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春一番のこの大会、春の嵐が吹き荒れる中で

行われました。選手の皆さんは、その風を敵に

したり味方にしたりして、必死にボールを追い

かけていました。

一般の部  64名
大熊明日美 (個    人)

渡辺 友子 (瀬谷グリーン)

横田 久代 (横 浜 ロー ン)

柚山 由香 (横浜スポーツマン)

深津祐美子 (開成グリーン)

松田美根子 (磯子エレガンス)

橋本 博子 (夢見ヶ崎ローン)

駒  智江 (ウ イ ン ズ)

50才以上の部  21名
間宮 茂子 (湘南ハンドレッド)

森  経子 (鎌舗子カントリー)

竹内千恵子 (湘 南 ロー ン)

高須賀志保子 (横浜ガーデン)

55才以上の部   6名
及能真理子 (サ ン トリー)

阿部千代美 (マキシマルTA)

60才以上の部  9名
蓬田 智乎 (鎌倉宮カントリー)

中オ寸阿祐ゴ子 (横須賀ダイヤランド)

金剛寺愛子 (芙

稲垣寿恵子 (市

蓉 )

尾 )

Aブロック
4月 10日 ～12日

等々力庭球場

一般の部  126組
高橋・谷川 (東急瞼山。東急有馬)

相田 。水川 (ケ ンウッド・亀の甲山)

中野・川島 (NA城郷。
T―For―Yo■)

長谷場。福田 (左 近山 。あざみ野)

50才以上の部  9組
藤平 。矢後 (横 浜 ガ ー デ ン)

嶋田・高谷 (市   ヶ  尾)

61
46
61

*初めての大会で優勝できて感激です。 0目 田)

*良いパー トナーに恵まれ、最後まで楽しく試合ができました。

ゲーム運びも教えてもらい勉強になりました。 (水川)

*こ こまで頑張れた

のもペアのお陰で

す。 (長谷場)

*苦 しい試合が多く

精一杯でしたが卒

業できて夢のよう

高谷・嶋田・福田。相田。長谷場。水|||  です。 (福田)

*長年の目標が達成できひと区切りついた感じです。

*重い私を引っ張つてきてくれたペアに感謝します。

(嶋田 。高谷)

大熊・深津

3月 6日 ～ 8日

平塚 桃浜・田村コー ト

*い つもの故障もな く、精神

面でも落ち着いて試合に臨

めました。 (大熊 )

*2人 目出産後の初試合に優

勝を目指 したが、体力不足

に歯がゆい思いを… (深津)

*早めに相手を振って向こう

のパターンにしないように

攻めました。 (間宮 )

*相手のクロスが好調で自分

の好 きな逆クロスが使えま

せんでした。 (竹内)

*3年ぶ りの参加です。いつ

も相手の様子 をしっか り見

てか ら考えます。 (及能)

*相 手の落ち着きに負けまし

たが、審判のついた試合が

出さ嬉 しいです。 (阿部)

*一つでも集中力が欠けてい

た ら負けで した。年齢別の

試合は嬉 しい。 (中村 )

*力 を抜いてのコン トロール

を目指 します。クラブの方

家族 に感謝c(稲垣 )

バk育ヒ。
F可

ァナメント

63
26
60

大熊

間宮・竹内

中村・稲垣
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Bブロック

4月 10日 ～ 12日

長浜・`金井公園

一般の部

辰巳・尾山

須江・小枝

甘粕・青木

宮原 。田中

108組

(鎌倉シーサード・ラ・ベーラ)

(KTC,上郷グリーンヒル)

(逗  子  T C)
(サ ン ブ リ ッ ジ)

50才以上の部  13組
山住・塚脇 (上郷グリーシヒル・鎌倉ローン)

坂田 。館岡 (上郷グリーンヒル)

Cブロック

4月 10日 ～ 12日

桃浜 。田村コー ト

ー般の部  148組
須藤・山崎 (カ  ト レ ア)

加藤・杉山 (寒 り|| ロ ー ン)

真鍋 。金山 (厚  木  国  際)

松尾・牧野 (高 麗山・カ トレア)

50才以上の部  11組
植松・堀内 (小 田 急 は た の)

二上 。木次谷 (湘 南 ロ ー ン)

Dブロック

4月 10日 ～ 12日

相模原グ リーン

*苦労の成果がやつと実 りました。有難うご

ざいました。 *今 日はやつている事全てつ

いていて最高の出来です。 (甘粕 。青木)

*初戦から若い人達と辛い試合が続きました

が卒業でき嬉しいです。 (須江 。小枝)

(3)

・須江・甘粕 。青木

*パー トナーとお互いに

カバーし合いながら頑

張れました。最後まで

気を引き締めて攻めて

いけた事がよかつた。

有難うございました。

(坂 田・館岡)

加藤・杉山

62
61

小枝

*この卒業を糧にこれからも細く

長く続けたいと思います。

*ペアに恵まれて優勝出来まし

た。応援を頂いた皆さん有

難うございます。

(加藤・杉山)

甘粕 。青木

61

一般の部  72組
千葉・菊池 (中  央  林  間)

土屋 。林 (相 模原 グ リー ン)

秋和・石黒 (相模原スポーツガーデン)

永重・島路 (瀬 谷 グ リ ー ン)

50才以上の部  H組

磐言!響柔糧浜I集ピ]マ男}∬f肝

*お互いの力を信じてがんば りました。卒業でき

てうれしいです。 (土屋)

*すべてペアのおかげです。応援のみなさんに感

謝しています。 (林).

*ペアと励まし合いながらここまで

来れ、練習相手をして頂いた先

輩方に感謝です。(真鍋。金山)

*3年目にして悲願の優勝でした。

ペアのそして皆さんの応援のお

陰です。有難うございました。

(上松 。堀内)

林・土屋・永重・島路

*これからも子育てとテニスをしつ

ぱい、いっぱい頑張ります。

(永重)

*長年の夢だった卒業ができて

最高に幸せです。 (島路)

*応援のおかげです。 *二人

頑張れてよかった。 (青木 。塩野)

ざ
一野・一一一̈塩

でお互し

*ルール基本問題 ○か×をいれてください。(P6につづく)答えはP7
1( )ボールは何色を使用してもよい。

2( )イ ンプレー中、よそからボール等が入つてきて、ボールを打った後にプレーヤーが「レット」をコー

ルした場合、どんな状況でもレットは成立する。

3( )ス コアがわからなくなった時は、双方のプレーヤーが合意できるスコアまで戻り、再開する。

63
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館岡・坂田

｀
金山・真鍋
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堀内 。上松
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611加藤・杉山

土屋・林
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4月 3日 ～ 5日

v                               横浜スポーツマンクラブ
この大会は日本に於いても、「高年齢女子のトーナメントを開催したい」との強い思いを抱いていらした、

武石様が作られた大会です。亡くなられて一年、今年も満開の桜のもと、ベテランの皆様に大勢参加してい

ただき、会場は大変盛り上がりました。

65才以上の部 5組
永井・坂本 (横浜スポーツマン,宮崎台)

斉藤 。布り‖ (鎌倉宮カントリー:齢ローン)

草生・増田 (夢見ヶ崎ローン・希望が丘)

渡会 。白石 (高麗山・青葉台田園)

60才以上の部  8組
遍劃藤・扇:』京 (横浜スポーツマン・個人)

茂原・矢込 (小田急藤沢・レニックス)

稲垣 。国広 (市 ヶ尾 。宮崎台)

田淵・橋山 (タ チバナ。NA城郷)

55才以上の部 26組

/1ヽり|卜 白り咋 (横浜スポーツマン1和泉)

里予断等 ・ 本寸」三 (鎌倉シーサイド,上郷グリーンヒル)

がk育ヒ。 55t易  (サントリー,上郷グリーンヒル)

滝本 。大谷 (相模原グリーン)

50才以上の部 66組

嵐 。境 (横浜スポーツマン)

長島 。小泉 (寒 り||ロ ー ン)

望月 。丸田 (横浜スポーツマン)

岩里 。神長 (旭台。淋楠ファミリー)

高橋 税田 日下

柴崎 柚山 土屋

橋本 加藤 岩里

高橋 橋口 境

*長く続けていたお陰でこ

んなに嬉しい事が巡って

きました。70才以上の方

の参加が大勢になるよう

願っています。

(斉藤 。布川)

*ボールを良く見ることに

専念して臨んだ事が良い

結果になった。大先輩ば

かりの中、胸を借りる思

いで一つ一つ一生懸命で

した。 (茂原・矢込)

―J86

茂原・矢込

*10年ぶりに組んで二人共

にこの大会初出場そして

初優勝。シングルス得意

の私達がお互いに助け合っ

て楽しく出来ました。

(及能 。関場)

*ベテランは個性的なテニ

スでミスも少ない。その

中で勝つのが大変でした。

*ロ ブが持ち味のペアが最

後良く沈めてくれた。

(嵐・境)

関場・及能

3月 21・ 22日

荏原 SSC 60組 (360人 )

*いざコートに立つと必要以上にりきみ、

あせる30代、40代、まだまだ若い?さ

すが百戦錬磨の50代、チームの動揺を

もろともせずに全勝 llテーム戦の醍醐

味を楽しんだ2日 間でした。 (橋 口)

κL7Tチーム戦 ら37′物杯
穏やかな春の日ざしの中、昨年までのアムウエイ杯に代わって

チーム戦 「美知花」杯が行われました。初日のクイックエステに

人気が集まりましたが、コー トの上の試合もたいへん見応えのあ

るチーム戦でした。優勝チームは 8月 22日 に軽井沢で行われる決

勝大会に出場します。
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小林 田中 長島

岡田 加藤 小泉

おじゃまんぼう

田中 鈴木 吉岡

楠原 丹野 神野

布川・斎藤

境・嵐

寒川スイトピーズ

エステマニア

珊

S4

葬
日

瑞 及 能
・

関 場

」 86 嵐・境
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瑞
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エステマニア
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月29～ 30日  4会 場 401組

月12～ 13日  64組 南毛利
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編 齢品 赫 講轟熱議鳳雲轟
神 奈 り|「県 大 会

珠甚品嘉轟ぷ出品墨
ⅢⅢⅢ

昭和57年 に試合経験の浅い人達への励みになればとの願

いに、故桑名寿枝子様よリトロフィーが寄贈されて始まっ

た大会です。参加基準をブロック別ダブルス 1、 2回戦敗

退者としていますが、年々レベルが高くなっています。特

に本選 2日 目はすば らしい試合ばかりでした。卒業おめで

とうございます。今後の活躍を期待しています。

十重田。小林 (テニスパーク湘南)

佐々 木。長田 (ゼ   ス   ト)

三上 。八木 (N A 城  郷)

志田 。近森 (ス ティキーズ。森の里)

上野・荒木 (津久井浜グリーン)

桜井・斎藤 (f e e  l)
大石・横りII(サントリー・左近山RTH)

白市 。大岡 (シ ー ド ア ヤ セ)

卒業生の皆さん

*準決、決勝と競った試合を最後まで、二人の気持が

ビッタリで、良いダブルスができました。皆さんに

心から感謝しています。 (桜井)

*初 日の大きなプレッシャーからぬけて優勝で卒業で

き感激です。 (斎藤)

ボロボロです !安定せず辛かった。でもステキな 3日 間

でした。八木さんに感謝 l皆 さんに感謝 l(三上)

クラブのみんなに励まされ、頑張れた試合でした。 (八木)

勤決定戦
轡雀:員詈

*

*

監督 :入澤多恵子 7月 6日 朝日生命久我山スポーッセンター

選手 :Ll 桜井・斎藤  聰 2 三上・八木  聰 3 白市・大岡

リ

が

ヤッター優勝 !!みんなみんなで頑張りました。グループ分けの埼玉戦に3-0で勝ちAチームに入り、

―グ戦では群馬に3-0、 東京、千葉に2-1と競り勝って優勝できました。将来を担う選手のみなさん

、これからもっともっと楽しいテニスライフが送れるように願つてやみません。

桑名杯バンザイ !lそ して応援の皆様ありがとうございました。 (入澤)

監督 :大関ヨシ子

選手 :相 田・水川  甘粕 。青木  林・加藤  真鍋・金山

5月 17日

大官第二公園庭球場

須江 。小枝 (各ブロック優勝、準優勝者)

さわやかな五月晴れのもと、今年は大宮で行われました。

グループ分けでは栃木に5-0と圧勝して好調なすべり出

しを見せましたが、Aグループのリーグ戦ではあと一歩及

ばず惜しくも三位でした。選手の皆さんは、この大会を通

じて何かを得たものと思います。これからに生かして下さ

い。選手、役員、応援の皆様ご苦労様でした。 (大関)

一重

一

一
目

一一一．．

一ブ
一

|□
●
ツ
一

親 |局|」| 一〈
〓

桜井

斎藤

埼玉 茨 城 千葉 神奈川 成 績 順位

埼 玉
つ
０

９

″

０
０

９

“ 14 0勝 3敗 41立

茨 城
つ
４

０
０ 14 41 2勝 1敗 2位

千葉
９

″

０
０ 41 32 3勝 0敗 1位

神奈川 41 14 つ
０

９
４ >＼＼11勝 2敗 3位

ブロック 開催 日 会 場 面 数 参加数 内 容

A 3//8 横浜ガーデン 8 135 6チームの団体戦、ゲストにチャレンジ、ミニレッスン

B 3/13 横須賀ダイヤランド 199 1チーム4組の予選リーグ、順位別決勝 トーナメント

C 2/28 荏原 SSC 14 223 すみれ (2面)一般 (12面)でゲストと一緒にゲーム

D 3//8 サントリー 151 プロのレッスン、ゲストとキャプテンによる基本練習
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Aプロック 7月 3・ 4日

都田コー ト 92組

初めての公営コー トで不安もありましたが、

梅雨時にもかかわらずまぶしいほどの太陽の

下で無事に終了しました。 日陰もなく参加者

の体調が心配でしたが、皆さんの一生懸命さ、

そして楽しそうにテニスをしている姿が印象

的でした。 (橋本)

Dブロック 6月 19日  相模原グリーン 120組 
｀

7月 10日  横浜スポーツマンクラブ 88組
お天気に恵まれて、各クラブの方々のご協力のもと無事終了出来ました。ありがとうございました。試合

経験によってコー ト分けをしましたので、競る試合があって面白かったのではないでしょうか。選手の方達

も暑い中、必死でボールを追いかけていましたが、もう少しアウトコール、そのハンドシグナル、サーバー

のカウントコールがはっきりしていた方が良かったと思いました。 (只隈)

Bプロック 7月 3日

金井公園

南郷上の山公園 111組

28ブ ロックに分かれてリーグ戦を行い、試

合を全て終了できました。みなさん試合もと

ても楽しそうな様子で、取 り揃えた賞品を選

ぶのもうれしそうでした。 (末木)

.●
コロロ|ロ ロロロHHロ ロH、

ヽ

″)ヽ  1..ロ … い■J……….
日韓親善女子テニス大会に参加して 土屋千代美 (相模原グリーン)

今年で20回 を迎えるこの大会は、 日本と韓国の友好と親善を目的に開催地を日本と韓国交互に毎年開

かれています。 日本からは、朝日レディース全国大会の上位 3県に 1ペアの参加となっていますが、都

合により私達が参加することになりました。しかも今年の開催

地は韓国です。このようなチャンスは減多にありません。去年

からの私の強運はまだまだ続いていたようです。

6月 5日 、東洋のハワイといわれる風光明媚な済州島での試

合を楽しみに、役員の方 々と出かけました。

ホテルでは韓国テニス協会の盛大なもてなしを受けましたが、

美しいチマチョゴリをまとった韓国選手の方達のバイタリティ

溢れるパフォーマンスに圧倒されました。日本選手も「釜山港

へ帰れ」を韓国語で熱唱し、一緒に手を取り合って踊 り、楽しい交流をさせて頂いた夜でした。ペアの

氏家さんは、ハングル会話集を片手に精力的に親善に努めていて、どこでも頼りになるペアです。

さて、肝心の試合の方は、雨の為午後だけになってしまい、 3ペ アとも競った試合で頑張ったのです

が、惜しくも 1-2で敗れてしまいました。韓国選手のパワフルで積極的なプレイに押されて、悲願の
1鰊 磁‐壇が悪:瞳.:瞥■lll■ 1鳳■■■■■li暉 1lIレ_騰 粁 ナ■い き 斗 ム 不 : ち勝はな りませんでした。

しかし、言葉は違っていてもひとつのボールを打ち合うことで、心も

通い合うような楽しさを感じました。そして、最後の夜は、「みんなで

行けばこわくな～い」と、念願のエステに。お肌すべすべ状態で、翌日

はソウル観光をして帰つて来ました。焼肉もキムチもおいしかったあ― !

このように楽しい機会を与えて下さいました日本女子テニス連盟の方々

に深く感謝申し上げます。また、応援に来て下さった皆様にも大変お世

話になり、ありがとうございました。

Itllllllllrlltllllllltrrlrlltllltllllllllrlrlrrrrrrrrrrrrr:Iltlllllrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrllrltllllllltlllrttfl

*ルール基本問題 ○か×をいれてください。答えはP7
4( )プ レーヤーが順序を誤ってサービスをした場合、その間違いが発見され次第、順序を正さなければ

ならないので、その間のポイントも無効となる。

5( )イ ンプレー中、シューズが脱げてしまったので、「レット」をかけた。

ひまわリテニス大会



ボランティア委員会に感謝状
去る 7月 22日 、第51回横浜市身体障害者福祉大会に於いて、私達ボランティア委員会は、障

害者テニスの普及発展に貢献したとして、その功績に対し感謝状をいただきました。

昭和62年 より自ら競技をするだけでなくテニスができる

喜びを社会に還元したいと、約10名 のボランティア会員で

心身障害者にテニスの指導を始めました。

現在会員は110名 です。内に閉じこもりがちな障害者に

対し、まずコートに出てきてくれることを考えました。

参加者全員が交流を深め練習会や大会に、また次への生

活の活力にされるように努力してまいりました。

この度、思いがけずも横浜身体障害者団体連合会より、

その活動に対して感謝状をいただきましたこと、会員一同大変誇 りに思っています。

今年は、障害者クラブと共に創りあげてきた 「ヨコハマハンディテニス大会」が11月 25日 、

横浜三沢公園コー トにて、第10回記念大会が行われます。私達の持てる力を結集して臨みたい

と準備していますので、ぜひ多くの方々の応援をよろしくお願いいたします。

(ボ ランティア委員長 牛村智恵子)

ず 7白 旅.行.会‐

第‐3回 ルール勉強会

*ルール基本問題 答えはすべて×です。

勉強会のテキス トから出題しました。不明な点は審判委員

またはルールに精通している人に聞いて下さい。

募金報告   難民救済募金 145,306円
今年前半の大会、親睦会などからの募金です。皆様の暖か

いご支援、ありが とうございました。

第16回 すみれ親睦会
3月 29ロ  サン トリーTG戸塚 146名

開始30分 ほどで雨に降 られ、あれ これ と

心を痛めた親睦会になって しまいました。

70歳以上の方に感謝の花束を贈 り、次の

会のお天気を願いました。 (信夫利津子)

*秋には、チーム トーナメント、他県訪間親睦旅行 (宮崎県)が計画されています。

6月 4・ 5日  スパウザ小田原 56名

最高のお天気に恵まれて、賑やかな団体戦を

始め、賞品には新茶が。夜はカラオケ、ボーリ

ング、麻雀、これには初心者の手ほどきもあり、

皆さん大いに楽しまれました。 (鈴木和子)

6月 7日  講師 :鈴木澄子  荏原 SSC

例年雨に祟られるルール勉強会ですが、今年は素晴らしいお天気

に恵まれました。 140名 以上の方々の参加を頂き、鈴木澄子さん

のユーモア溢れる名講義に 2時間があつという間でした。

午後は、コートで審判部のデモンストレーション、そして各コー

トに分かれてSCUの実践を。中にはラインの練習をする人も大勢

いて、いつになく楽しい練習会になりました。アンケートを参考に

して次回も、よりわかり易いルール勉強会が出来たらと思っていま

す。みなさま、ありがとうございました。 (竹 田令)

*編集後記 *

あついあつい夏ですが、このコー トメー

ルが届く頃には、秋風も吹いていることで

しょう。数多い大会、行事報告を載せなが

ら、それをこなしている女子連の大きさを

あらためて感じています。 (長島廣子)
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確かなコントロールを生み出す

新素材アモルファス
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