


長い問

ご苦労様でした

(左上から)

氏家・税田・朝尾 鈴木
高橋・遠藤・谷・(多 門)

(左から)

東方久美子

佐藤 高峰

菊池久美子

新部 由美

(亀の甲山〉
=(メ ルコ鎌爾 :

(個 人)'|
(湘南ファミ等■ )

(左から)

【A】 村上 佳子
【B】 丹野 邦子
【C】 戸田富美子
【D】 境 真由美

(東急瞼山)

(上郷グリーンヒル)

(左上から)

すみれ長/坂口 久子

審 半」長/飯田 悦子
務ンティア長/鶴岡美津子

広 報 長/林  明美
広  報/若林 美江

(あざみ野ローン)

(南林間)

(鵠沼グリーン)

(相模原グリーン)

(YSC)

米岡 喜代美 (丁丁K)

この度ブロック長をお受け

する事になり、不安と緊張

の日々 ですが先日無事 (?)

にブロックダブルスを終了でき、

ホッとしています。数々のイ
ベント、理事会、ドロー準

備と′自、つく暇もなく正直驚い

ていますが、新しい出会い

を楽しみに少しでもお役に立

てればと思っております。ど

うぞ、ご指導、ご協力を宜

しくお願い致します。

楠原 淳子 (鎌倉□―ン)

女子連には今まで選手とし

て随分お世話になって来ました。

この度ブロック運営のお手伝

いをさせて頂く事になり、ご恩

返しが出来る喜びを感じると

同時に、ブロック長としての責

任の重さにかなりのプレッシャ

ーも感じています。 スタッフと

力を合わせ、諸先輩方が築き

上げた女子連の伝統を守りつ

つ前進するために惜しみない

努力をして行くつもりでおります。

用瀬  善枝 硼南ハンドレッド)

結婚してから主人にテニ

スを教わり、特に試合は楽

しくをモットーにして来ました1

家族の理解、そしてクラブ

の皆様 ・先輩・友達にお

世話になって感謝の気持ち

でいっぱいです。その気

持ちを女子連のお手伝い

でお返し出来たらと思って

おります。宜しくお願い致

します。

望月 節子 (YSC)

この程ブロック長をお受けし

重責と緊張の日々 を過ごしてお

ります。子供が幼稚園に入り

自分の時間に余裕が出来、何

かスポーツ?と 思ったのがテニ

スでしたcお蔭で沢山の友人

を得、介護の時にも気分転換

となり、父母に優しく接する事

が出来ましたcテニスに出会

えた事に感謝の気持ちで一杯

です。未熟な私ですが、精一

杯努力していきたいと思います。
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ブロック理事・委員会

審判委員

ボランティア委員

すみれ委員

麟 ■女
プ 悧県大会

テニス大会

県女子ダブルストーナメント

関東八都県シニア親睦大会 茨城県

永田 文子 (中央林間)

予沢あさみ (相棋,1グリーン11

宍戸千江美 鱒谷刺―ン)|
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=平 成18年 度神奈川県女子テニス連盟行事予定

*すみれ会ダブルストーナメント

ダンロップレディーステニストーナメント 112/12(火 )

県女子シングルストーナメント

本選 鰺:9/25(月 )～ 27(水 )     予 9/28(本 )

り‖山奇さとり(相模原グリーン)

横浜ラポール

横浜スポーツマンクラブ

小 日原テニスガーデン

湯河原ラケットクラブ

昭和の森スポーツセンター

荏 原沐H南スポーツセンター

長野県軽井沢風越公園

厚本市営南毛利スポーツセンターテニスコート

*ルール・マナー勉強会

1 211」

4 241月
'
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予 4/25(火 )

神奈川レディースヨネックス

テニストーナメント

予 4/25(火 )

予 4/26(水 )・ 27(本 )

等々カテニスコート

関東八都県対抗親睦大会 (一般 ) 15/9(火 ) 予 5/10(水)

*すみれ会一泊旅行 1 5/18(オ|)・ 19(金:)

関東人都県親睦大会 (桑名杯 )東京都

'7/5(ピンクリボンレディース

テニストーナメント 全国大会 鶴 10/30(月 ) 31(ゥK)

母と子のテニス大会

軽井沢カップ :8/25(金 )

*すみれ会チ亀トーナメント パ抗7は

'.:.チ

:;.傷賦.

*・ … 委員会開催   予・・ :順延日

2/27(火 )・ 28(水 ) 平塚市立田村軟式庭球場

ク(チケット)

ク(広報 )

会計 :冨 岡富美江 (SPC)

中島  英 (ケ ンウッド
′rc)11本1 久子 1鎌倉シーサイド)1高 円 昌子 供蓉)

1中野 恵子 (城猥r) 内藤由美子 1横 須賀ダイヤラン■ 沖  行代 |ファーストレディース|1堀  佐知子 (笠間)

坂倉美知子 (青葉台ローン)1古屋由美子 鎌倉宮カントリー)1駒  智江 (ベルエール)1笠 倉ひとみ (和 泉)

1 3/23(フト)

61木

横浜ラボール

水

　

火 || |■ ■  荏原沐‖南スポーツセンター

かなカサ)女 1生 センター

5/23(火 )        ■ 3■ ネ|(人1 横須賀ダイヤランドTC
5/23(火 )・ 24(水)    予ら・薔 (本■ 平塚市立わL浜 町庭球場
5/23(火 )     予‐ 21(本 )2■・・■ 横浜スポーツマンクラブ

本戦 ●16/13(火 )・ ]4

全国大会■111/8(71t)～ 10(4→ IH召看1の森スポーツセンター

11/15(7ヽ )´-17(く))
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ほかほかのすみれ会員から70歳代 (8名 )の会員まで、参加人数 110名 、

20回を迎えた楽しいすみれ親睦会。グループ毎の色々な方とのゲーム、昼食会

や抽選会、サプライズイベントなど、盛りだくさんの一日1! コート|こ 立つ会員

の皆様は本当に若々しく、楽しんでテニスを続けている様子が、輝いて

見えました。今後も皆様のご協力を得、より楽しい親睦会となる様

努めて参りたいと思っております。次国も多数のご参加を

お待ちしております。 [岩橋百合子] 素敵なお花を頂いちゃいました I
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一日目は、あいにくのお天気の中、豪華商品を目指し手に汗握るチーム

戦が繰り広げられました。温泉で疲れを癒した後は、ラケットをマイクに持

ち替えた歌姫達☆、中国語のお勉強に励む美女達☆、健康で美しく年を

重ねる為の秘訣などを語り合う尊敬すべき先輩方☆…等など、湯河原の

夜は今年もすみれ会一色に染まり更けてゆきました。そして翌日は、時折

顔を出す太陽の下、元気な熟女達はテニスを楽しんでいました。

この一泊二日のすみれ会旅行を通し、改めて感じています、 “素晴らし

い先輩方に乾杯!"と…。 [近藤由実子]

1藁棒磁

蘇吻 :

第 24回武石杯で75歳以上の部に出場なさり準優勝された小熊幸子さん、

柳川重子さんにいろいろ貴重なお話を伺いました。現在 80歳でいらっしゃる柳川

さんは、“自分の未熟さを感じ、ペアの足を引っ張った。"と反省しきり・・・。いえいえ

横にふられたボールもよく走って、その健脚さは光ってましたよ。ペアの小熊さんは “大き

な試合は3回 目くらい。軟式テニスをやっていたので、ボレーやスマッシュは硬式とは少し違う

かな?楽しかったので、次回は頑張ります!"となんともアグレッシブなお言葉 !

65歳でテニスを始めたという柳川さんは、以前卓球をやってらして、国体に神奈りII県代表で4年出場

した素晴らしい経験の持ち主!“卓球はテニスと大分違い瞬発力が必要、でもそれがテニスの基礎にな

った。週に2回 はテニススクールに通い、あとはサークルで若い人達と楽しく遊んでいます。"……・ムムム、

ダラダラとテニスをしている私には耳が痛いやら、ただただ感心するばかりで、完璧に脱帽 !

来年の武石杯が楽しみになりました。ご健闘をお祈りします!                [林 明美]

・柳り||ペア

賞品のきくらんば、みかん、びわ、グし―プフ′じ―ツ…・

美味しかったわノ
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サークル訪間
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ジュニア育成、試合も積極的だよ
私達の同好会は、鷹取山ハイキングコースの上り口にある、

クレーコートニ面をホームグランドにしており、湘南鷹取地区自

治会の下部組織で総勢 141名 (大入 99名 、ジュニア43名 )

の会員が所属する、倉1立後 30年の組織です。

テニスコートは毎日朝8時～夕方5時まで使用でき、土日祭日の午前中には最上級クラスの男性陣によるジュニア

の育成に努めています。また雨上がりでも天気であれば、午前8時過ぎには三々五々集まり、全員でコートを整備

し、ミックスを主体としたゲームを和気あいあいと楽しんでおります。

年間行事としては、親睦を狙いとしたミックス大会・男子大会・女子大会や同好会内の男女別実カナンバー・

ワンを決める大会が開催されます。また横須賀市の同好会大会にも毎年参加しています。対外試合にも積極的

に取り組んでおり、他のクラブ、同好会を招いて親睦試合を楽しむこともあります。4月 24日 には逗子グリーンヒル

の方達と2年ぶりの親睦試合を行いました。会員の平均年齢 60歳以上の人達が第二の人生を謳歌しております。

テニスコートから歩いて 2、 3分の鷹取山、春は桜、秋は紅葉、そして富士山や伊豆半島、東京湾を一望できる

所です。我と思わん同好会、クラブの方 ど々うぞお出かけ下さい [竹之下香苗]

装いも一新された “」TAテニスルールブック2006"の

講習会が大久保範子氏をお招きして開催されました。女

子連の大会ではお5111染みのSCUについて、豊富な経験

を交えながら講義して頂きました。

SCUの仕事 <1>試 合前にする事<2>プレマッチミ

ーティング<3>ウォームアップ中に<4>試合が始まった

ら<5>試合終了 以上の流れに沿って2時間の有意義

な講習内容でした。

終了後、今回初めて参加された会員さんから「試合に出

ているだけでは分からなかったいろいろな事が分かって、

とても勉強になりました。」と感想が寄せられました。

多くの会員さんが SCUに対して不安を抱いていた事と

思いますが、スコアカードのつけ方も分かったし、次回は

是非 SCUを楽しんで下さい。新人審判委員募集中です !

試合に出る時もルールが分かっていれば安心ですし、ライ

霧トイ徹写鶉
[審判委員会 飯田悦子] 11%

ルール0マナー

勉強会
3月 23日

横浜ラボール

参tll者 105名

大久保 範子 講師

ITF(国 際テニス連盟)公認審半J員

日本テニス協会審判委員会常任委員・認定員

☆ 試合コートで相手チームがなかなか来ません。 ・・・・・・・・・P75試含への遅刻した選手の扱い…

☆ 試合の時着用するウェアーはどんなのがよいのですか?ロゴは?・ ・・・・・・P76 ロゴ 。広告表示物…

☆ 8ゲームプロセットまたは1セットマッチの時のトイレットブレイクは?・ ・・P41 トイレットブレイクと着替え…

☆ 筋肉ケイレンでもメディカルタイムアウトを要求出来ますか? ・・・・・・ 。P43 メディカルタイムアウト…

☆ ボールマークチェックはどんな時でも行われますか? ・・・・・・・・・・P34 ボーリレマークチェック…

☆ 試合中に携帯電話が鳴った時は?・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P40 携帯電話の利用…

☆ 同一の日に2つ以上の試合をする時の休憩時間は? ・・・・・・・・・P68 試合と試合の間の休憩…

今年度のル…ル変更点 で,すぐGHECK!



:予選i4月 24日～26日 444組 4会場 本戦:5月 15～ 16日 64組 荏原湘南スポーツセンター
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予選を勝ち抜いた選手たちは、力強 く正確なボールで

素晴 らしいラリー、豪快なスマ ッシュ等、 どのコー ト

も厳 しい試合 を展開していました。その中で昨年優勝

の橋本・野本組は危なげなく勝ち上が り、見事に優勝 1

また、若い人達の活躍 も目立った大会でした。

優勝 橋本・野本

何回か組んで、

パートナーの性格もわかって、

崩れる事もなく戦えました。

サービスのいいアドバイスを頂き、

良いサーブが入りました。

瘍

一橋本・野本

長谷|||・ 吉田

高橋・高橋

武藤・松本

石崎・青木

野沢・南

相田・佐々 木

上舘・稲木

(エバーグリーン・鳥きゅん)

(伊勢原)

(とつか)

(メルコ鎌倉)

(エバーグリーン・YSC)

(相模原グリーン 湘南ファミリー)   86

(ケンウッドTC・オレンジライズ)

(個人・湘南八イランド)

今日まで24連勝中だったのですが、

魔法が解けちゃいました。

決勝まで来れて、

とても嬉しいです。

麒絣当鼈冬埒弩鰺袋颯彰饉、鰊鰈顆量

一般の部   …・・……61名

深津祐美子 (開成グリーン)

ヘルナンデス薫(荏原SSC)

橋口 客子 帷原SSC)

鈴木 広美 (YSC)

|1501才以上の音卜●・……・…22名

石崎 伸子 剛 ―グリーン)~_
丹野 邦子は郷グリーンヒル) 188

11●才以上の書鷹■・………・16名

藁 :[:[口鞘
ツD::::]―

[「1…

―

1601才以上の音卜■|… ………フ名

高原 米子 (TAD   ~~L__
阿部千代美(リ リーズ)   18早

||●1才以
=鉾「

■・………・5名
茂原 絢子劇ヽ田急藤沢)一 ―L__
平山 礼子 (夢見ヶ崎) ~W°

一般優勝 深津祐美子

ボールが滑って来るので、
焦らずしっかり |
ストロークしたcl

50才優勝 石崎伸子

自分の持ち味の |
フォアストロークを |

しっかり打って |
行こうと思った。|

60才優勝 高原米子 |

ドロップが |
上手く使えたのが |

良かった。|

1平成18年 2月 28日～3月 3日 平塚市立桃浜町庭球場 平塚市立田村軟式庭球場
|

55才優勝 間富茂子

一球 ‐球しっかり |
コースを狙って|」

‐
った。|

焦らず落ち着いて出来た。|

65才優勝 茂原絢子

神奈り||は
ハイレベルなので

練習になる。

1慾‐寧]

準優勝 石崎・青木 |
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荏原湘南スポーツセンター

最   優勝奮は軽井沢島ップ:こ臨塚 :

今年からリーグ戦のあと、1位、2位、3位の順位別トーナメントが加わり、沢山ゲームが出来る

ようになりました.お揃いのウエアーで戦うチームもあり、思考を凝らしたチーム名もあり、皆応援に

も熱のこもった試合が続き、最後まで勝敗の行方がわからず、ハラハラ、ドキドキの連続でした。

優勝 アクアマリン
高橋 青木 丼一

長尾 山内 副野

( バラ′[ゞラローズ )

高橋 平尾 高須賀
西村 村上 カロ藤

山野
武藤

優勝 アダぶすファミリー
境。武田 石田・金井 荒川・阿部

優勝 大和なでしこ
甘粕・青木 森山・小野 寒河江・井本
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３

６

０

６

４

６

５

６

２

６

４

６ 左上から

津田 若林 山野 武藤 待鳥 岸宗

仲間に恵まれ、パートナーに恵まれ、

自分のテニスが無欲で出来た。   |

準優勝 チーム☆チャレンジャー6.

勝敗が若者にかかった試合が
|

多かったが、楽しかった !満喫 !:

左上から 青木 山内 井一 Il野 高橋 長尾

2位グループ決勝トーナメント 3位グループ決勝トーナメント

宗
林

岸
若

田
鳥

津
待

tおちゃめな美人妻!

来嶋 丼上 伊藤
望月 森下 山田

4月 4日～7日 横浜スポーツマンクラブ

鶉芍嘔螂豚魃輸彪蛹勒 |≫ ⑮薇了脩慇雉‡

■751才以上の音卜●・………2組

塩野入・士曽田(二宮・希望ヶ丘)  ――――L_____
初口

'H・

」ヽ鼻員(ベルエール・個人)    . 8と

■フ01才以上の部IⅢ ………2組

中村・石塚 (エ ソヾ―グリーン) ~~
川島・斉藤 (鎌倉宮カントリー)'

■16●才以上の部 |‐ Ⅲ…・……4組

山下 。平田 帽模原グリーン.大島フラワ→~~¬____
遠藤 。田渕 (登戸個人)      Z8

■60才以上|の1部■・…・…・13組

高原・池田 (TAF夢見ケ崎) 一 ―「

野崎。村上鎌倉シーサイド.悧グリーン∪♭)……
「

‥84~

■‐1551才以上の部■・………45組

境  。望月 (YSC)

カロ藤・長島 (寒,||□―ン)

佐藤 。近藤 (大磯□―ン)

大谷・只隈 (相模原グリーン)

遷豊撃朧曇の部:捧Ⅲ…・-74組

檜垣・杉山 (東急有馬・寒川□―ン)

柿沼・カロ藤 (エブヽ一グリーン.相模原グリーン)

甘粕・丹野 (逗子・上郷グリーンヒル)

森  ・芦谷 (足柄□―ン)

擬日野・食言口](オリープ.上郷グリーンヒル)

森山・青木 0レーネス・逗子)

石崎 。田4・l(エバーグリーン)

丸田・石田 (YSC)

∫琥:

75才優勝

増田 。塩野入

お互い良いパートナーに

恵まれました。

70才優勝

川島・斉藤

武石さんには
お世話になったわ.

思い出深い大会で優勝
出来て良かった 1  65才

優勝

‐60才優勝         ■|■ |

村上。野崎       ■| ,

パートナーは1つの体で

右手と左手 !

お互い信頼して

カバーしあって

きたのよ !

3度日の正直、
応援のお蔭で

勝てました。有難う |

■
．ダ
■
●
一

一一
マ
一特
¨

1揚|
55才優勝

望月 。境

令

恣

i鶯はな燿郎眩霞50才優勝

仄kl
無我夢中だったんです。
結果が出て最高 !

50才準優勝

リベンジしたい !

轟|

銀|

・田本寸

“まさか I"
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椒鰈珀⑪

等々カテニスコート

ギ～
`1′

颯菫
=葬

憂萎
=鷹

K わ～′′′

優勝 畑佐・石井

=筆
臨ヽ本,端慮

=励まじあるて柔0"は|じた:1

1皆さんの応援で頑1張れ、
楽しく―試合が出来ました。

準優勝 菊池・平山

=:沢
山の応援0人達に,1

受

―

じ雹‐

準優勝 宮原 。古屋

肇謬縛媚覇:鶴1

準優勝 増田・大道

警矮1議襲

`豪

ぐ豪暮まで懇 護驚
||,:|:,;鰈 |ヽでする|:,1:11:

準優勝 カロ藤・橋本

響魏黎鑽撃|

50才以上の部  8組
岩丼・小林 (亀の甲山・TTK)一 一一一L___
藤丼・新丼 (市 ヶ尾・東急有馬)    88

50才以上の部  8組
林  ・田村 (大磯□―ン)    一一L___
森村・平野 (鵠沼グリーン・藤沢城南)   z♀ (6)

50才優勝 小林 ・岩井

|||1昨 1年6月から組み始め、

今日が■1番良いダブフレスでした。

50才優勝 小澤 ・龍岡
1   昔節 ?年、

皆様の応援で事業出来ました
=

苦しい時もあったがベアを

信頼し成果が出て嬉しい 1

50才優勝 小林・蔵本

懲鳳楼轟藤

|=|||■駿篠菫臨|:=112フ組
東 ・大谷 (サンスポーツ)

畑佐・石丼 (YTC・ エバーグリーン)

が:魃糠;`傑箱ぱケロ
=塾デ

るE

∵般の部■■ 127組
岡田・木村 (相斯 グリーン'SCアクア) l
武藤・河村 (メルコ鎌倉・個人)   :8早

覇i幅
(「

'ど緻″
→
聟

50才以上の部  8組
高瀬・高橋 (メ ルコ鎌倉・湘南□―ン)――

龍岡・小澤 (横須賀ダイヤランド)疑 3~

■ 二般の部 ||  ]27組

大道 ・増田 (シードアヤセ)

泉  ・ 駒 (TAF・ ベルエール)

篠田・仲手川 (丁AF・ 芙蓉)

長谷川・成田 (伊勢原)

―

横浜スポーツマンクラブ

=般の部   127組
柿沼・山下 (エバーグリーン・相模原グリーン)

八木・川崎 (本目模原SG。 相模原グリーン)

橋本・加藤 (城郷。本目模原グリーン)

田村・小林 (エバーグリーン・瀬谷グリーン)

いつも一緒に練習している仲間と
いいペアに恵まれました.

優勝 八木・川崎

::麟鼈 :

36
76(1)
6 2一¬ff__」 81
163
46
6 0

150才以上の音『 18組
蔵本・小林 (YSC)

松川・阿折(レニックス)―――――   zl(2)

労 漑 仄 ⑪

長浜。金井。富岡西

公園テニスコート
優勝 河村・武藤

廿漑響珍
平塚市立桃浜田]庭球場

50才優勝 林・田村

10
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1平成 18年 5月 9日  小ヽ田原テニスガーデン

監督 :楠原淳子

選手 :石井 。畑佐/武藤・河村/成田・長谷川/川崎・八木/宮原・古屋

霧雨の中でスタートした大会も神奈川県のスカイブルーのウェアー

とファイトで雨も上がり、暑くもなく、眩しくもなく、風も無い絶好の

テニス日和になりました。又、スタッフが用意した豚汁が美味しい

と皆様に大好評でした.グループ分け戦では4-1と群馬県に勝

ちAへ。 tt Aグループでは3位でしたがどの試合も素晴らしい接

戦で、1位～3位 は僅かなポイントの差でした。 2年 間神奈川県で

行われましたが、次は栃木県にバトンタッチです。

|(各ブロック優勝 準優勝者)

Aグループ・・・

1位 千葉

Bグループ・・・

1位 東京

2位 埼玉

2位 栃木

3位 神奈川  4位 茨城

3位 群馬   4位 山梨

[森経子] 晰

①
広報委員をやって、一つのものを作るという事の大変さ、苦労がよくわかりました。しかしながら

出来上がった時の喜びは言葉に言い表せないものがありますЭ是非この感動を皆様と分かち合
いたいと思います。コートメールを作ってみたい人、この指と～まれ (∧

∧ゞ
| [林 明美]“

ぽ
″亀

liDκθ二 1舞V発で

Fttθ
「

伽 武ガ ムズ膠
Fy S∪ P嘱軒 |.

スーパーフィートは米国 SUPERfeet社製のシューズインソールです。

|1111撫
腰痛、ひざの痛みなどでお悩みですか ?

長時間歩くと足が疲れませんか ?

私たちは悩みの解決に役立ちます|■111■11■
止■●■|■:i1椰 ■|

フツトケア ラボ

〒231-0002横浜市中区海岸通 3-10中 山ビル5F

Phone:045-227-5338 Fax:045-227-5339

E―mail:footcarelab@superfeetttp.COm

http://www.superFeet」 p.com

ー
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