
 

２０１５寧波市国際アマチュアテニス大会 

報 告 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜上空から見た寧波市(市役所ＨＰ引用)＞ 

 

日  程   平成２７年６月２６日（金）～６月２９日（月） 

滞 在 先   中国浙江省寧波市 寧波朗豪酒店（ Ningbo Langham Hotel ） 

試合会場   寧波市李坤テニスコート 屋外ハードコート８面（内、屋根付き４面） 

            屋内ハードコート２面（開閉式屋根） 

参加チーム  ① 浙江省寧波市１(中華人民共和国) 

② 浙江省寧波市２(中華人民共和国) 

③ 台湾(中華民国) 

④ 釜山(韓国) 

⑤ 上海代表(多国籍) 

⑥ 京都府長岡京市(日本国) 

参 加 者   冨岡 浩史  （長岡京市テニス協会 会長） 

中西 志津子 （長岡京市テニス協会 副会長） 

谷川 雅博  （長岡京市テニス協会 理事長） 

佐伯 瑠実  （長岡京市チーム 選手） 

田中 尚子  （長岡京市チーム 選手） 

海野 道子  （長岡京市チーム 選手） 

三古 剛   （長岡京市チーム 選手） 

松矢 雄志  （長岡京市チーム 選手）） 

活動内容   別紙のとおり 

 

平成２７年７月  
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【旅程１日目：６月２６日(金)】 

【集合・出発→渡航】長岡京市役所～関西国際空港→寧波国際空港～中国寧波市【集合・出発→渡航】長岡京市役所～関西国際空港→寧波国際空港～中国寧波市【集合・出発→渡航】長岡京市役所～関西国際空港→寧波国際空港～中国寧波市【集合・出発→渡航】長岡京市役所～関西国際空港→寧波国際空港～中国寧波市    

午前 10時に長岡京市役所に集合。

土家副市長や樋口体育協会会長に見

送られ関西国際空港に向けて出発し

た。空港での搭乗手続きなどを経て

定刻の 13時 50分に出発した。 

現地時間 15時 20分（以下、時刻

はすべて現地時刻。日本との時差は

１時間）寧波国際空港に到着した。 

飛行時間は約２時間半。入国審査

を通過しゲートを出ると、任氏（寧

波市人民政府外事ベン公室職員）が出迎えてくれた。 

天候は曇りであったが日本よりも湿度が高いためかじめじめとした暑さだった。寧波市国際

空港からは任氏が手配してくれた公用車で４日間滞在する寧波郎豪酒店（ホテル）へ向かった。 

 

【歓迎レセプション・開幕式】寧波朗豪酒店【歓迎レセプション・開幕式】寧波朗豪酒店【歓迎レセプション・開幕式】寧波朗豪酒店【歓迎レセプション・開幕式】寧波朗豪酒店    

空港から 30 分ほどでホテル

に到着。17 時 30 分からの歓迎

レセプションと開幕式に参加し

た。今回のテニス大会には日本

のほかに韓国や台湾、上海から

の参加があった。 

歓迎レセプションは寧波市体

育協会会長の歓迎あいさつをは

じめ、寧波市人民政府外事ベン

公室副主任の叶氏の主催者あい

さつ、各チーム監督の紹介、試

合での注意事項などの説明が行

われた。最後に試合順を決める抽選会が行われ、その結果、長岡京市の初戦は寧波市１と行う

ことになった。その後、乾杯の発声に

より、懇親会がスタートし、参加チー

ムごとに割り振られたテーブルでは、

さまざまな中華料理が振る舞われた。 

また、参加者は初めて出会う選手と

の自己紹介や、参加の意気込みを見せ

るなど、言語は違っても時間が進むに

つれ、テーブルごとに、チーム間での

交流も盛んに行われ、随所で乾杯や歓

談する姿が数多く見受けられた。 
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【旅程２日目：６月２７日(土)】 

【試合①】寧波市李坤スポーツセンター【試合①】寧波市李坤スポーツセンター【試合①】寧波市李坤スポーツセンター【試合①】寧波市李坤スポーツセンター    

午前８時過ぎに試合会場に向けてホテルを出

発した。会場の寧波市李坤スポーツセンターま

では大型バスで約 15分。寧波市李坤スポーツセ

ンターには屋外テニスコートが８面、屋内テニ

スコートが２面、他にも陸上競技用や、フット

サルコートや屋外バスケットコート(半面)など

様々な施設があった。 

試合は男子ダブルス、女子ダブルス、ミック

スダブルスの３試合で勝敗を決める。長岡京市はルールにのっとって試合を行うため、男性４

名、女性４名で参加したが、他のチームでこのルールを守っていたチームはなかった。 

１試合目は寧波市１と対戦した。結果は０－３で寧波市１の勝ちであった。 

＜対 寧波市１＞ 

■男子ダブルス：三古・松矢 

■女子ダブルス：田中・海野 

■混合ダブルス：谷川・佐伯 

 

【試合②】寧波市李坤スポーツセンター【試合②】寧波市李坤スポーツセンター【試合②】寧波市李坤スポーツセンター【試合②】寧波市李坤スポーツセンター    

テニスコートは屋外８面中４面にドーム型の屋

根があり、雨や日差しを遮れるようになっていた。

基本的に屋根のあるコートで試合を行っていたが、

２試合目から屋根のないコートも使用するように

なった。２試合目は寧波市２と対戦した。結果は、

０－３で寧波市２の勝ちであった。 

＜対 寧波市２＞ 

■男子ダブルス：三古・松矢 

■女子ダブルス：田中・海野 

■混合ダブルス：谷川・中西 

 

【試合③・④】寧波市李坤スポーツセンター【試合③・④】寧波市李坤スポーツセンター【試合③・④】寧波市李坤スポーツセンター【試合③・④】寧波市李坤スポーツセンター    

午前中の２試合を終えると、全チーム一旦ホテ

ルに戻り昼食を摂った。午後の試合は 15時 30分

開始で、台湾、韓国チームと対戦した。 

＜対 台湾＞ 

■男子ダブルス：三古・松矢 

■女子ダブルス：佐伯・田中 

■混合ダブルス：中西・海野 

台湾チームとの対戦は、１－２で台湾チームの

勝ちであった。 
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＜対 韓国＞ 

■男子ダブルス：佐伯・松矢 

■女子ダブルス：谷川・海野 

■混合ダブルス：三古・田中 

韓国チームとの対戦は、０－３で韓国チーム

の勝ちであった。午後の２試合を終えて、全チ

ームホテルに戻り夕食を摂った。夕食後は、ホ

テルのバーにて、本日の試合を振り返って参加

者同士で談笑した。 

 

【番外編】寧波市の街並み【番外編】寧波市の街並み【番外編】寧波市の街並み【番外編】寧波市の街並み 

今回滞在した寧波郎豪酒店は、寧波市の中でも新都心

と呼ばれ、急速に整備がされている一画にあった。ホテ

ルの周辺は、近代的な外観の建物が立ち並び、夜には建

物がライトアップされるなど、新都心の名にふさわしい

街並みが広がっていた。一方で、ホテルのある一角から

少し離れると、道路脇に

建築資材が置かれていた

り、早朝から建設工事を

行われるなど、新都心へ

と変貌を遂げる半ばの様

子を見ることができた。

また、新都心の周辺道路も片側４車線の道幅を有し、空港と

結ぶ高速道路とほぼ変わらない巨大道路である。 

人民政府としては、東京都心のようなビジネスセンターをつくる計画で急ピッチに進められ、

順次、地下鉄も開通している。私たちの感想としては、ここは中国とは思えなかった。 

 

 

【旅程３日目：６月２８日(日)】 

【試合⑤】寧波市李坤スポーツセンター【試合⑤】寧波市李坤スポーツセンター【試合⑤】寧波市李坤スポーツセンター【試合⑤】寧波市李坤スポーツセンター    

３日目は屋内のテニスコートを使用した。テニ

ス専用の体育館に２面コートがあり、開閉式の屋

根を備えていた。５試合目は上海チームと対戦し

た。 

＜対 上海＞ 

■男子ダブルス：三古・松矢 

■女子ダブルス：田中・海野 

■混合ダブルス：中西・佐伯 

上海チームは、上海にある国際テニス大学のコーチが参加しており、中国人だけでなくアメ

リカやロシア、チェコ、南アフリカ人で構成される多国籍チームという様子であった。上海チ

ームとの対戦は、１－２で上海チームの勝ちであった。 
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【表彰式】寧波市李坤スポーツセンター【表彰式】寧波市李坤スポーツセンター【表彰式】寧波市李坤スポーツセンター【表彰式】寧波市李坤スポーツセンター    

すべての試合が終わった後、表彰

式が行われた。寧波市体育協会会長

のあいさつの後、順位が発表された。

長岡京市は第３位で、１位は寧波市

１であった。 

表彰式の後、寧波市テニス協会名

誉会長から、「テニスでまた会いまし

ょう」という内容が書かれた直筆の

書物を頂き、再会を約束した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【寧波市内観光】寧波市博物館・美術館周辺【寧波市内観光】寧波市博物館・美術館周辺【寧波市内観光】寧波市博物館・美術館周辺【寧波市内観光】寧波市博物館・美術館周辺    

表彰式の後、ホテルに戻り昼食を摂った。14

時 30分にホテルを出発して、台湾、上海チーム

と共に、寧波市観光に出発した。 

到着したのは寧波市博物館。任氏によるガイ

ドのもと、寧波市の歴史について、数々の展示

物を見ながら紹介された。寧波市は、海から近

いことと、海へ向かって大きな川が流れている

ため、古くは遣隋使の立ち寄る都市であった。

人、物、思想の流れなど、歴史を日本以外

の立場から知ることができる貴重な機会で

あった。 

博物館を出発後、外国人が多く訪れる美

術館の周辺の川沿いでバスを停めて、市内

を散策した。 

石畳の街並みは、中国でありながらどこ

か西欧を感じさせ、昔から世界との交流が

あったことをうかがい知ることができた。 
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【夕食】寧波市内寧波飯店【夕食】寧波市内寧波飯店【夕食】寧波市内寧波飯店【夕食】寧波市内寧波飯店 

市内観光の後、寧波中策科銀申子有限

公司の王氏、株式会社工進の長谷津氏ら

に寧波飯店にお招きいただき、夕食をご

ちそうになった。 

王氏は以前長岡京市にある木下電子工

業㈱に研修生として来られていた。 

それ以降、長岡京市と寧波市の友好姉妹都市交流

にご尽力いただいており、今回もお世話になること

となった。 

宴席では、テーブルいっぱいの北京ダックやスッ

ポンなどの豪華な中国料理が振る舞われ、今回参加

したテニス大会の話や中国と日本の違いなどについ

て話が弾んだ。 

 

 

 

【旅程４日目：６月２９日(月)】 

【帰国】中国寧波市～寧波国際空港→関西国際空港～長岡京市役所 

午前７時にホテルを出発し、寧波国

際空港へ向かった。ゲートの前で４日

間随行していただいた任氏と別れ、定

刻より40分遅れての10時10分に離陸

した。 

13 時 25 分（以下、時刻はすべて日

本時間）に関西国際空港に到着し、日

本を出発した時と同様に、市秘書課の

皆さんに市役所まで送迎していただい

た。 

市役所には 16時 10分に到着し、中

小路市長にテニス大会参加（寧波市訪問）の報告をした。大会では３位であったこと、中国で

は寧波市、また王氏らから歓迎を受けたこと、誰一人体調を崩すことなく帰国できたことなど

を報告し、解散した。 
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月日 日本時間 現地時間 内容 場所 備考

10:00 長岡京市役所　集合 市役所前駐車場 参加選手団集合・荷物点検

10:30 長岡京市役所　出発 市役所前駐車場 ハイエース１０人乗り(運転手：喜多課長・黒田主事)

11:50

空港到着
・搭乗手続き
　（４階Ｇカウンター）
・手荷物預け入れ
・セキュリティチェック
・出国審査　　等

＜搭乗手続き＞
出発時刻の１時間前

（12：50）までに
済ませておく

12:20 昼食 空港内での食事(本市負担)

13:30 搭乗ゲートへ移動

13:50 飛行機　出発 中国東方航空 MU2098

16:20 15:20
寧波国際空港着
・入国審査
・手荷物引き渡し

寧波国際空港
寧波市担当、任氏に連絡

17:00 16:00 ホテル着
（ T:(86) 574 8908 9999 ）
http://ningbo.langhamplacehotels.com.cn/
住所：中国寧波江東区中山東路2109号

18:30 17:30 歓迎レセプション・開幕式 その後、引率者会議、対戦順を決定

7:30 6:30 朝食 寧波朗豪酒店 ホテルバイキング　　※ホテルからコートへはバス送迎

9:30 8:30 試合(午前)
寧波市李坤
テニスコート

リーグ戦　※ハードコート(屋外)

13:30 12:30 昼食 寧波朗豪酒店 ホテルバイキング　　※ホテル⇔コートはバス送迎

16:30 15:30 試合(午後)
寧波市李坤
テニスコート

リーグ戦  ※ハードコート(屋外)

20:30 19:30 夕食 寧波朗豪酒店 ホテルバイキング　　※コートからホテルへはバス送迎

7:30 6:30 朝食 寧波朗豪酒店 ホテルバイキング　　※ホテルからコートへはバス送迎

9:30 8:30 試合(午前)
寧波市李坤
テニスコート

リーグ戦  ※ハードコート(屋内)

13:30 12:30 昼食 寧波朗豪酒店 ホテルバイキング　　※ホテル⇔コートはバス送迎

15:30 14:30 表彰式及び市内観光 市内観光 任氏によるガイド案内（博物館等）

19:00 18:00 歓迎夕食会 寧波飯店
研修生であった王氏(会社社長)の計らいによる
　　　　　　　　　　【電話】1395-83-10160
※木下友好交流協会会長が事前に電話連絡

7:30 6:30 朝食 ホテルバイキング

8:00 7:00 ホテル出発 ホテルから空港までは公用車（外事弁公室）送迎

8:30 7:30

寧波国際空港着
・搭乗手続き
　（４階Ｇカウンター）
・手荷物預け入れ
・セキュリティチェック
・出国審査　　等

寧波国際空港
※任氏とはここでお別れ
＜搭乗手続き＞
出発時刻の１時間前（8：50）までに

11:10 10:10 寧波国際空港発 中国東方航空 MU2097　※40分遅れの離陸

13:25
関西国際空港着
・入国手続き
・手荷物引き渡し

13:45 関西国際空港発 ハイエース１０人乗り(運転手：喜多課長・黒田主事)

14:20 昼食（～15：10） 阪和道岸和田ＳＡ 岸和田ＳＡでの食事(本市負担)

16:10 長岡京市役所着 長岡京市役所 表敬訪問・報告

２０１５寧波市国際アマチュアテニス大会・滞在スケジュール２０１５寧波市国際アマチュアテニス大会・滞在スケジュール２０１５寧波市国際アマチュアテニス大会・滞在スケジュール２０１５寧波市国際アマチュアテニス大会・滞在スケジュール

関西国際空港

２６日(金)２６日(金)２６日(金)２６日(金)

【出国】【出国】【出国】【出国】

寧波朗豪酒店
（Ｎingbo

Langham Hotel）

２７日(土)２７日(土)２７日(土)２７日(土)
大会１日目大会１日目大会１日目大会１日目

２８日(日)２８日(日)２８日(日)２８日(日)
大会２日目大会２日目大会２日目大会２日目

２９日(月)２９日(月)２９日(月)２９日(月)

【帰国】【帰国】【帰国】【帰国】

寧波朗豪酒店

関西国際空港


