


“つ ま に つ ど う

日本女子テニス連盟の創立20周年記念テニス親睦会が、去 る5月 19日 から21日 までの 3日 間、静

岡県掛り|1市 にあるスポLッ マンズクラブ “つま恋"で開催されました。

女子連に加盟 している40支部のなかから、東京、神奈川の大世帯をはじめ、北は北海道から南は

沖縄まで、各支部の役員及び会員の方々 300名程が、20日 の昼食時の祝賀パーテイーにつま恋に集

まりました。

昨年 6ヶ 月に及ぶ病院生活を克服 して、お元気になられた桑名会長の透 らつとしたお声のご挨拶

に始まり、地元来賓の方々のお祝辞を頂 き、武石副会長の乾杯の音頭で会が始まりました。ビンゴ

ゲームでパーティーが盛 り上がった後、閉会の辞にかえて村上東京支部長の音頭で、手話の振付け

をしながら “世界は二人の為に"を合唱し、指一本の手拍子から、二本、三本、四本、五本と大 き

な拍手を全員が力づよく合せ、テニス愛好者の最初のひとしず くの輪が今日の女子連の全国組織の

大きな輪に広がっていった喜びを全員が感 じることができ、感激いたしました。

午後、私共B班は豊かな緑に包まれた23面 のコートに分かれ他支部の方々お一人ずつをま

ニスをしました。全員初対面にも拘 らず和やかなゲームを楽 しむことが出来ました。

じえてテ

ー

翌朝食堂に参 りましたら、広い大食堂に浴れる程の朝食のバイキング、大るのも忘れてゆったり

した気分で十分な食事をし、午前中はテニスコー トで汗 を流 しました。若葉のみずみずしさがひと

きわ美 しく、樹木の緑に囲まれ森林浴に酉れ なヽがらテニスをする事ができ、自然の恵みと安らぎを

感じました。帰路東名を降 りる時の夕日が、 2日 間の素晴しい晴天を物語っているようにまぶしい

程に輝いているのを見て、同行の二人心から感謝の言葉になりました。楽 しく豊かな2日 間でした。

末筆ながらこの大会を支えて下さった役員の方々に厚 くお礼を申し上げます。

(鎌倉ローン 溝 口 美 知 子 )

県支部ブロック別ダブルス トーナメン ト

ブロック と き と ろ 参加数 結 果

A
4/14

～ 16
霧 ヶ丘 テニスクラブ 126

優 勝  刈屋・ 早坂

準優勝  武部 。国保

第 3位  氏原・只隈、須藤・鈴木

B
4/13

--15

鎌 倉 シーサ イ ドテニ ス ク ラブ

鎌 倉 ロー ンテニス クラブ
126

優 勝  石田・楠原

準優勝  湯浅・大窪

第 3位  深井・松岡、毎田・茂原

C
4/13

- 15

平塚 市営桃 浜 コー ト

湘南 ロー ンテニス クラブ

高 麗 山 テニ ス クラブ

147
優 勝  近藤・古川

準優勝  松原・神長、

第 3位  宮部・広瀬、山口 。日野

ー

第 7回 テ ニ ス 講 習 会

′匠例 のテニス講習会 は 5月 14日 15日 、湘南 スポーツセ ンターで 154名 参加 して行 われま した。今

回始めて参加 した相模原 グリー ンの小松令子 さんは次の様 な感想 を寄せて下 さいました。

「今回講習会 に初 めて参カロして本 当によかつた と思 っていますc講習会 では、ス トロー クの場合

は動 きなが らクロス・ス トレー ト・ クロス等 に打 ちわける練習 を、ボ レー も、 アプローチ ショッ ト

からローボ レー、ハ イボ レー と動 きなが ら、スマ ッシュも横 や後 にさが りなが ら打つ練習 をしま し

たc私の今迄 の練習は動 きなが らよ りその場 での練習 が多かった と思います。 これからは、 クラブ

での練習 に講習会 の経験 をいか して、動 きのある練習 に励 み、技術の向上 を目指 したい と思 います。

御指導 あ りがとうございま した。J



第 11回 リビング・ レディース コカ・ コーラ杯 テニス ト_ナメン ト

た くさんの会員の方々が楽 しみ にしてぃる恒例 のコカ・ コー ラ杯 が 5月

18日 ～28日 迄行 われました。今年 は例年 よ りやや少 な く392組の方 々がそ

ρ 技 を競 い、見事優勝 カ ップ、赤 い自辱車 その他 た くさんの賞品 を掌中 に

したのは河 田・神野組 で した。

表彰式後 の抽選会 にはた くさんの商品が用意 され、応援、観戦 に来 た人

達 も、素晴 しい試合 を見 た上 におみや げもあった りで楽 しい一 日だった事

で しょっ。

第11回  リビング・ レディース コカ・ コーラ杯

優 勝  河 田 ・ 神 野 (寒川ロー ン・湘南グリーン)

準優勝  宮 本  ・ 関 川 (柿 ノ木台 グリーン)

第二位  滝 本  ・ 関 場 (相模原 グリーン・上郷 グリーン)

第二位  若 島  ・ 松 岡 (読売 フタバ・サ ン トリー)

MMC桑 名杯  フレッシュ レディーステニス '87

トーナメントの名前の通 り、フレッシュな選手達が漆 らつとしたプレーを見せてくれる 桑名杯 。

各ブロックでの予選 を勝 ち抜いた64組で 6月 22日 23日 の 2日 間,湘南スポーツセ ンターに於 いて神
奈川県支部大会 が行 われま した。新人戦とはいえ、その試合ぶ りは、サービスダッシュあり、 4

人でのボ レーボレーありと、 とても見ごたえのある素晴 しい熱戦で した。'87フ レッシュレディース

No.1に なった永山さん、渡部 さんに喜びの言葉 を寄せて頂 きました。

桑名杯 に優勝 して 永 山 郁 子 ・ 渡 部 房 枝

私達が一緒 にテニスをす るようになったのはスクールで知 り合ってから

です。昨年の 3月 にテニスクラブに入 り色 々な人達 に相手をして頂 く様 に

なりました。 トーナメントに出る様 になると、毎回新 しい発見 と反省 とテニ

スの難 しさに驚 くばかりで した。そして今回の桑名杯でも多 くの経験 をし

ました。Aブロックの決勝戦では、マ ッチポイン トを取 られていたのを逆

転 して優勝する事が出来 ました。前半は何 をしても上手 くいかずに集中出

来 ませんで したが、後半は勝つ事 を意識せず夢中でプレーする事が出来 ま

した。最後のポイン トが決った時のお互いの笑顔 と感激は忘れ られません。

予選・本選 と勝 ち抜 き、 そ して優勝 など初 めての事 です。 この経験 をいか して これか らも頑張 りた

いと思 います。終 りに未熟 な私達 にこの様 な機会 を与 えて下 さった大会運営の皆様 と応援 して下 さ

った方々に心 よ りお礼 申 し上 げます。

MMC桑 名杯 フレッシュ レディーステニス '87

優  勝   永  山

準優勝   形  田

渡 部 (横浜 ガーデ ン

村 松 (瀬谷 グリー ン

第二位  岡 島  。 伊  沢 (横浜南 ロー ン

第二位  大 野  ・ 金 子 (茅 ヶ崎 シーサ イ ド、寒川 ロー ン)

五都県対抗戦に参カロして              古 川 美智子 (湘南 ロー ン)

今春、 Cブロ ックの ダブルス トーナメ ン トで幸運 にも優勝 で き、パ ー トナーの近藤 さんと夢 のよ

うだ と喜 び合 いま した。 6月 30日 、千葉県柏の「 オー クス柏」 で行 われた関東地区五都県対抗 の親

睦試合 に我々ペ アー も神奈川代表で出場 し、団体戦の楽 しさを大 いに満喫 してまい りま した。各県

から 5ペ アー、10人 が熱戦 し、 それぞれMlは Ml同 士、ヽ 2は N02同士、総当 りの 1セ ッ トマ ッ

チで、総合 の結果、千葉優勝、神奈川準優勝、以下埼玉、東京、茨城 の順 で した。サー ビスダッシ

ュ、 リター ンダッシュ と攻撃的 な力強いテニスに、常 にクレーで練習 している我 々は月券手が違 い、

り王倒 されました。 けれ どもこの大変貴重 な経験 を今後 の課題 にいか してい きたい と感 じま した。

監督 としてお世話 して下 さった天野 さん、有吉 さんをは じめ選手の皆 さん (近藤 さん、国保 さん、

武部 さん、松原 さん、阿部 さん、刈屋 さん、斉藤 さん、大窪 さん、湯浅 さん)本当にあ りがとうご

ざいました。





かヽ れ dら   い

カリフォルニアの太陽の下で 寒り:|ロ ーンTC中 野 信 子

ロスアンジェルスの空港 に降 り立 った時は、 まばゆい太陽が さん さんと輝 き、 目を開けてい られ

ない程 であった。 この強烈 な太陽の下でテニスなど出来 ない と瞬間思 ったもので した。が 3年 3ヵ

月テニスを楽 しみ、テニスが出来 たからこそ、た くさんのアメ リカ人のテニス仲 間、 日本人の仲間

が出来、 そして “住 めば都" “世間は狭 い"(ltも a small world!)を 実感 した ものです。

ロスヘ出発 間近 にウッデ イTCの 日野 さんか ら、ロスヘ行 く人 がい るか らロスで一緒 にテニスを

した らと紹介 されたのが希望 が丘 TCの 栗岡
｀
さんで した。ロスに着 いて 2ヶ 月半後、彼女 もロスに

着 いて、初 めて逢 って、テニス を楽 しみは じめました。 ある時、隣のコー トで シングルス をしてい

たのが ミシェル達 との出逢 いで した。早速 ダブルス を申 し込 んで、 そのゲームは私達の初勝利で し

た。 それか らミシェルはいろいろの人達 の電話番号やテニスチ ャレンジチームヘのチ ャレンジの仕

方 など教 えて くれ、 ミシェルとは、テニス を一番 多 くして、勝 った り負 けた りして楽 しんだ もので

した。又 彼女の紹介で、ポイ ン ト制のチームテニス トーナメ ン トの仲間に入 り、 わがチーム (ダ ブ

ルス 3チ ーム、 シングルス 2チ ームで、 リーダーはシル ビア)は、地 区優勝 をして、UCLA(ロ

スオ リンピックのテニス会場)ま で行 ってブロ ック大会 に出場。 ブロ ック優勝すれば、全国大会 は

フロ リダの クレーコー トでテニスが出来 るとい うので、皆張 り切 ったものの、夢 は破 れて しまいま

した。 ロスはハ ー ドコー トばか りで、 クレーコー トでプ レー をしたことがない彼女達 とフロ リダに

行 く事 は出来 なかったけれ ど、 日本 はクレーコー トが沢山あるか ら、今度 は 日本でテニス をしまし

ょうと別 れ をお しんで きま した。栗岡 さんよ り10ヶ 月余 り早 く昨夏帰国 しました。良 きテニスのパ

ー トナー にめ ぐり逢 えて、私 のロスでの生活は楽 しいもので した。いつかひ ょつこリミシェル達 が

ラケ ッ トを片手 に “ハーイ、 ノブーコ .′
"と いって現れ るのでは と期待 している此頃です。

湘南 レディース ー技術 と人間性の向上 を目指 して―

寒チ||ロ ー ンTC河 田 靖 子

「湘南 レディース」は 7年前、新田マサ ミさん (鵠沼 グリーン)の呼びかけで、女子連の卒業 を

目標 に、技術向上 と共 に人間性 も磨 き合 っていこうと、湘南方面のレディー (?)8名 でスター ト

しました。 この呼びかけに賛同 して集まる人が増 え、伊沢TGの伊沢 さんの御好意でコー トをお借

りで き、飯尾尚子 さんと谷口美佐子 さんの御二人に指導 していただきました。月ヽ さなクラブの人が

多く、試合 も今ほど沢山行われていない時で したから、ほかのクラブの人達 とテニスがで きること

_ がうれ しくて、毎月の練習会 を心待 ちにしておりました。最初の年はだめで したが、翌年女子連で

優勝者 を出 してからは、毎年優勝、準優勝者 を出 してお り、現在までに22名 の女子連卒業者 を出 し

ています。練習会のコー トは、湘南台パークサイ ドTGに移 りましたが、先輩が後輩の面倒 をみて

育てていこうとい う方針 はずっと受け継 がれて、現在約60名 のメンバーが月 1回ゲームを中心にし

た練習会 を行 なっております。

昨年からは「湘南 レディース」 を基礎 とし、鵠沼 グリーンTCの御理解 と御協力で、コー トを使

用させていただいて、新 しく「マ ッチポイン ト」、「ねんねん会」、「湘南ニューレデ ィース」 と

いう3つ の会がスター トしました。「マ ッチポイン ト」は湘南 レディースのメンバーで女子連卒業

者を中心 に、朝 日レデ ィース県代表を目指 そうとい うグループで、「ねんねん会」は45才以上で、

試合 を目指すのではなく、楽 しみながらテニスをやっていきたいグループ、「湘南ニューレディー

ス」はビギナーで、これから試合 にどんどん出ていこうというグループです。「湘南 レディース」

はこれら3つのグループとお互いに交流 を持 ち、面倒 を見たり見 られたりしながら、コー トマナー

にも気 をつけ合 つて、皆で模範的なプレイヤニになれるよう頑張 っております。

7年前 に始 まった輪が大 きく広がって、ベテランもビギナーもつながりを持 ちながらテニスを楽

しんでおります。メンバーの中からまだ朝 日レディースの代表が出ていませんので、今年 こそはと

皆頑張 っております。






