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私の中の浜田山テニス 

                                  江澤 洋 

 

サッカーワールドカップ２０２２の初戦（11 月 23 日）で、日本チームがドイツチームを

破る大金星を挙げた。この勝利は選手のみならず関係者、観衆更には町の人々までも喜びを

爆発させた。スポーツはそれぞれの立場で喜び、楽しみそして人生の豊かさを与えてくれる、

とまた実感した瞬間である。 

私の入社前のスポーツ歴に関して特記することは、せいぜい小出義男（マラソンの名監督）

先生の授業を一学生として受けたくらいだった。それが昭和 50 年（1975 年）、当時の三井

東圧化学（MTC）に入社しテニスに出会ったことでスポーツに対する見方が一変した。 

当時はテニスブームで配属された職場の上司もテニスに夢中になっていた。その上司から

次のことを職場オリエンテーリングの席上で説明された。 

１．社会人たる者、自分の健康管理は自分で責任を持つこと 

２．２５歳過ぎたら、１０年後の健康は「今」から作ること 

（仕事の説明は少なくただただテニスに勧誘されたと記憶している） 

 

ここからテニスの付き合いが始まるのだが、たまたま私が

「浜田山ローンテニス倶楽部」の最後の三井化学代表の 

委員（正確には浜田山にテニスコートがある期間の委員）

だったので、テニス選手と関係者の立場で浜田山のことを

中心に書いてみた。 

 

 

高井戸総合グラウンド（以下、三井グラウンド） 

京王井の頭線「浜田山駅」に近い南西側に優雅な住宅街が広がっている。ここが以前の

三井グラウンドの場所である。 

三井グラウンドは、昭和 10 年に戸越からテニスコ

ートが移転されて生まれた。翌年には野球場や陸上競

技場も整えられ、総合グランドとして原形が出来上が

った。浜田山には「戸越ローンテニス倶楽部」の名前

で移ってきたが、地名にあわせ「浜田山ローンテニス

倶楽部」となった。その後大戦時の苦難を乗り越え、

再び「浜田山ローンテニス倶楽部」（以後、HLTC）と

して発足したのは昭和 26 年 4 月 21 日となっている。 

 

HLTC の会員証 

 

  正門とクラブハウス 
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三井グラウンドは、約 70 千㎡の運動場に 13 千㎡の山林（臨時駐車場にもなった）の 

広大な敷地だった。北側は井の頭線に面しており、西側は雑木林から桜並木と続いていた。

春には桜満開のトンネルの中を通ってクラブハウスに行った。東側は 20 メートルもあろう

か高い常緑樹並木があり、東側の通用門を通って浜田山駅に行くことができた。 

 

三井グラウンドの誇りは、植えてある草木のすばらしさであった。どの季節に行っても 

花は咲きあるいは木々は色づき、訪れる人を和ませてくれた。この素晴らしい庭園の樹木、

草花の選定と配置を指導したのは松平康邦氏である。父は越前松平家 18 代康荘卿で東京農

業大学を創立されたので自ずと康邦氏は東京農大に進学され園芸を熱心に学ばれた。三井

グラウンド当初からその後もずっと貴重な植物を自宅で育てては移植するなど尽力された。

「我がいのち浜田山」と称したと聞くと、その愛しようが伝わってくる。 

 

春はまず桜が目に入る。野球場からクラブ

ハウスに行く道、また東側の通用門から野球

場とテニスコートの間の小道。ここにも桜の

木が多く植えられていた。満開の桜が散り始

めるとさつきの花が彩る。テニスコートの休

憩所の前にも大きなさつきが植えてあった。

春は他にハナミズキやバラも目に留まった。

それから休憩所の藤棚も印象強い。テニスコ

ートの南側に小さな公園があり、春は桜、夏

は木陰で子どもを遊ばせたこともあった。 

クラブハウスは芝生に中に建つ白い近代的な三階建ての建物であった。入り口側が半円

の形をしているが特徴であった。久米權九郎氏が設計して昭和 11 年に竣工した。この建物

に対する私の印象は地下のロッカーと一階をつなぐ螺旋階段の美しさである。この空間は

吹き抜けになっており、見上げてみると螺旋階段の形状がとても素晴らしい構図になって

いた。また階段途中の半円形の壁に曲面の窓がついておりそこから眺める外の風景も普段

の目線では味わえない良いものがあった。 

 

運動施設も充実していた。戸越からテニスコートが移転した当時はテニスコート 9 面と

野球場が 2 つとラグビー場１面それに 400 メートルトラックであったが、閉鎖時には、13

面のテニスコート、4 つの野球場（これはサッカー場やラグビー場にもなる）、400 メート

ルトラック、プールや土俵（テニスコートの入口通路の手前に普段はシートに覆われていた）

等がきれいに配置されていた。陸上トラック付近では、行楽季節に運動会がよく開かれ賑や

かであった。テニスの試合で劣勢の時には「うるさい」と感じるほどであった。夏は、プー

ルがにぎわっていた。太陽のギラギラした丁度シングルスの大会の始まる時期でもあった。 

 

野球場からクラブハウスに通ずる桜並木 
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陸上競技、野球、サッカー、ラグビーや水泳でここ三井グラウンドを利用された方も多か

ったのではないか。三井系の各運動組織もこの三井グラウンドで大会を行っていた。 

私は職場のソフトボール対抗戦で野球場を使った経験がある。打って走ると足がよろけそ

うになりながらも皆それなりに喜んだ。グランドコンディションもよく、攻守の合間に桜の

木の下で談笑もできる団体競技の楽しみも味わうことができた。 

 

テニスコートは 3 面、3 面に 7 面の全 13 面

を有していた。そして 2000 年過ぎに壁打ちの

場所をオムニコートに張り替え練習コートに

していた。 

浜田山のコートといえば常に素晴らしい状

態で整備されているクレーコートである。昭和

の時代はクレーコートからハードコートに移

りつつある時代であった。そしてこれらのハー

ドコートがオムニコートに変わっていった。こ

の様にコートのサーフェスが移りゆく中、浜田

山のコートはずーっとクレーであった。そこには並々ならぬコートキーパーがいたのだ。 

隔年コートを掘り起こし整備し、梅雨時期でもカンカン照りの夏でも最良のコート状態を

作ってくれていた。各社対抗戦の時期は雨に降られることも多かったが、それでも試合は続

行できたと記憶している。逆にシングルス大会の季節はコート面が乾燥し地割れ状態であ

ったが、それも地面が崩れることなく試合ができた。この夏の時期のコートで打つ打球の速

いこと。今オムニコートでボールを楽しく追いかけられるが、バウンドした後のボールの速

いあのクレーコートであればボールを追いかけられるのだろうか、と思ってしまう。 

コート整備は、手島スポーツが行っていて、荒木田の粘土土で固めた上にサーっと砂をまく

方法であった。私はこの素晴らしいコートに感激し、手島さんに地元のテニスコート整備を

お願いしたこともある。その時の話として、皇居のテニスコートも整備されると伺った。 

 

クラブハウスには、確かこの三井グラウンドに来た時の野茂英雄選手の写真が飾ってあ

ったと記憶している。この写真に代表されるようにこの場所はスポーツをする人、誰を招い

ても素晴らしい充実した施設であった。 

 

しかし、1990 年代の初めに日本ではバブルがはじけ、各企業は生き残りをかけ同業との

合併等集約や不良資産の処分がおこなわれていった。この大波は HLTC にも随時押し寄せ、

最後には三井グラウンドを手放すという最悪の状況を作り出してしまった。そして HLTC

が三井グラウンドで行ってきた行事は、平成 17 年（2005 年）９月末で終了となった。 

 

 

陸上トラックから見たテニスコート 
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HLTCの概略説明と私の体験を書いてみた。 

組織を大まかに言うと、会長職に 1 名、そして 10 社程度の常任幹事会社から委員を出し

て幹事会とし、その中で以下に述べる HLTC の行事を企画し運営していた。私は平成 9

（1997）年に三井東圧化学（以下、MTC）の委員として、溝江徹也さんから引き継いだ。

合併後間もなかったので三井石油化学（以下、MPC）側も委員を出していたが、私が年少

ということで以後三井化学（以下、MCI）の委員として務めることになった。 

HLTC の会長に MPC（また MCI）から母里昭一さん（平成 6-8 年）と吉浦春樹さん（平

成 9-13 年）がなられたが、このお二人は、テニス選手としても活躍された。幹事会社の委

員は A（トップ）クラスに出場される人がほとんどであった。 

 

HLTC の年間スケジュールとしての行事（各大会）は、５つであった。 

 

１． 小脇杯（昭和 28年から始まる） 

小脇源治郎氏の喜寿（８８歳）を記念して創設された。参加規程はダブルスペアの合算年齢

が８８以上というものであった。この大会の特徴は、年齢の規定がよく変わったことであろ

う。昭和 37 年には混合ダブルスが認められ、女性が入るとペアの合算年齢は 68 でよくな

った（20 のアドバンテージ）。昭和 57 年には 100 歳、平成 5 年には 110 歳そして平成

9 年には 120 歳と合算年齢が上げられていった。 

私自身、この大会には妻と組んで 2 回参加した。初回は怖いもの知らずで、相手の強豪混

合ペア（奥様がテニスのレジェンド）を破ってしまったものだから健闘を称えられる一方何

か冷たい視線を感じないわけでなかった。初回、２回目とも優勝ペアと対戦して負けたがそ

れも途中まで優勢で接戦での負けだった。とても悔しい大会だった。また表彰式に必ず出席

された小脇康夫氏と談笑できたことも思い出となっている。 

 

２． ダブルス大会（昭和 26年から始まる、女子は昭和 31年から） 

この大会のクラス分けは、A クラス、B クラスと C クラスとベテランクラスに女子クラス

であった。私は C クラスから参戦したが、思い出は、ベテランクラスに参加したときのこ

とである。ペアに恵まれ健闘したが、常に A クラス出のベテランペアに敗れた。勝者から

「いいペアで、いいショットがある」とあいさつ代わりの褒め言葉と同時に「競り合う試合

をもっとしたらもっと上手になるよ」と良き指導もいただいた。 

 

３． 各社対抗戦（昭和 27年から始まる、平成 7年から A と Bの２ブロック制に） 

各社でシングルス３、ダブルス２、女子１とベテラン１の 7 ポイントで争う試合形式であ

った。合併前の MPC にはしぶとくしっかりしたダブルスペアがいた、特に絶対的な女子ペ

アがいた。MCI になってから MTC のシングルス選手が加わりバランスの取れたチームに

なった。平成 13 年、18 年には B ブロック優勝を成し遂げたことは特筆できる。私もこの

チームに加わり優勝の美酒を味わうことができた。何より団体戦という醍醐味を味わえた。

ただ常に優勝に絡んだわけではなかった。初戦負けしたことがあった時には、女子選手から

「私の夏をどうしてくれる」と詰め寄られ、穴があったら入りたい気持ちだったことを覚え

ている。 
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４． シングルス大会（昭和 26年から始まる、女子は昭和 33年から） 

シングルス戦もダブルスと同じクラス分けであった。当然私は C クラスから始めた。昭和

50 年代当時の状況を振り返り、特徴的な点を列記してみる。 

① MTC と MPC のエントリー数の多いこと。MTC は本社に加えて大船の研究所からも参

戦した。MPC は千葉工場から参戦した人もいたようである。 

② 全試合のエントリー数が最も多い時期であった。C クラスだけでも 300 名に達するエ

ントリー数。だから優勝するまで 9 試合か 10 試合勝ち抜かなければならない。 

③ 試合形式は、３セットマッチ。それもタイブレークでなく２ゲームアップ。信じられな

いような長い時間試合をすることもあり、日没やら試合の延期など試合運営泣かせであ

った。また足をつらせて試合を中断することもたまにあった。後年、時間短縮を念頭に

試合形式を変えたので大会運営はかなり改善された。 

④ 服装はシングルスに限ったことではないが、ウィンブルドンに合わせて白基調であった。

襟付きのウェアーも要求され、T シャツで参加した人は着替えさせられた。 

シングルス戦で学んだことは、ひたすら耐えて相手より一球多く返すこと、だ（単純明快な

「勝」表現である）。昭和 63 年はこのことがうまく実行できた。ただこの年は週末によく

雨が降り試合が順延された。その為 10 月初めの部下の結婚式と準決勝戦が重なり、泣く泣

く DEF した。これも返す返す残念な思い出だ。また 50 年代 MTC-MPC の対抗戦（ダブ

ルス戦）が浜田山コートや大船コートで交互に行われていた。そうした時期にこのシングル

ス大会で MPC の選手とよく戦ったが、MPC の選手に名前を覚えてもらえる良い機会でも

あった。 

今では経験できないが、審判台の上から試合をみれた。特に A クラスの選手の素晴らしい

試合を見れたことはうれしかったが、球が速くて「フォルト」や「アウト」の判定に一瞬戸

惑ったことも覚えている。 

 

５．全三井・全三菱対抗戦（昭和 30年から始まる） 

三井と三菱の重鎮が親睦を目的で企画しこの対抗戦の開催にこぎつけたと聞く。昭和 30 年

といえば宮城淳・加茂公正選手が全米ダブルス優勝を飾った年である。その優勝ペアやデ杯

出場選手が対決するこの対抗戦。テニスのレベルは途轍もなく高かった。 

栄えある対抗戦に MTC、MPC また MCI からも多くの選手が出場してきた。 

対抗戦は、私にとって雲の上存在であって縁のなかった行事であった。ただ幹事会で各委員

（対抗戦の出場者）のやり取りを聞いているとこの対抗戦の重さが見えてくる。 

幹事会は年に 2 回開催される。1 回は HLTC の年間行事を決めること。そしてもう１回は

対三菱戦のメンバーを決めることであった。開催時期が 11 月でその年を締めくくる試合な

ので勝つとこの上なくいい年として締めくくれる。だからトップクラスの委員にとってこ

の対抗戦は大事な行事だったのだろう。幹事会の様子（秘策）を列記する。 

① シングルス大会は対三菱戦の選考会である（とみている）。その年の新人選手や転勤で

関東に来た選手を注目した。関西方面から呼び寄せられた選手も選出した。 

② 平成に入ると同業者の大型合併があった。その場合どこまで選手として招聘できるかま

たするかを真剣に議論した。一例は三井銀行と住友銀行が合併した時、住友のテニス選

手を呼ぶかどうか。 

③ 「三井」と称せる企業の範囲も議論になった。三井はわりと線引きが不明確な点があっ

たのも事実である。問題ない企業はどこまでか？東芝は三井の選手として出場してきた。

トヨタはどうか？の話も出た。 
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私は運動系の組織で活動したことがなかったので、HLTC の幹事会はトップ選手達

の考えを知るいい機会になった。と同時にテニスも取り巻く社会環境で変わっていく

ことを実感した。 

私にとって幹事会の最大の特典は、会の終了後にあった。委員は会の終了後、優先して

コートを使えのたで委員（トップ選手）は必ずテニスをした。その中に入れてもらい彼

らと一緒に試合のできたことは貴重な体験となっている。 

 

三井化学関連のテニス（合併前は三井東圧化学のテニス）について若干記述する。 

私は、大船の研究所に入社したが、平成 4 年（1992 年）に本社に転勤した。転勤後、テ

ニス部の幹事に加わったことがきっかけで更に浜田山テニスコートは身近になってきた。 

 

１． 本社の職場対抗戦（岩井杯） 

本社テニス部内で、職場（フロアー）毎の対抗テニス会を企画することになった。このころ本社には

テニスをする人が多くいたのだが、おそらく自分の居住地区のコートやクラブのコートを使っていた

のだろう、浜田山でテニスをする人が少なくなっていた。そこで浜田山コートで一緒にテニスをする

機会を作った。よく言えば福利厚生の一助になるし、職場を超えた気軽に声がけできる人間関係つ

くりにもなる。こんな考えを当時の役員の岩井泰人さんに持ち掛けたところ、快い返事をいただいた。

そしてカップを寄贈してけることになった。それで岩井杯と命名し、職場対抗のテニス会を毎年行い、

大いに盛り上がった。この対抗戦は、MCIになってもしばらく続き、旧両社の交流にもなった。 

 

２． 東洋エンジニアリング（以下、TEC）との対抗戦（現「さんど会」） 

MTC 時代、私の所属していた事業部と TEC とでテニス交流をしようと話がまとまった。当時 TEC

が所有していた茜浜コートで対抗戦をしたのだが、結果は TEC 側の圧勝であった。MTC 事業部

は「もう来年はない」と思った。が、TEC 側は「全 MTC で対抗戦をしよう」と MTC 海外部（ここは

TEC と海外事業を進める部署）に持ち掛けた。こうして翌年、平成 7年年から TEC-MTC対抗戦

が始まり、私もメンバーとして長らく参加した。ほどなくして TEC-MPC 戦が始まったと聞く。後に

TEC-MCI 対抗戦に変わり、熱戦を繰り広げた。しかしこれも時代の流れで TEC は総合グラウン

ド（含む茜浜コート）を手放すことになり、対抗戦はひとまず終わりを告げた。 

ただ、それで終わらなかった。MCIの世話役が浜田山コートでテニスを継続しようと TEC-MCI戦

に出場したテニス愛好者に声がけした。そして毎月第三土曜日に開催するので「さんど会」と命名

し、新たにテニス会を立ち上げた。浜田山でのさんど会は熱戦が繰り広げられ、そのあとのクラブハ

ウス懇親会が大いに盛り上がった。浜田山コートなき後、さんど会の世話役はその人の交友関係の

広さと努力でテニスコートを確保し、今でも多くのテニス愛好者を楽しませている。 
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３． MTC本社の練習会をベースにしたテニス会（現「テニス OG会」） 

昭和 50年ころ MTC本社テニス部の練習会

拠点の一つが浜田山コートであった。この練

習会には多くの女性が参加していたが、50 年

代の後半になると女性部員は少しずつ減って

いった。そこで当時コーチをしていた伊藤信治

さん、本社幹事の尾形博幸・裕子さんと江澤

洋・潤子達が「退社した女性が年一回テニス

で集まれる会を作ろう」と昭和 59 年（1984

年）に会を発足させた。この会を「テニス OG

会」と名付けて、毎年浜田山コートでGW頃開

催していた。 

 

60 年代になるとテニスのできる女性も少なくなってきたので浜田山コートでテニスをしている先輩

方等にも声がけして一緒になってテニスを楽しんだ。会の 20 周年記念は浜田山で実施できたが、

間もなく浜田山コートが閉鎖された。その後

拠点を山中湖に移して 1泊 2日で再出発

した。 

山中湖のテニス OG 会は、新型コロナの影

響で 2年間休んだものの 2022年に「ウィ

ズ・コロナのテニス」として再開した（第 39

回）。 

またテニス OG 会の 25 周年、30 周年お

よび 35 周年の記念行事を開催してメンバ

ーの親睦を図ってきた。 

次は 40周年の記念行事を目指している。 

 

 

三井グラウンドが無くなって 20 年近くになろうとしている。長いようで昨日のようにも

感じられる。今回、投稿の機会をいただいて自身のテニス半生を見つめなおすと、この浜田

山のテニスが礎になってそこから多くの活動に広がっていることにあらためて気づいた。

幸運にも会社代表の HLTC 委員になれたことも大きい。普段試合のできない上級の色々な

選手とテニスをして技術や試合の組み立て方など教えてもらった。それもあってテニスの

技術も若干向上し、MCI の工場対抗戦「交歓会」や上海でのテニス会など社内のテニス 

イベントにも参加させてもらえた。 

一方で HLTC の委員をしたおかげで浜田山の歴史を知ることができた。特に「三井グラウ

ンドを創る」先人達の情熱、また「（半世紀以上に渡って）多くの三井系企業で働く人およ

びその家族の健康作りと豊かさを願う」諸先輩の志の高さにあらためて気づかされた。また

あの楽しかった思い出の浜田山コートにも大戦という大変な時期があったことも知った。 

 

 
浜田山最後のテニス OG 会（2005 年） 

 

第 39 回 テニス OG 会（2022 年） 
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上司が教えてくれた「テニスをし続けることが、自らの健康作りに役に立つ」ことは実践

できていると思っている。その過程で多くに人と交流できたことは大きな喜びであり同時

に財産にもなっている。浜田山という素晴らしいテニスコートでプレーできた経験が年齢・

体力との戦いをしている今の私のテニス活力にもなっている。 

諸先輩、テニス仲間の皆さんには大変感謝しており、テニス OG 会を今後も継続すると

共にできるだけ長くいろいろなテニス行事を通じてお付き合い願いたいと思っている。 

 

 

以上が HLTC や浜田山コートと共に歩んできた私の中の浜田山テニスです。お読みいた

だいた方と少しでも「浜田山」の想い出を共有できればこの上ない喜びです。 

最後に HLTC のお手伝い等に協力してくださった当時のスタッフの皆さん、そしていろ

いろご指導してくださった皆さんにこの場を借りて感謝申し上げます。           

参考資料：三井高井戸運動場・思い出集 

     全三井・全三菱テニス大会 50 年の歩み 


