 7月20日 第1回文化事業 
まさきえみ子自作朗読 

渡辺啓明氏語り人形芝居 

プラザイースト 

 8月23～25日 第1回夏季合宿  団員21名 保護者7名参加 （以降、毎年実施） 群馬県片品村 

    

2003年（平成15年） 

 7月12～13日 関東ジュニアソフトテニス大会に出場  ★関東大会初出場 
低学年男子の部 溝井・荒木ペア 

県営大宮第2公園 

    

2005年（平成17年） 

 4月29日 創立10年記念事業  

  

 
 8月 新団旗「誠実であれ！」完成  

  

 
    

2006年（平成18年） 

 5月21日 創立10周年を祝う会 東浦和中 

  

むつみジュニアの歩み 
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2008年（平成20年） 

 1月 6日 第1回初打ち（新形式） 115名参加 （以降、毎年実施） 東浦和中 

    

2010年（平成22年） 

 8月13～15日 第9回夏季合宿（第1回小中合同合宿） 
団員小学生26名 中学生12名 保護者6名 指導者10名参加 

群馬県片品村 

    

2011年（平成23年） 

 5月 7日 創立15周年記念行事・式典 プラザイースト 

  

 

 5月21日 創立15周年記念ソフトテニス交流会開催 記念総合体育館（（桜区） 

    

2013年（平成25年） 

 1月13日 柴崎先生 日本ソフトテニス連盟「ジュニア指導者表彰」受賞 

  

  

    

2015年（平成27年） 

 3月29～31日 全国小学生ソフトテニス大会に出場  ★全国大会初出場 
ダブルス5年生の部 久住・小林ペア 

千葉県白子町 

  

 

★むつみ初の快挙！ 

 

 

 

 

 

 

 12月19日 柴崎先生 埼玉県スポーツ少年団表彰受賞   

    

2016年（平成28年） 

 5月21日 創立20周年記念行事・式典 プラザイースト 
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2003年（平成15年） 
 7月12～13日 関東小学生選手権大会 （県営大宮第2公園） 低学年男子 溝井・荒木  出場 

 12月23日 市ジュニア研修大会 （県営大宮第2公園） 低学年男子 溝井・荒木  優勝 

      

2007年（平成19年） 
 11月11日 市ジュニア研修大会 （天沼） 高学年女子 岩井・町田 3位 

      

2008年（平成20年） 
 6月 8日 市スポ少部会大会 （堀崎公園） 高学年男子 新保(一)・溝井 優勝 

★4年生からの3連覇達成! 

 7月 5日 関東小学生選手権大会 （群馬県前橋市） 低学年男子 新保(卓)・花田 出場 

 11月 9日 市ジュニア研修大会 （天沼） 低学年女子 小林・新田 優勝 

低学年男子 新保(卓)・花田 2位 

低学年男子 尾上・小倉 3位 

      

2009年（平成21年） 
 5月31日 県ジュニア研修大会 （熊谷ドーム） 低学年男子 新保・小倉  3位 

★関東大会出場決定 

 6月 8日 市スポ少部会大会 （堀崎公園） 高学年女子 今井 優勝 
★3年生からの4連覇達成! 

 7月 4日 関東小学生選手権大会 （山梨県甲府市） 低学年男子 新保・小倉 ベスト8 

 8月15日 スポ少中央大会 中学生 （熊谷さくら運動公園） 中学1年男子 山田・上村 2位 

中学3年男子 溝井・篠原 2位 

 10月18日 県ジュニア研修大会 （熊谷ドーム） 低学年男子 団体戦 3位 

 11月 8日 市ジュニア研修大会 （天沼） 低学年女子 熊谷・村田 優勝 

高学年女子 今井・金田 2位 

      

2010年（平成22年） 
 6月 6日 市スポ少部会大会 （堀崎公園） 低学年男子 小倉・山本 3位 

低学年男子 尾上・高須 3位 

低学年女子 熊谷・小峰 優勝 

高学年男子 新保・花田 2位 

高学年女子 小林・新田 2位 

 8月28日 スポ少中央大会 中学生 （熊谷さくら運動公園） 中学1年男子 (岩槻)・水元 2位 

中学1年男子 髙林(風)・新藤 3位 

中学1年女子 熊谷・柴崎 3位 

中学2年男子 新保・溝井 優勝 

中学2年男子 山田・上村 3位 

 11月 7日 市ジュニア研修大会 （天沼） 低学年男子 山本・高須 3位 

      

2011年（平成23年） 
 6月 5日 市スポ少部会大会 （堀崎公園） 低学年男子 尾上・小林 優勝 

低学年男子 上村・早船 3位 

低学年女子 野田・小林 3位 

高学年男子 新保・髙野 優勝 

高学年男子 小倉・山本 2位 

高学年女子 岡田・中村 3位 

高学年女子 小林・熊谷 3位 

 8月27日 スポ少中央大会 中学生 （熊谷さくら運動公園） 中学3年男子 新保・溝井 優勝 

中学2年女子 今井・金田 優勝 

中学1年女子 小林・藤原 2位 

中学1年女子 南村・新田 3位 

 10月15日 県ジュニア研修大会 （熊谷ドーム） 低学年男子 団体戦 優勝 

  

主な大会の記録 
 

 

 

関東大会 

関東大会 

関東大会 
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2012年（平成24年） 
 11月 4日 市ジュニア研修大会 （天沼） 低学年男子 久住・小林 3位 

高学年男子 小倉・山本 2位 

      

2013年（平成25年） 
 6月 2日 県ジュニア研修大会 （熊谷ドーム） 低学年男子 久住・小林 3位 

★関東大会出場決定 

 7月 6日 関東小学生選手権大会 （栃木県足利市） 低学年男子 久住・小林 出場 

 7月20日 市スポ少部会大会 （堀崎公園） 低学年男子 久住・小林 優勝 

 低学年男子 二戸・土方 3位 

 低学年女子 石塚・早船 優勝 

 高学年男子 尾上・沼沢 優勝 

 高学年男子 早船・上村 3位 

 高学年男子 新保・金子 3位 

 高学年女子 野田・鳥海 2位 

 8月17日 スポ少中央大会 中学生 （熊谷さくら運動公園） 中3男子 花田・尾上 3位 

 中3女子 小林・藤原 2位 

 10月19～31日 県ジュニア研修大会 （熊谷ドーム） 低学年男子 団体戦 3位 

 高学年男子 団体戦（Cチーム） 3位 

 11月 4日 市ジュニア研修大会 （天沼） 高学年男子 尾上・（わかくさ） 2位 

      

2014年（平成26年） 
 6月22日 市スポ少部会大会 （堀崎公園） 低学年男子 新藤・新保 2位 

低学年女子 大久保・三橋 優勝 

低学年女子 稲垣・齋藤 2位 

低学年女子 加藤・瀬田 3位 

高学年男子 久住・金子 優勝 

高学年男子 小林・二戸 3位 

高学年女子 早船・石塚 2位 

10月11～12日 県ジュニア研修大会 （行田市総合公園） 低学年女子 団体戦 3位 

11月 2日 市ジュニア研修大会 （天沼） 低学年女子 大久保・三橋 2位 

高学年男子 久住・金子 2位 

11月24日 全国小学生大会予選会 （熊谷さくら運動公園） 高学年男子 久住・小林 3位 

★全国大会出場決定（むつみ初！） 

      

2015年（平成27年） 
 3月29～31日 全国小学生大会 （千葉県白子町） 

 ★むつみ初の全国大会出場 

高学年男子 久住・小林 出場 

 5月 4日 全日本小学生選手権大会予選会 

（川口青木公園） 

高学年男子 久住・小林 ベスト8  

 ★関東大会出場決定 

6月21日 市スポ少部会大会 （岩槻文化公園） 低学年男子 杉野・藤井 優勝 

低学年女子 大久保・齋藤 優勝 

高学年男子 久住・小林 優勝 

高学年女子 早船・石塚 3位 

7月4～5日 関東小学生選手権大会（千葉県白子町） 高学年男子 久住・小林 出場 

8月15日 スポ少中央大会 中学生 （熊谷さくら運動公園） 中学2年男子 尾上・早船 優勝 

中学3年男子 石塚・大久保 3位 

11月 3日 市ジュニア研修大会 （天沼） 低学年男子 杉野・藤井 2位 

低学年女子 大久保・齋藤 3位 

高学年男子 久住・小林 3位 

      

2016年（平成28年） 
 5月 3日 全日本小学生選手権大会予選会 

（川口青木公園） 

高学年女子 三橋・(わかくさ) 6位 

 ★関東大会出場決定 

 

  

全国大会 

関東大会 

関東大会 
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（2016年 5月 7日現在） 

高校 
 

 須田 光紫 川越東高 2007年度 関東大会県予選 個人2位、団体3位 

 インターハイ県予選 団体優勝 

 全日本選手権大会県予選 個人3位 

 関東大会 個人・団体戦に出場 

 インターハイ 個人・団体戦に出場 

 全日本選手権大会 個人戦に出場 

 今井 佑紀 上尾高 2009年度 関東大会 個人戦に出場 

 熊谷 拓也 上尾高 2012年度 関東大会 個人戦に出場 

 新保 一磨 松山高 2014年度 関東大会県予選 個人優勝、団体3位 

 インターハイ県予選 個人2位 

 関東大会 個人戦に出場・団体5位 

 インターハイ 個人ベスト32 

 ハイスクールジャパンカップ 個人戦に出場 

 国民体育大会少年男子 団体戦に出場 

 山田 達義 武蔵越生高 2014年度 関東大会 個人戦に出場 

 上村 起生 熊谷高 2013年度 新人戦県大会 個人2位 

 2014年度 関東大会 個人戦に出場 

 溝井 友貴 川越東高 2014年度 関東大会県予選 団体優勝 

 関東大会 団体5位 

 今井 沙紀 上尾高 2014年度 関東大会県予選 団体3位 

 関東大会 個人・団体戦に出場 

 2015年度 関東大会県予選 団体優勝 

 関東大会 個人・団体戦に出場 

 インターハイ 個人戦に出場 

 高林 風馬 豊南高 2015年度 関東大会 個人戦に出場 

 國分 明子 千代田女学園高 2015年度 関東大会 個人戦に出場 

 新保 卓樹 松山高 2016年度 関東大会県予選 個人ベスト16 ★関東大会出場決定 

 小林 千尋 上尾高 2016年度 関東大会県予選 個人ベスト20 ★関東大会出場決定 

 

中学校 
 

 新保 卓樹 桶川中 2013年度 県南選手権 個人2位 

 関東大会 個人戦に出場 

 U-14男子選考Step-2(県)※ Step-3※へ推薦 

 U-14男子選考Step-3(関東)※ 参加 

 小倉 輝 芝中 2014年度 学校総合体育大会 個人3位 

 関東大会 個人ベスト8 

 全国中学生大会 個人ベスト16 

 新人戦県大会 個人優勝 

 U-14男子選考Step-2(県)※ Step-3※へ推薦 

 U-14男子選考Step-3(関東)※ Step-4※へ推薦 

 U-14男子選考Step-4(全国)※ 全日本U-14代表メンバー 

 2015年度 県南選手権 個人2位 

 学校総合体育大会 個人優勝、団体優勝 

 関東大会 個人優勝、団体ベスト8 

 全国中学生大会 個人ベスト8 

 U-17男子選考Step-2(県)※ Step-3※へ推薦 

 U-17男子選考Step-3(関東)※ 参加 

 尾上 徹平 大原中 2015年度 U-14男子選考Step-2(県)※ Step-3※へ推薦 

 U-14男子選考Step-3(関東)※ 参加 
 

※ Step = ソフトテニス競技者育成プログラム 

Step-1=各市町村地域  Step-2=各都道府県  Step-3=全国8ブロック  Step-4=全日本U-14,U-17,U-20選考会 

  

卒団生の活躍 
 

 

 

★むつみ卒団生初の全日本代表 

U-14) 
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■練習 

  
いつもの東浦和中学校テニスコート 

 
 

■大会 

  
団体戦 少年団綱領斉唱 

   
声かけあって  必死にボールに食らいつく 

  
みんながんばりました 【中学部】 
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■夏合宿 in 尾瀬片品村 

  
先生、コーチの熱心な指導にみんな真剣 

  
大自然の中のコートで気持ちよく練習 合宿恒例の宿までランニング 

   
お楽しみの川遊び 先生も楽しそう 

  
スイカおいしい～ 練習の後の夕食は特別おいしいです 
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■初打ち 

 
今年もよろしくお願いします 

  
親子対決、「子どもには負けられません」 親子で仲良くペア戦 

 
  

  
卒団生も成長した姿を見せに来てくれます お昼はとん汁「どれがおいしいかな？」 
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■卒団式 

  
柴崎先生から色紙と詩集のプレゼント お世話になった先輩に「ありがとう」 

  
コーチから歌のプレゼント みんなで一緒に昼食 

  
アトラクション恒例のテニスボール入れ 最後はテニスラケット花道でお見送り 

【中学部】卒団を祝う会 

  
ちょっと大人の雰囲気 先生からお祝いの色紙と本をプレゼント 
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第 16～第 20期卒団生、在団生 
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第 16期生(2011年度卒団) 

 
名前 よみがな 卒業校  名前 よみがな 卒業校 

小島 啓幸 こじま ひろゆき 木崎小  備藤 彬人 びとう あきと 野田小 

新保 卓樹 しんぽ つなき 朝日小  岡田 千夏 おかだ ちなつ 向小 

仙澤 諒也 せんざわ りょうや 尾間木小  小林 あつ美 こばやし あつみ 中尾小 

髙野 綾太 たかの りょうた 尾間木小  里村 怜奈 さとむら れいな 中尾小 

高林 晏志 たかばやし あんじ 中尾小  外山 温菜 とやま はるな 木崎小 

田中 優大 たなか ゆうた 南浦和小  中村 愛乃音 なかむら まのん 大牧小 

第 17期生(2012年度卒団) 

 
名前 よみがな 卒業校  名前 よみがな 卒業校 

穐田 礼生 あきた れき 南浦和小  前山 功輔 まえやま こうすけ 木崎小 

石塚 洋多 いしづか ようた 南浦和小  山本 大貴 やまもと だいき 中尾小 

大久保 温人 おおくぼ あつひと 三室小  熊谷 菜緒 くまがい なお 尾間木小 

小倉 輝 おぐら ひかる 大宮北小  小峰 愛菜 こみね あいな 尾間木小 

高須 稜也 たかす りょうや 戸塚北小  佐野 桃花 さの ももか 尾間木小 

本間 義章 ほんま よしあき 仲本小  能勢 梨花 のせ りか 南浦和小 
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第 18期生(2013年度卒団) 

 
名前 よみがな 卒業校  名前 よみがな 卒業校 

尾上 徹平 おのえ てっぺい 上木崎小  蒲倉 杏美 かまくら あみ 神根小 

上村 展矢 かみむら ひろや 上木崎小  鳥海 璃花子 とりうみ りかこ 針ヶ谷小 

下田 晋也 しもだ しんや 南浦和小  西浦 香織 にしうら かおり 高砂小 

沼沢 良太 ぬまざわ りょうた 高砂小  野田 天音 のだ あまね 道祖土小 

早船 朝陽 はやふね あさひ 上木崎小  樋口 やよい ひぐち やよい 針ヶ谷小 

 

第 19期生(2014年度卒団) 

 
名前 よみがな 卒業校  名前 よみがな 卒業校 

金子 暉 かねこ ひかる 尾間木小  鈴木 琴美 すずき ことみ 栄和小 

瀬田 勇輝 せた ゆうき 中尾小  能勢 柚実 のせ ゆみ 南浦和小 
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第 20期生(2015年度卒団) 

 
名前 よみがな 卒業校  名前 よみがな 卒業校 

久住 颯希 くすみ いぶき 三室小  五味川 咲月 ごみかわ さつき 尾間木小 

小林 達也 こばやし たつや 上木崎小  早船 詩織 はやふね しおり 上木崎小 

二戸 大海 にと ひろみ 野田小  堀口 彩香 ほりぐち あやか 尾間木小 

高根 碧斗 たかね きよと 上木崎小  渡辺 はるか わたなべ はるか 高砂小 

石塚 由真 いしづか ゆま 南浦和小  細谷 愛美 ほそや まなみ 田島小 
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在 団 生  
                                                    

 

 

学

年 
名前 よみがな 学校名  

学

年 
名前 よみがな 学校名 

6 新藤 理久 しんどう りく 中尾小  5 髙野 葉介 たかの ようすけ 中尾小 

6 新保 結也 しんぽ ゆうや 朝日小  5 小林 未奈 こばやし みな 原山小 

6 稲垣 陽 いながき はる 中尾小  4 藤井 陽生 ふじい はるき 中尾小 

6 三橋 さくら みつはし さくら 原山小  3 吉田 鈴 よしだ りん 土合小 

6 瀬田 瑞姫 せた みずき 中尾小  3 荻原 潤 おぎはら じゅん 大東小 

6 筒井 達哉 つつい たつや 中尾小  3 小宮山 翔天 こみやま しょうま 中尾小 

6 栗本 祥太 くりもと しょうた 大谷場東小  3 牧本 陽毬 まきもと ひまり 木崎小 

6 森谷 駿 もりや しゅん 針ヶ谷小  2 梅原 くるみ うめはら くるみ 針ヶ谷小 

6 梅原 涼太 うめはら りょうた 針ヶ谷小  1 藤井 俊輔 ふじい しゅんすけ 中尾小 

6 高橋 源輝 たかはし げんき 針ヶ谷小  1 藤井 達也 ふじい たつや 中尾小 

5 大久保 真衣 おおくぼ まい 三室小  1 布目 大輝 ぬのめ だいき 中尾小 

5 齋藤 なごみ さいとう なごみ 三室小  1 吉田 零 よしだ れい 土合小 

5 杉野 蒼大 すぎの そうた 芝原小  1 齋藤 ももこ さいとう ももこ 芝原小 
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北島一利さん    大久保 聡さん   山本徹也さん 

上村愛美さん  柴崎充朗会長   沼沢 晃さん   大迫正美さん 

 

  

  

藤井 浩さん 新保一成さん 杉野泰雄さん 上村和永さん 若松義夫さん 花田浩行さん 三橋浩司さん 

 
（2015年 1月 4日 初打ちにて） 

 

  

指導者紹介 
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期 年度 名前（敬称略）  期 年度 名前（敬称略） 

1 1996年（平成 8年） 杉山 容子  11 2006年（平成 18年） 城内 紀子 

2 1997年（平成 9年） 杉山 容子  12 2007年（平成 19年） 富松 理恵 

3 1998年（平成 10年） 吉田 由美子  13 2008年（平成 20年） 前野 清美 

4 1999年（平成 11年） 山川 敦子  14 2009年（平成 21年） 熊谷 智恵子 

5 2000年（平成 12年） 村上 千鶴  15 2010年（平成 22年） 小林 美納子 

6 2001年（平成 13年） 時本 禎子  16 2011年（平成 23年） 仙澤 恵美子 

7 2002年（平成 14年） 伊藤 広子  17 2012年（平成 24年） 小倉 敦子 

8 2003年（平成 15年） 今井 恵子  18 2013年（平成 25年） 尾上 和美 

9 2004年（平成 16年） 古田 珠伽  19 2014年（平成 26年） 能勢 典子 

10 2005年（平成 17年） 荒木 俊彦  20 2015年（平成 27年） 久住 ゆり 

 

  

 21 2016年（平成 28年） 新藤 陽子 

 

 

20年間に渡り、紡がれてきた浦和むつみジュニアの“歴史”をこの 1冊の記念誌に凝縮しようとする

こと自体、無謀な挑戦と言えます。柴崎先生、歴代のコーチ、卒団生・在団生とその保護者の皆様

が縦糸となり横糸となり、色鮮やかに織り成してきた模様は、10年、15年、20年の時を経て、今、皆

様の目に、どのように映るでしょうか。 

この記念すべき瞬間を浦和むつみジュニアの一員として、皆様と共にお祝いできる喜びと、「誠実で

あれ！」という創立の精神が、ソフトテニスに携わるすべてに人々の心にも、“和太鼓の音”のごとく力

強く響きますよう願いを込めて、この記念誌をお届けいたします。 

最後になりますが、本記念誌作成に当たり、稿を寄せてくださった皆様、資料や写真などを提供して

くださった皆様、その他本記念誌の作成に関わった全ての皆様に心より御礼申し上げます。 

20周年記念事業実行委員会 

委員長 新保 宏予 

副委員長 新藤 陽子 

委員 瀬田 育子（会計・記念品） 

 三橋 美弥（式典） 

 高橋 里江（式典） 

 梅原 明子（式典） 

 森谷 理恵（式典） 

 稲垣 佐智子（写真撮影） 

 筒井 好子（記念誌） 

 

保護者会歴代会長 

編集後記 



 
 

 

 

表紙題字 「むつみ」 および裏表紙 「誠実であれ！」 は、柴崎先生直筆です。  



 
 

 

 

 

 

 


