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兵庫・沖縄友愛提携推進事業 ジュニアテニス交流の意義

この事業は故島田叡知事の生き方、生き様が両県の架け橋になっています。

島田叡は、１９０１（明治 34 年）、開業医・島田五十三郎の長男として生まれた。旧制神戸二中（現・兵庫高等

学校、第三高等学校を経て、１９２２年（大正 11 年）に東京帝国大学法科へ入学。中学・高校・大学と、野球

に熱中し、東大時代は神宮球場のスター選手として、また、ラグビー部とも掛け持ちするなど、スポーツマン

であった。東大卒業後、１９２５年（大正 14 年）に内務省に入省する。主に警察畑を歩み、大阪府内務部長を

務めていた１９４５年（昭和 20 年）１月１０日、沖縄県知事の打診を受け、即受諾した。各官庁と折衝すると称

して東京に頻繁に出張していた前任者の泉守紀には、出張中にも係わらず、香川県知事の辞令が出された。

沖縄への米軍上陸は必至と見られていたため、後任者の人選は難航していた。沖縄に米軍が上陸すれば、

知事の身にも危険が及ぶため、周囲の者はみな止めたが、島田は「誰かが、どうしても行かなならんとあれ

ば、言われた俺が断るわけにはいかんやないか。俺は死にたくないから、誰か代わりに行って死んでくれ、と

は言えん。」として、日本刀と青酸カリを懐中に忍ばせながら、死を覚悟して沖縄へ飛んだ。

同年１月３１日、島田は赴任するとすぐ、前任者のもとで遅々として進まなかった北部への県民疎開や、食料

の分散確保など、喫緊の問題を迅速に処理していった。同年 2 月下旬には台湾へ飛び、交渉の末、蓬莱米

3000石分の確保に成功。翌 3月に、蓬莱米は那覇に搬入された。こうした島田の姿勢により、県民は知事に

対し、深い信頼の念を抱くようになった。

同年3月に入り空襲が始まると、県庁を首里に移転し、地下壕の中で執務を始めた。以後、沖縄戦戦局の推

移に伴い、島田は壕を移転させながら指揮を執った。軍部とは密接な連携を保ちながらも、およそ横柄なとこ

ろのない人物で、女子職員が洗顔を勧めると「お前が命懸けで汲んできた水で顔が洗えるかい」といい、他

の職員と同様、米の研ぎ汁に手拭いを浸して顔を拭っていた。

同年６月９日、島田に同行した県職員・警察官に対し、「どうか命を永らえて欲しい。」と訓示し、県及び警察

組織の解散を命じた。同年 6 月 26 日、島田は荒井退造警察部長とともに摩文仁（糸満市）の壕を出たきり消

息を絶ち、今日まで遺体は発見されていない。

１９４５年（昭和20年）７月９日、島田の殉職の報に際して、安倍源基内務大臣は、行政史上初の内務大臣賞

詞と顕功賞を贈り、「其ノ志、其ノ行動、真ニ官吏ノ亀鑑ト謂フベシ」と称えた。内務大臣が一知事

に対し賞詞を授与することは、前例がなかった。

１９５１年（昭和26年）、県民からの浄財の寄付により、島田をはじめ死亡した県職員453名の慰

霊碑として、摩文仁の丘に「島守の塔」が建立された。さらに、島田知事に始まる兵庫と沖縄の

友愛の精神を次の世代に伝えるべく、沖縄が本土に復帰した１９７２年、兵庫県内の青年たちが

提唱し、同年 11 月、「兵庫・沖縄友愛提携」に調印。募金運動で約 2 億円を集め、75 年 6月、那

覇市に「沖縄・兵庫友愛スポーツセンター」が完成した。また、高校野球で夏の県大会を制した高校には、「島

田杯」が授与されることを見ても、いかに島田知事が県民に敬愛されていたかが分かる。

出典: フリー百科事典『（Wikipedia）』

テニスにおいても、兵庫及び沖縄のジュニアテニスの育成、強化のみならず、文化の交流や両県の歴史的

な結びつきを認識し、選手間で友情を育むことを目的として２００６年１月からこの事業が行われています。そ

の際に交流試合優勝チームに両県民有志の募金で制作された｢島田叡杯｣を贈呈し、両県の友愛提携のは

じまりを築いてくださった島田叡さんのことを、末永く語り継ぐことになりました。

島田叡杯交流試合のメンバーは、兵庫県の親善大使として沖縄県選手たちとのテニスと心の交流を通じて、

両県の友愛事業の一翼を担っています。
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「第 6回兵庫・沖縄ジュニアテニス交流試合に同行して」

大西哲夫（兵庫県テニス協会理事長）

昨年 9月に「兵庫・沖縄友愛提携推進事業 30周年」を迎え、その事業の一環として、5年前の 2006 年から

第 1 回「島田叡杯」ジュニアテニスの交流試合が実施され、今回で 6 回目となりました。

この事業は、兵庫県と他県との単なるジュニアテニスの強化育成事業とは違い、アメリカ軍上陸のわずか 2

カ月前に、最後の官選沖縄県知事として着任した兵庫県出身の「島田叡さん」が、沖縄県民の命を救おうと

最後まで知事の職務を全うし、亡くなった。

この「島田知事」の遺徳とその精神を風化させないために、兵庫県テニス協会と沖縄県テニス協会が次世代

を担う両県のジュニア選手が、テニスを通して強化交流と文化交流とを目的としたジュニアテニス団体戦「島

田杯」が創設されたものである。

本年 6 年目を迎えたこの交流事業では、正月休暇で沖縄に帰省した社会人・大学生となった沖縄ジュニア

OB が、自分たちの正月休暇を返上して両県のジュニア選手と一緒にユースホステルに宿泊し、昼夜を厭わ

ず大会運営に協力していただきました。

今回の沖縄のOBたちの行動は、この交流事業の精神を後世の人に語り継ぐ「いぶき（息吹き）」を感じるこ

とができ、大変嬉しく、心強く思いました。

一緒に同行したジュニア選手には、このうえない模範となったことでしょう。

今後ともこの交流事業から、両県テニスを通して次世代に続く「新しい息吹き」が芽生え、発展・成長して行

くことを心から期待していきたいと思います。

平素からこのように指導をされている沖縄県テニス協会の玉那覇会長をはじめテニス協会役員・事務局の

皆さま、また、大会期間中、ご多忙にもかかわらず何かとお世話をしていただきました玉城副理事長、松浦ジ

ュニア委員長、友寄ジュニア副委員長、神谷委員にこの場をお借りして厚くお礼を申し上げます。

最後になりましたが、2005 年にスタートした本事業の立ち上げ準備から、2006 年に正式発足して以来、長

年にわたり兵庫県・沖縄県両テニス協会の交流窓口としてお世話をしていただいています関根ジュニア委員

長、本年沖縄遠征男子監督の横田先生、女子監督の野村先生には、新年早々からジュニア選手 12 名の引

率・指導、交流事業への参加に対しまして大変お世話になり心からお礼を申し上げます。ありがとうございま

した。
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関根 吉晴（兵庫県テニス協会ジュニア委員長）

全米オープンは、アメリカ・ニューヨーク郊外のフラッシング・メドウで毎年 8 月の最終月曜日から 2 週間の

日程で行われる世界の 4 大メジャーテニス選手権の一つ。観客動員数、賞金総額等において世界最大のテ

ニストーナメントである。会場は USTA ナショナルテニスセンター。主催は全米テニス協会（United States

Tennis Association）。

ある年、ニューヨークのグランドセントラル駅に忽然とテニスコートが出現。全米オープンに出場する有名

選手がエキシビションのストロークを始めた。その中には、サンプラスやダベンポートなどもいる。毎日

150,000 人の乗客がここを利用する、世界でももっとも忙しい駅にコートを作ることだけでも驚きに値するが、

自身の試合を目前にひかえたプロの選手が、ＵＳＴＡやメインスポンサーであるウイルソンの要請に快く応え

て行動する姿こそ真のプロフェッショナルといえるでしょう。もし、大切な試合の前に、このような状況が生じた

ら、私たちはどう行動するでしょう？（短時間の調整練習をし、体を休めることを選択するか、あえて、彼らと

同じ行動をとるのか・・・）

彼らの行為は、ＵＳＴＡやウイルソンにお世話になっている（感謝の気持ちを持っている）思いを「形」に示し

たといえます。 －ウイルソン 福永二朗さんのお話－

「形振」（なりふりと読みます。）「形」は平俗にいえば「サマになっている」ということです。「振」は目立ちもしな

ければ、卑屈でもない。つまり「過不足のない動作」ということです。形振のよい人は一流といっても差し支え

ないでしょう。一口で言えば、美意識が働いているということでしょう。人間の動作には「かたち」が必要です。

「かたち」を無視した動作をするとエネルギーにロスが起こります。例えば、歩くという簡単な動作でさえ「かた

ち」が必要です。その「かたち」を無視して、靴のかかとを潰して突っかけ草履のように履いたりするから、こ

の国では、二十歳前後の若者に腰痛の人が多い。

美しい言葉、優しい仕草はその人を活き活きさせるだけではなく、周囲の人々までも潤す力を持っています。

背筋を伸ばし、姿勢を正している姿「形」そのものが周囲を浄化させるのです。反対に、汚い言葉や卑しい仕

草、だらしない服装、横着で醜い態度が人々の心を暗くし、苛立たせるのは言うまでもありません。言葉と態

度・服装・表情・仕草「形」は一連のものであり、すべてその人の心から生じています。

人間というものはまことに勝手なもので、他人をうらやみ、そねむことがあっても、自分がどんなに恵まれた境

遇にあるか、ということには案外気のつかないことが多い。だからちょっとしたことにも、すぐに不平が出るし

不満を持つのだが、不平や不満の心から、よい知恵も才覚もわきそうなはずがない。そんなことから、せっか

く恵まれた自分の境遇も、これを自覚しないままに、いつのまにか自分の手で壊してしまいがちである。

恵みに対して感謝をし、その感謝の心で生き生きと働いたならば、次々とよい知恵も生まれて、自他ともに

どんなに幸せな暮らしができることか、思えば愚かなことである。

だが、恵みを知ることは、そう容易なことではない。古来の聖賢が、恵みを知れ、と幾万言を費やしてきても、

実感としてこれを受け取る人はどれだけあるのだろう。頭で理解はしていても、心に直接ひびかないのである。

そこに人間の弱さがある。

自分は恵まれているということを、直接、自分の心にひびかすために、日常の立ち居振る舞いに、今一度

の反省を加えてみよう。 －松下幸之助－
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横田泰和(ジュニア副委員長：県立尼崎北高等学校テニス部顧問)

今回、尼崎のジュニアの選手が２人入っていたということもあり、沖縄遠征に行かせていただくことになった。

今年から沖縄遠征もフィリピン遠征同様、「どの年齢区分であっても一度遠征に参加した選手は、選考の対

象からはずす」となったのだ。「広くたくさんの選手に遠征の機会を与えて、ジュニアのレベルアップを図る」と

いう趣旨からである。そして、蛇足ではあるが、兵庫県の選手層は厚く、沖縄県の選手にご迷惑をおかけす

ることもないであろうということであった。

１月４日(火)の早朝、いよいよ沖縄遠征が始まった。伊丹空港に集合し、一路沖縄に向かった。さすが代表

選手。それぞれが早めの行動に心がけ、とてもスムーズであった。たいへん心強く感じた。昼頃に沖縄の漫

湖公園のテニスコートに到着し、まずは昼食をとった。その後、ウォーミングアップ、開始式とスケジュールは

流れていった。そして、それぞれの年齢区分に分かれてダブルスの試合を行った。昨年度までの「島田杯」の

結果も知らされていたので、のんびり観ていられるだろうと思っていた。しかし、男子に限っては、ポロポロ負

けてくる。「あれ、おかしい。こんなはずでは。」と思いながらも、その日は終わった。

次の日、場所を今年度インターハイが行われた奥武山公園のテニスコートに移し、シングルスの試合を行

った。やはり、沖縄県チームには勢いがあり、１５歳以下の男子はなかなか勝てない。選手たちの顔色が変

わり、チームみんなで応援やアドバイスをするシーンが多くなってきた。「このままではまずい。」自信を失い

かけている選手も出てきた。とにかく、今できるベストのことをして結果を受け止めるしかない。天気は最高で、

日中２０度を超え、選手達は半袖、短パンでテニスができる喜びを噛みしめていた。夕方、宿舎で研修をした。

まずは島田叡知事に関するビデオを見た。兵庫県と沖縄県のつながり、今回の友愛提携推進事業の意味と

いうものを、選手たちはあらためて感じていたようであった。それから関根先生が用意していた阪神淡路大震

災での実話を元にした映画「ありがとう」を見た。

３日目、この遠征のメインイベント「島田杯」が行われた。途中、雨による中断はあったものの何とか試合を

最後まで行うことができた。１５歳以下の男子は前日の気持ちを振り払い気持ちのこもった試合をしたが、単

複で３敗を喫してしまった。結局、兵庫県の１３勝５敗ということで幕を閉じた。島田杯は兵庫に持ち帰ったも

のの、沖縄県が当初掲げた「兵庫に５勝する」という目標を達成されてしまった。

４日目、「いちゃりばちょーでー杯（個人戦）」があった。両県の１７歳以下の選手をシードとして、抽選によ

るドローイングを行った。男子は１３歳以下の逸崎くんの健闘などもあり、大いに盛り上がったのだが、やはり

決勝は兵庫の１７歳以下の池川くんと古村くんの戦いになった。その試合を制して池川君が優勝。女子も兵

庫対決を制した野井さんが優勝ということでこの遠征をしめくくった。その晩、選手、スタッフみんなでバーベ

キューをした。選手達は完全に打ち解けた様子で、本当にいい雰囲気で交流を深めていた。そして、その場

を借りて、「島田杯」の表彰を行った。選手だけでなく、我々引率の者にも琉球ガラスの素敵なメダルをいただ

き、たいへん感激した。

５日目（最終日）は研修。ホテルを出て、午前中、おきなわワールド、ひめゆりの塔と琉球ガラス村を見学し

た。半日ではあったが、沖縄の文化に触れた貴重な体験だった。

このように我々の沖縄遠征は無事終了することができた。しかし、この遠征中、もっと周りの様子に気を配

り、自ら積極的に動くこと。沖縄県との親善大使としての自覚を持つことなど、大西理事長が選手達に対して

苦言を呈する場面が何度かあった。しかし、今後、そういうことも意識できる選手に成長してくれるものと信じ

ている。
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野村 勝（ジュニア委員：雲雀丘学園中高等学校女子テニス部顧問）

年末年始、近畿は大雪で、特に鳥取県では国道９号線で車が動けなったり電車が止まったりしている中、

私は沖縄遠征に出発しました。沖縄も天候が不順で気温は高くありませんでしたが、それでも最低気温１

０℃位、最高気温１６℃位だったので、近畿に比べたら別天地でした。しかし、私の心は沖縄の気温以上に温

かったです。それは沖縄のみなさんがそれはそれは温かく私たちを迎えて下さったからです。心配り気配りを

して下さり、昔から知っている友人のようにフレンドリーにもてなして下さいました。この雰囲気は沖縄のジュ

ニアにも当てはまり、管理されているという感は皆無で、いつも笑顔で素直ですべてを楽しんでいるようでし

た。コーチとジュニアの関係も心が通じ合っており、羨ましく思いました。

兵庫県の方は沖縄遠征のために作られたチームだったので、最初は互いの関係がぎこちないかったです

が、そのぎこちなさを沖縄のみなさんの温かさがほぐしてくれ、遠征が進むにつれチームらしくなっていったと

思います。女子チームは、Ｕ１７の２人が年下の面倒をよく見いつも前向きに行動してくれたので女子の監督

としては助かりました。Ｕ１５の２人は真ん中のグレードとしての役割を上手くこなし、Ｕ１３の２人は遠征が進

むにつれて表情が柔和になり肩の力も抜けていったと思います。

以上のような雰囲気の中、沖縄遠征の最大のイベントである｢第６回島田叡杯｣が３日目、小雨が降る中で

行われました。今年の沖縄女子チームはＵ１３のレベルが高く（九州地区のジュニア大会でも優勝する）、苦

戦するのではと考えＵ１３のベンチに入りました。中谷さん（園田学園中）vs リュー理沙マリーさん、藤原さん

（テン･ＩＦＴ）vs 城間安実さんの対戦になりました。雨により中断があり流れが相手にいかなければ良いがと

危惧する中、兵庫県の２人は粘り強くラリーを続けながらしっかりと攻撃し、ともにセットカウント２－０で勝利

することができました。この２人が５日間の遠征でもっとも成長したように感じます。 Ｕ１５の増井菜裕さん

（難波徹NAMP）は余裕をもった試合運びで勝利し、翌日の個人戦でもベスト４に残っていました。高津采希さ

ん（園田学園中）は全中ダブルス優勝の力を発揮し、ダブルスの試合は安心して見ることができました。Ｕ１８

の野井夕夏子さん（駿台甲英高）と池田愛依さん（園田学園高）が単複とも危なげがなく、翌日の個人戦（い

ちゃりばちょーで杯）でも決勝戦で対戦しました。

結果としては、島田杯は１３勝５敗（女子は７勝２敗）で兵庫県の勝利、個人戦も野井さんが優勝、池田さんが

準優勝、増井さんが３位でした。今回も琉球ガラスでできたメダルがもらえてめちゃめちゃ嬉しかったです。

最後に、５日間の遠征中、常に兵庫チームのジュニアに言い続けたことは ①挨拶 ②マナー（気配りや積

極性も含む） ③感謝 の３つでした。この３つができないと人間としても選手としても大成しないとも言い続け

ました。遠征に参加したことが良かったかどうかは代表選手のこれからの言動で決まると思います。是非、実

りあるものにして欲しいです。私自身もこの遠征で心の大切さ（人とのつながりにおいてもテニス競技におい

ても）を再確認しました。今後のクラブ指導や大会運営に活かしていきたいと思います。



6

１７才以下男子 池川 浩史（相生学院高等学校）

今回は沖縄遠征（兵庫・沖縄ジュニアテニス交流試合）に参加させて頂きありがとうございました。インター

ハイに続き、沖縄は２回目でした。

インターハイの時は沖縄の人達との交流がほとんどなかったので、この遠征をとても楽しみにしていました。

また、せっかく頂いたこの機会に、いろんな事を吸収し、兵庫県代表という自覚を持って行動しなければなら

ないという緊張感もありましたが、大変勉強になりました。

初日は、やや緊張したため、ほとんどコミュニケーションがとれませんでした。テニスにおいても、最初は、

環境の違いからか集中出来ず、思うようなプレイが出来ませんでした。一緒に行った古村君とはダブルスを

組むのが２回目だったのですが、少しずつお互いを理解し合えたように思います。

２日目のミックスダブルスを機に、沖縄の人達と一気に仲良くなれました。テニスにおける、また違った素晴

らしさを見た気がしました。夜はみんなで、島田叡氏についてのビデオを見ました。「いちゃりばちょーでー＝

出会えば兄弟」の言葉は耳にしていましたが、テニスだけでなく、文化の交流や兵庫県と沖縄県の両県に歴

史的な結びつきがこれほどあったことに驚きました。

３日目はメインイベントの島田杯でした。この試合では、冷静に相手を見て、無理はせず、じっくり攻めよう

というプレイができたように思います。

４日目は個人戦でした。天気にも恵まれ、コートにも慣れてきました。集中力が初戦から決勝まで保つこと

が出来たので、優勝しました。とても嬉しかったです。夜は兵庫県と沖縄県の人達全員でバーベキューをしま

した。気取らず、和やかに会話が弾み、何とも言えないひと時でした。

５日目は琉球ガラス村や、沖縄ワールドへ行きました。初めてハブを見てびっくりしましたが、勇気を出して

触りました。想像と違う感触でした。

今回は、テニスだけではなく歴史ある沖縄で兵庫と異なる文化に触れることができ、とても有意義な時間を

過ごせました。これも、沖縄県でお世話になったテニス協会の皆さま、大西理事長をはじめ引率の先生方の

お陰だと、心から感謝します。ありがとうございました。
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１７歳以下男子 古村 賢太（甲南高等学校）

昨年のフィリピン遠征に引き続き、今回の沖縄遠征にも選んで頂き有難うございました。僕はこの沖縄遠

征で幾つかの目標がありました。

① 自覚と責任を常に持ち行動する。

② 兵庫県の代表選手であると同時に遠征メンバーの中で最高学年なので下の学年を引っ張っていく。

③ 沖縄の選手達と自らコミュ二ケーションをとるように心がける。

④ 自分の苦手とするショットを積極的に試合で試し克服できるようにする。

１月４日、まだお正月気分が残った中、沖縄に向けて伊丹空港を飛び立ちました。約２時間半で那覇空港

に到着。空港には沖縄の方々が僕達を出迎えに来てくれていました。そして、用意していただいたバスでコー

トに向かいました。到着後、開始式が行われ、沖縄県テニス協会会長のご挨拶があり、遠征中に行われる島

田杯の由来と「いちゃりばちょーでー」という言葉の意味を教えていただきました。“出会えば皆兄弟”という意

味だそうです。僕はこの言葉の通り沖縄の人達と仲良くしていこうと心に誓いました。３日目からは、いよいよ

島田杯（団体戦）と、いちゃりばちょーでー杯（個人戦）が始まりました。どのコートも白熱した試合が行われて

いて沖縄、兵庫どちらが勝ってもおかしくないような試合でした。結果は団体戦１３勝５敗で兵庫の勝利。個

人戦は決勝戦で同じ兵庫の池川君に３－８で負けて準優勝に終わりました。その日の夜は沖縄県の人達と

バーベキューをして楽しい時間を過ごし皆と交流を深めることができました。最終日は、おきなわワールドと

琉球ガラス村に行きお土産を買ったり、少しの間テニスの事は忘れて皆と楽しみました。

最後になりましたが、坂本会長を始め兵庫県テニス協会、沖縄県テニス協会、大西団長、引率して下さっ

た先生方、そして甲南高校の先生、コーチ、家族の皆に感謝しています。本当に有難うございました。今回の

遠征の経験を今後のテニスに最大限生かしていきたいと思います。

１７歳以下女子 野井 夕夏子（駿台甲英高等学校）

１月４日から４泊５日で沖縄遠征に参加させていただきました。沖縄へ行くのは、昨年夏のインターハイ以

来の２回目で、すごく楽しみにしていました。今回の遠征で、１番大きなイベントは、島田杯（戦時中の沖縄県

最後の知事で、自分の命をかけて、最後まで沖縄県民のために尽くした、島田叡さんの名前から付けられた、

沖縄県と兵庫県の交流戦）で、３日目に行われました。この交流戦が始まってから、兵庫県は負けたことがな

いと聞いていたので、すごくプレッシャーだったのですが、１３勝５敗で沖縄県に勝利することができました。

沖縄県のジュニアの選手達に、初めはなかなか話しかけたたりできなかったのですが、ミックスダブルスや交

流試合をしていくうちに、仲良くなることができました。夜にはバーベキューや卓球をしたりとすごく楽しかった

です。沖縄の人達は、すごくフレンドリーで、「いちゃりばちょ～で」（出会えばみな兄弟）という言葉は、沖縄県

の人達をピッタリ表しているような温かい言葉だなと思いました。最終日は、沖縄の研修ということで、鍾乳洞

やひめゆりの塔、琉球ガラス村に行くことができました。沖縄を少し満喫することができて楽しかったです。

最後になりましたが、昨年はフィリピン遠征に、今年は沖縄遠征に選んでいただき、本当にありがとうござ

いました。おかげで、他の試合の遠征では経験できない様な、すばらしい体験をすることができました。私は、

島田叡さんのような偉大な人にはなれないけれど、テニスのプレーや、立ち居振る舞いで、他人に少しでも感

動を与えられたり、惹きつけられるようなプレーヤーになりたいです。今回の経験を活かして、これからも頑張

っていきたいと思います。
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１７歳以下女子 池田 愛依（園田学園高等学校）

まず始めに、このような素晴らしい沖縄遠征に参加させて頂いて、有難うございました。私がこの沖縄遠征

で一番学んだ事は『感謝の気持ちを忘れない』という事です。 今まで当たり前にテニスをして、当たり前にボ

ールを打ってい多様に思います。しかし、自分一人の力では出来ないこともあるし、常に誰かが私の見えな

いところで動いてくれている。支えてくれている。そういう事を学ぶ事ができました。また、沖縄の人達は、み

んなたいへん仲が良くて協力しあっていました。兵庫の選手はすぐに壁を作ってしまうところがあるように思

えたので、そこは沖縄の選手を見習わないといけないなと感じました。３日目に行われた島田叡杯では、兵

庫県が１３勝５敗で勝利する事ができました。私自身は無事、単、複で２勝することが出来たので、兵庫県の

勝利に少なからず貢献できて嬉しかったです。４日目には、いちゃりばちょーで杯（出会えば兄弟）という大会

がありました。年下の選手も混ざっての試合だったのでとても緊張しましたが、こちらも無事決勝を兵庫の

１７歳Ｕ同士で対決することができたのでホッとしました。ホッとしたからというわけでもないのですが、決勝で

は野井さんに負けて準優勝に終わりました。また、試合が終わると、沖縄の友達とお別れです。そう思ったら

すごく寂しくなりました。でも別れ際に、「インターハイで絶対会おう！」って約束したので、約束を守れるように

兵庫に帰っても一生懸命頑張ります。最終日の研修では、沖縄の文化や歴史を学ぶ事ができました。

私は本当に、沖縄に来れて良かったです。沖縄の人達とすごく仲良くなれたし、いつもと違う環境でテニス

する事で、テニスがまた楽しく思えたし、もっと頑張ろうと思うきっかけにもなりました。このような良い経験が

できたのも、兵庫県や沖縄県のテニス協会の方、引率の先生方、家族の支えがあったからだと心から思いま

す。この経験を活かして、これから色々な面で成長していきたいと思います。本当に有難うございました。

１５歳以下男子 綾部 翼(甲南中学校)

今回、兵庫県代表選手として沖縄遠征に参加させてもらい本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとう

ございました。

僕は沖縄に行くのは初めてで、とても楽しみにしていました。沖縄は冬なのに全然寒くなくて、たいへんテニ

スがしやすい気候でとてもいいところだと思いました。沖縄の選手たちとも日に日に仲良くなることができまし

た。何より沖縄の人たちはみんな明るくておもしろい人たちばかりでした。沖縄の暖かさは気候だけではなく、

沖縄のスタッフ、選手の皆さん全ての人の心の暖かさでした。

テニスの面では、沖縄のトップ選手とたくさん試合をさせてもらいました。沖縄の選手たちはみんなアグレッ

シブなプレーで、兵庫県のテニスプレーヤーにないものをすごく感じました。兵庫と沖縄の団体戦の島田杯で

は、僕はシングルスとダブルスの両方負けてしまいとても悔しい思いをしました。結果的には兵庫県が勝った

けれど、僕は嬉しいような悔しいような複雑な気持ちでした。「いちゃりばちょーでー杯」では強い選手と試合

ができて、良い勉強になりました。また、いろんな先生方にたくさんアドバイスをいただき、これからの課題が

いっぱい見つかりました。そして、テニス以外にも島田さんについての映画や震災の映画を見て、お互いの

文化がわかって良い勉強になりました。島田さんが沖縄との架け橋となり、この遠征もできたと聞き、とても

感謝しないといけないと思います。

この４泊５日の沖縄遠征で、未熟な僕はたくさんのことを学び、成長できたと思います。またいっぱい友達も

できました。この遠征にご尽力いただいたテニス協会の方々、先生方、沖縄の皆さん、ありがとうございまし

た。本当に感謝しています。この貴重な経験を今後生かして今後、頑張っていきます。
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１５歳以下男子 松田愼平(滝川中学校)

今回の沖縄遠征に参加できる事を聞いた時、正直いろいろな意味で不安でいっぱいでした。でも日にちが

経つにつれ、行くからには一生懸命何事にもチャレンジしようと思える様になっていました。普段は初対面の

人に少し物怖じしてしまうところがありますが、今回の遠征では年齢の違う兵庫の選手、沖縄の選手の人達

ともすぐに打ち解けて話すことができました。初日、２日目と沖縄の選手との交流戦をしました。勝ったり負け

たり、タイブレークになったりといろいろでした。しかし、３日目の島田杯ではＵ１５だけがシングルスもダブル

スも負けてしまいました。速いボールにどう対応していいのかわからなくなってしまい、頭の中が真っ白になっ

て冷静に考える事もできませんでした。兵庫県の人達の足を引っ張ってしまい、申し訳なく思いました。毎日、

練習試合を含めてたくさんの試合をしました。自分には何が足りないのかを考えたり、他の人の試合を見て

いろいろ学んだり、とても充実した毎日でした。先生方にも毎日いろいろとアドバイスをいただき、下向きかけ

た自分自身の気持ちを上げることもできました。とても感謝しています。これから「楽天杯」という大きな試合

が控えています。沖縄で感じた事、考えた事、学んだ事をこれからのテニスに活かしていこうと思います。ま

た、感謝を忘れずに一生懸命頑張っていこうと思います。沖縄という暖かく恵まれた環境の中で思い切りテニ

スをすることができたのも、テニス協会の皆様、先生方、コーチ、そして沖縄の皆様のおかげです。本当にあ

りがとうございました。沖縄での経験を必ず活かしていきます。

１５歳以下女子 髙津采希（園田学園中学校）

私はこの沖縄遠征に参加させて頂いてとても感謝しています。ありがとうございました。私は今回初めて沖

縄遠征に行かせていただきました。ずっと行きたかった遠征だったので選んでいただいて、本当にうれしかっ

たです。緊張感もありましたが、楽しみのほうが大きかったので自然と気持ちもほぐれていました。沖縄は兵

庫と違って暖かく、とてもテニスがしやすい環境でした。３日目と４日目は天候が不安定だったけどコートの水

はけもよく、ずっとテニスができたのでよかったです。最初は沖縄で友達ができるか不安だったけど、たくさん

交流する機会があり、思っていたよりたくさんの友達ができました。これから先、お互いに頑張って全国大会

でまた顔を合わせることができたら素晴らしいと思います。

テニスでは、ダブルスは全勝できたけど、シングルスでは思うようなプレーができず負けてしまったので、す

ごく悔しかったです。しかし、これからの課題を見つけることができ、自分もまだまだだなと改めて感じることが

できました。また、沖縄の選手はとても積極的で、あいさつや態度など、私には足りないものをたくさん持って

います。見習わなければいけないと思いました。沖縄で学んだことをこれからの試合や生活面に生かせるよ

うに頑張ります。

この沖縄遠征にかかわって下さった両県のテニス協会の方々、先生方、両県の選手、親など、すべての人

に感謝して、これからもがんばりたいです。今年から私は高校生なので、目標を決めてそれに向かって努力

したいと思います。今回は本当にありがとうございました。
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１５歳以下女子 増井菜裕(難波徹ＮＡＭＰ)

この度は、兵庫県代表として沖縄遠征に参加することができ、とても嬉しく思っています。選出していただき、

ありがとうございました。今回は、暖かい気候の中でおもいっきりテニスをして、沖縄のみんなと仲良くなれる

のが楽しみでした。実際にとても暖かく、日中は半袖と半ズボンでおもいっきり試合でき、夜は沖縄や兵庫の

みんなと卓球したりしてとても盛り上がり、本当に充実した５日間を送ることができました。今回のメインであ

る３日目の島田杯では、テニスの交流会が始まって以来兵庫は負けたことがなかったので、私達の代で負け

るわけにはいかないとみんなで円陣を組み、絶対勝とうと意気込みました。５敗してしまったものの、勝つこと

ができてとりあえず良かったです。いただいた素敵なメダルも大切にしたいです。私はこの遠征を通して、「感

謝の気持ちを忘れてはいけない」ということを学びました。なぜ沖縄に来れているのか、たくさん試合できる環

境にあるのか、そもそもなぜこのように大好きなテニスを続けられているのか、先生方のお話を聞いたり、沖

縄のジュニアの積極的な姿を見たりして、色々と考えさせられました。また、島田叡さんが沖縄県知事になっ

ていなければ、島田杯などもちろんないし、沖縄と兵庫の交流すらなかったかもしれません。たくさんの方々

によって、いい環境が与えられているのです。

最後になりましたが、島田さんを始め、兵庫県、沖縄県テニス協会の方々、コーチ、兵庫、沖縄のジュニア

の皆さん、両親など、この遠征に関わっていただいた全ての皆様に感謝します。これからも今回お世話にな

った皆さんに、テニスを頑張っていくことで恩返ししたいと思います。また、このような交流会がいつまでも続

いていってほしいです。

１３歳以下男子 逸崎 凱人〈テニスプラザ尼崎〉

まず初めに、この遠征を企画して下さった兵庫県テニス協会、沖縄県テニス協会、地域の方々、またサポ

ートして下さった先生方に感謝します。テニスのレベルアップだけでなく、沖縄の文化など、たくさんの経験が

出来て、すごく充実した五日間になりました。沖縄遠征に参加出来るということを知った時はとても嬉しかった

ですが、県の代表選手として自覚ある行動をしなければとも思いました。ほとんどの人がみんな僕より年上な

ので、負けないようにしっかり練習してから遠征に参加しました。沖縄に着いて最初に感じた事はすごく暖か

かいということです。兵庫は例年によりもとても寒かったので、飛行機を降りた瞬間に兵庫とは違う暖かさを

感じました。

一日目は沖縄の選手とのダブルスの交流試合だったけど、あまり仲良くなれませんでした。しかし、二日目

のシングルスの交流試合の時は待ち時間が多かったせいか、その時に少し積極的にコミュニケーションを取

ろうと話しかけてみました。すると、すぐにみんなと仲良くなる事が出来ました。沖縄の人はみんなフレンドリ

ーで、話しかけて来てくれる人が多かったので、そこは見習うべき所だと思いました。二日目の夜、島田叡さ

んのビデオを見ました、戦争の中で死を覚悟しながら沖縄へ渡った勇気はすごいと思いました。僕もこれから

勇気あるテニス選手になりたいです。三日目の「島田杯」は兵庫が１３勝５敗で勝ちました、そして、その夜は

ユースホステルの方々にお手伝いをしていただき、バーベキューをして、たいへん楽しい時間を過ごせました。

雨で表彰式ができなかったこともあり、その場で島田杯の表彰をおこなうことになりました。そこで琉球ガラス

のメダルをもらいました。すごくきれいで良い記念になりました。今後も遠征などに参加させてもらえるように、

がんばっていきます。本当にありがとうございました！
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１３歳以下男子 上曽山 拓実〈テニスプラザ尼崎〉

沖縄遠征の代表選手に選考され、兵庫と沖縄が友愛提携を結んでいることを初めて知りました。そのきっ

かけとなった兵庫県出身の戦時下最後の沖縄県知事島田叡さんの話も感動しました。初めての沖縄。冬だ

というのに暖かい気候のため、体も軽く、明るい気持ちになりました。２日目に沖縄の人とダブルスを組んで、

練習試合をしたりしました。最初は緊張したけどペアの人がたくさん話しかけてくれたり、ハイタッチしてくれた

りと、楽しい試合になりました。「いちゃりばちょーでぇー＝出会えば兄弟」僕が一番気に入った沖縄の言葉で

す。国際通りで作った T シャツにも、この言葉をいれました。遠征３日目には島田杯が行われました。シング

ルス１試合とダブルス１試合に出場しました。過去５年間、負けていないと聞いていたので、すごくプレッシャ

ーを感じていましたが、ベストを尽くし勝利することが出来ました。琉球ガラスで出来た、とても綺麗な優勝メ

ダルをいただき、感激しました。ずっと大事にしようと思います。

この沖縄遠征を通して、今までの自分のテニスを振り返る良い機会となりました。これからは、日々の練習

にしっかりと課題を持って取り組んで行こうと思います。遠征でお世話になった両協会の方々、関係者の

方々、貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。これからも兵庫県と沖縄県のテニス交流が長く続くこ

とを願っています。

１３歳以下女子 中谷琴乃（園田学園中学校）

沖縄遠征に参加させて頂きありがとうございました。また、引率の先生方、お正月あけにもかかわらず、沖

縄に引率して下さってありがとうございました。私はこの遠征を通して一番自分の心に残った事は「島田杯」

でした。「島田杯」というのは、日本が戦争をしていたころ、島田叡という人が命にかかわる大変な事だと知り

ながら知事になるために沖縄に行き、１人でもたくさんの人を救いたいと思い、沖縄県民のために色々な事を

した人だと聞きました。私はすばらしい人だと思いました。だから島田叡への感謝の気持ちをこめて、大会に

名前をつけてくれたんだと思います。私はそんな大会に参加出来てよかったです。「島田杯」の結果は全体で

１３勝５敗でした。私自身の結果は、シングルスは勝てたのですが、ダブルスは負けてしまいました。だから、

これからはもっとダブルスもがんばろうと以前より強く感じました。「島田杯」の日は雨が降ったり止んだりで、

良いコンディションとは言えない天候でしたが、気にせずにやりました。引率の先生方に色々とアドバイスを

いただき、自分で気付かない事を教えてもらったのでとても勉強になりました。この日の夜に交流会をして兵

庫県のメンバーは、琉球ガラス村の方が作って下さったガラスのメダルをいただき、とてもうれしかったです。

沖縄の人とも最初は全然しゃべれなかったのですが、２日目ぐらいから徐々に仲よくなりました。いっぱいしゃ

べって来てくれたので、私も打ちとける事ができ、楽しくすごせました。５日間でテニスの技術はもちろん沖縄

の文化も少しはわかったと思います。行ってよかったとあらためて思いました。最後の日は研修で兵庫の選

手達ともよりいっそう仲よくなれてうれしかったです。この沖縄に行った事を生かしてこれからもテニスをがん

ばっていきたいと思います。
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１３歳以下女子 藤原夕貴（テン・IFT）

私は４泊５日の沖縄遠征に行かせていただきました。沖縄はやっぱり暖かく、テニスをするにはたいへんい

い気候でした。海は話には聞いていたけど、とてもきれいな青色でびっくりしました。テニスの方は１日目から

ダブルスの試合でした。お正月明けということもあり、少し体が動きませんでしたが、試合をしていくうちに

徐々に動くようになってきました。２日目はシングルスの練習マッチとミックスダブルスをしました。沖縄の人と

初めてシングルスをして、勝った方が多かったけど、普段できない人達と試合ができて、とてもいい勉強にな

りました。３日目は雨の中、兵庫対沖縄の団体戦『島田杯』をしました。全員がシングルスとダブルスを１試合

ずつしました。私はシングルスは勝ったけど、ダブルスでは負けてしまいました。野村先生に「ダブルスはボ

レーを楽しめ」と言われたので、とくにそれを今後の課題にしていきたいです。結果、兵庫が１３勝５敗で勝ち

ました。そして、沖縄の特産の琉球ガラスで作られたメダルをもらいました。すごくきれいでうれしかったです。

でも妹に、「お土産よりメダルの方がいい」と言われ、結局取られてしまいました。４日目は参加した選手全員

でトーナメントをしました。私は２回戦で負けてしまいましたが、上のクラスの選手と試合ができてとても勉強

になりました。４日間沖縄の人達と一緒に過ごして、最初は仲良くできるか心配でしたが、１日目からしゃべる

事ができて安心しました。３日目の夜に交流会があり、さらに仲良くなれることができました。しゃべり方が兵

庫の人違っていたりしておもしろかったです。今度は全国大会でみんなに会えるように私もがんばろうと思い

ました。４日目の夜、国際通りでお土産を買いました。とてもにぎやかでおもしろい所でした。最終日は沖縄ワ

ールド、ひめゆりの塔、琉球ガラス村に行き、楽しく沖縄について知ることができました。今回の遠征は沖縄

の人達との出会いもあり、テニスの勉強にもなり、私にとって貴重な経験になりました。それを今後に生かし

ていきたいです。ありがとうございました。


