


第12回  コカ・コーラ杯

今年 も484組、なんと 968名 のテニスレデイー達 を集めてのコカ・コーラ杯は、 5月 9日 の各会場

での予選 にはじまり、注目の本戦は 6月 7日 、 8日 、湘南スポーツ・セ ンターで行われました。

毎年常連のベテラン組、急上昇中のフレッシュコンビ等、32組の本戦出場者の中で、 lR、 2R

ともタイブレークをねば り勝 ち、勢し■こ乗った岩里・舛田組が見事 な優月券を果 しました。「優月券な

んて信 じられないワ」 との感想ですが、 2人の落着 いたプレー、チームワ

ー クの良 さ、的確 な判断等、 これか らの活躍 が期待 されます。

オメデ トウ〃

優  勝

準優勝

第 3位

第 3位

岩里・舛田 (旭台、希望 ヶ丘 )

只隈・石井 (相模原 グリー ン)

仁尾・神長 (湘南 ファ ミリー・茅 ヶ崎 シーサ イ ド)

植 田・茂原 (亀の甲山、小 田急藤沢 )

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 参加組数 結 果

A 4/19^-21 霧ヶ丘テニスクラブ 134

優 勝 竹内・西谷 (大和クイーン・サントリー)

準優勝 石井・只隈 (相模原グリーン)

第 3位 木村・野田 (YSC)
第 3位 岡本・伴野 (YSC・ 亀の甲山)

B 4/11～ 14

鎌倉シーサイ ド

テニスクラブ

鎌倉ローンテニス倶楽部

115

優 勝 深井・松岡

準優勝 自井・ 嵐

第 3位 東樹 。前田

第 3位 平田・草水

金沢グ・サントリー)

本 郷 台)

上郷グリーン)

横浜グ・菊名グ)

C 4/18～ 20

平塚市営桃浜コー ト

湘南ローンテニスクラブ

寒チllロ ーンテニスクラブ

163

優 勝 宮部・広瀬 (ウ ッデイ・高麗山)

準優勝 片野・金子 (個人・大磯ローン)

第 3位 石井・坂井 (足柄口・アミー)

第 3位 飯田・松本 (Z00・ 葉山インドア)

五都県対抗戦に参加 して 相模原 グリー ンTC 石  井  篤  子

5月 25日 、朝 日生命久我山コー トで神奈川、千葉、東京、埼玉、茨城の各県からそれぞれ 5組が

代表 として集 まり、関東地区五部県対抗 とい う団体戦が行われました。私達、神奈川は、初戦から

去年優勝の強豪千葉 に当た り、試合前の優勝 を誓い合った意気込みとは裏腹 に、迫力あるサービス

ダッシュと手堅いネットプレーに圧倒 されて しまいました。や さしい大場監督 に励まされ、気 を取

り直 して茨城、埼玉 には勝つ ことが出来、結果優勝千葉、準優勝東京、 3位神奈川、以下埼玉、茨

城の順で した。 大 会 が終 ってから暫 くは、落 ち込んでいましたが、又、新 しいやる気が出て来 ま

した。今回参カロさせて項いたこの大会 も今年で最後 となり、来年からは新 しく山梨、群 ,馬 、栃本の

3県が加 わり、関東八都県大会 となるそうです。小 さなレデ ィースのようなこの大会、長 く続いて

欲 しいものです。最後 に色々お世話 して下 さつた大場監督、一緒 に頑張った選手の皆 さん、 どうも

ありがとう御座いました。

神奈川県チーム選手

深井・松岡組 (金沢グリーン・サ

郷台・京急TC) 西谷・鈴木組

ントリー) 只隈・石井組 (相模原グリー ン) 自井・嵐組 (本

(サ ン トリー・YSC) 三好・佐藤組 (役員 )



MMC 桑名杯 フレッシュレディステニス"88

今年のフレッシュレデ ィN01を競 うMMC 桑名杯の県大会は、 6月 20日 、21日  湘南スポーツ

セ` ンターで行われました。洛 予選会場で勝 ち抜いた64組の選手の熱 きプレーに大 きな拍手が送 られ

ました。その中、見事優勝 した須江・西條組 に感激の余讚 を語って頂 きました。

桑名杯に優勝 して KTC須 江 ひ さ 子

30才 を過 ぎ育児 にも手がかか らな くなり主人 と一緒 にテニスで もしよ うか しら…… こんな単純 な

動機で始めたテニス。なんとなく楽 しく日曜 日の夕食後は家族全員でテニ

ス談義。主人は ｀
今 日のバ ックボレー素晴 しかっただろう、 長女は ○`

○コーチにサービスエースとったヨ /、  次女 も負けずに ア`ングルに決

ったヨ /、  この様 に我家の中に一年中テニスなるものが入 りこんで 5年。

桑名杯がある事 を知 ったのは一昨年で した。 5月 の本郷台会場での 3位

は、集中力、精神力の不足で残念で したが、はじめてテニスでカップを手

にして大変嬉 しく、県大会 までにと思い色々なテニスの本 を乱読 しました。

本 を読みテニスの仲間と話 をしていくうちに、テニスとは奥深 く難 かしい

スポーツなんだナ と思 いました。 そして県大会当 日、ペ アーの西條 さん と今 日は どのよ うに勝負 し

よ うかと迷 いましたが、 1.お互 いに ミス した時 は、 こだわ りを持 たず に ミスを忘 れる事。 2.須
江・西條二人のテニスをしよ う。対戦相手がサーブやス トロー クを強打 して きて も、「私達 2人の

テニスをしよ う」 を合言葉 に頑張 りました。 SSCの セ ンターコー トで 1時間半 におよぶ長い長い

決勝戦 ノ テニスの想 い出 をた くさんつ くって くれた桑名杯 ノ 応援 して下 さった皆 さん本当に有

難 うございま した。

MMC桑 名 杯  神 奈 川 県 大 会

優 勝  須江・西條 (KTC)
準優膳  渡辺・高橋 (テ ニス ピア・湘南 グリー ン)

第 3位  小松 。有井 (相模原 グリー ン)

第 3位  望 月・古屋 (津久井浜・横須賀 ア ド)

第 15回 45会 親 睦 会

6月 6日真夏のような太陽の下 、恒例の45会 が鎌倉シーサイ ドクラブで行われ ました。参カロ者

127名 、名誉会員の武石さん 、埼玉県支部長の坂井さん等お客様も交え 、賑やかで楽 しい 1日 でし

た。参力0者のひとり永山さんの感想をおとどけします。

サ ンブ リッジTC永 山 幸 子

夫 に誘 われて始めたテニスに、 レッス ンを受 けるの も、 コー トに通 うの も逃 げ腰の折 に、 1人 で

も多 くの参加者 をとの役員 さんのお心 くば りで声 をかけて頂 きました。当 日13人の参加者 が 3台の

車 に分乗 して、晴れがま しく出発 となりました。潮風の薫 る会場 では、皆様 の伸びやかなお姿 が自

く輝いて眩 しい程で した。

定刻通 り、来賓、役員の御挨拶で楽 しいゲームが展開 されて行 きます。 ｀
よろ しく、 との言葉 を

かわ しなが らペアーが出来、30分ゲームで勝敗 を決 し、勝者 が隣 りのコー トに移動 して行 きます。

初 めての出合 いとは思 えない親 しみでベ ンチで語 らい、次回でのおめ もじを約 して別れました。午

後 か らは、各 自が好 きなコー トにエ ン トリー しながらゲームを進 めましたが、 これも新 たな巡 りあ

いとな り、楽 しさも一層で した。

美味 しいお弁 当 をいただ きなが ら、行届 いたアナウンスも快 く耳 に しました。沢山のおやつで家

族 にお土産 も出来、主婦 としては嬉 しい事です。伝統 ある組織 に、新 しい試み を加 え、会員 に身近

な会 にと心 くだかれている様 に感 じました。

有意義 な 1日 を頂戴出来 ま した事 を感謝 し、 お礼 を申 し上 げます。 あ りがとうございま した。





特 別 寄 稿 神奈川県支部名誉会員  武 石 文

最近 日本で も世界の男女 トップテニスプ レーヤーの試合 を目の前で拝見出来 るよ うにな りました

が、いつ も私 が一番感 じる事 は外国選手 と日本選手の体格 の差 です。 これだけ差 があるのに勝 って

欲 しい と願 うのは無理 と思 う事 が度 々です。最近の 日本選手の方々のテニス を拝見 しま して一年毎

に高い レベルに達 してい らっ しゃるだけに、 ここで もう少 し体 力があれば と思 うのです。私 は幼 い

子 を 2人連 れて 8年間アメ リカ生活 をして帰国 した一家の土産話 を聞 きました。アメ リカの幼 い子

達は水 を飲 まない、喉 がかわいた時 は ミルクを飲む習慣 になっている。又、 アメ リカの ミルクは大

変良質であると聞 きま した。 カルシウムの多い ミルクを生 まれた時 か ら飲み続 ける育児法 に感心 し

ました。体格の相違 は ここで決 まると思 いました。 そこで家庭婦人の集 りの女子連の皆様 が、プレ

ーヤーの体躯の向上の為 の研究 をしていただければ幸い と思います。何卒全国の女子連の皆様、子

供達の体 力づ くりの方 はお引受 け下 さいます様、お願 い申 し上 げます。

第 3回 県支部親睦会 に参加 して スポーツクラブエスタ イヽ 幡 洋 子

初 めて県支部親睦会 に参加 させて頂 きま した。私の所属 しているクラブは昨年 4月 オープ ンした

ばか りで、比較的若 い人 が多 く、私 と同年令の方達 とふれあえる親睦会 は楽 しみにしてお りました。

あいに くの雨の中、サ ン トリーテニスガーデ ンのイ ン ドアコー ト4面 を使 って 4組 に分 かれゲーム

をしたのですが、 クラブでのんび リテニスを続 けている私 には初 めての方達 のボールが ちょっと恐

いよ うな緊張感 があ りま した。確 実 なス トロー クと無理 のないゲーム運 びは さすがベテランですね。

はつ らつ とした動 きもとても年令 を感 じさせ ない若 々 しさです。テニスを続 ける事で若 さと健康 に

恵 まれる事 を信 じこれか らも頑張 ってい きたい と思 います。最後 に県支部親睦会 にふ さわ しい名称

を・……とい う事 にな り、 アンケー トの結果、すみれ、ゆ り、 さくら (う ば桜 の声 あ り)が あ りまし

たが多数決で
｀
すみれ会、 に決 りま した。雨で なかった らもっといろいろな方 とプ レー出来 たので

はないかとチ ョッピリ残念で した。来年のすみれ会 を楽 しみにしてお ります。 お世話 して下 さった

役 員 の皆様 あ りが と うご ざい ま した。 (4月 7日 サントリーテニスガーデンにて 参加者48名 )

ふ  れ あ

「パ リ日本人会 テニ ス大会 」 希望 ヶ丘 TC  松  浦  ひ と み

「フランス」 とい えば、全仏 オープン (フ ランス人は ロ`ー ラン・ギャロ、の名で親 しんでいま

す )。 パ リの1ヒ西、ブローニュの森の南端、 ロー ラン・ギ ャロのテニスコー トで、毎年 5月 末 よ り

6月 にかけて、世界中の選手達 が集 ま り、幸やかに繰 り広 げ られます。マロニエやプラタナスの緑

が、 うっそ うと深 くな り、街のいた る所 、赤や黄、紫他 いろとりどりの花 が美 しくパ リを飾 り、 ロ

V―
ラン・ギ ャロの近 くの広場 にも、深紅の見事 なバ ラが香 りを添 えます。今年のローラン・ギ ャロ

は、久々の、ルコン トの活躍で、国 を揚 げて湧 き返 りま した。毎年の ことなが ら、ロー ラン・ギ ャ

ロが終 ると、不思議 なことに、突然、公営のテニスコー トは、毎 日、長蛇 の列 がで き、将来 のノア

やルコン トを夢見 なが ら、老人 も/Jヽ学生 も青年 も、 自分 のフォームを余 り気 にかけず、力にまかせ

て練習 に励みます。白人 もいれば黒人 もいます じアジア人 もいます。時折、 日本人 も見 かけます。

シャンゼ リゼの、凱旋間近 くの一等地 に事務所 を置 く、私達 の『パ リ日本人会』で も、 日本人同

志のテニス仲間 とのふれ合 いを求め、 3年前 よ り、春 (個人戦 )、 秋 (団体戦)の年 2回、テニス

大会 を開催 しています。出場資格 は、『パ リ日本人会』へ会費 を納 めてい ること、のみで、従 って

何国人で も構 わないわけです。 ローラン・ギ ャロの本拠地で、かつ、テニス狂 の 日本人 が多いにも

拘 らず、 それまでに、 日本人会主催のテニス大会 がなかったことも不思議 ですが、皆 んなの熱烈 な

希望 と努力の結果、パ リ周辺の コー ト確保 の極 めて困難 な状況 も克服 し、各企業や大使館の協 力 も

あ り、楽 しく、盛大 に開催す ることがで き、 また、回 を重 ねることがで きま した。お蔭で、横 のつ

なが りもで き、和製 ローラン・ギ ャロのカ ップを目指 し、和気 あいあい、 日没の 9時近 く (夏場 )

まで、戸外 の大気の中、練習で きます。ナイテ ンゲールの、空高 くわたる響 きで夜の深 さを知 り、

ふ と我 に返 り、家路 を急 ぎます。

江

い



ア`ンパイアのつかない試合規則、

最近はアンパイアのつかない、セルフジャッジの試合が多 くなりました。ルールブック、試合要

項ヽ をよく読み、試合中
｀
こめ事、のない様 にしましょう。今年 3月 に制定 され、来年 1月 1日 より

発効の、アンパイアのつかない試合 における規則の中で身近 に必要な項 目を記載 します。今年は試

用期間中ですが、ぜひ実行 して下 さい。

○ 選 手 の 義 務

1.試合の前に

(1)「ネットの高 さは正 しいか」、「 シングルス、スティックが立っているか」等、コー トが

試合 に適合 しているかどうかチェックする。

(2)ウ ォー ミングアップの前にトスをする。

2.判定 とコール

(1)ネ ットより自分の側 に関する判定はすべて自分の責任である。

(注)自 分で判定できなかったときは、そのボールはグッドである。ただし、相手にその判

定に関 してア ドバ イスを受けてもよいが、本目手のそのア ドバイス :よ 最終 となる。決 し

て観客の助けを借 りてはならない。

(2)半」定 とコール (ア ウ ト、フォール ト等)は瞬間的に、又、大 きな声 と明確 なジェスチュアで

行 わなければならない。

3.

(1)

(注)ダブルスのときの判定 とコールは、ペアのいずれか一方が行 えば、それが最終 となる

ただし、ペアの一方が「アウ ト」 (又 は「フォール ト」)と コールしたが、そのパー

トナーが「グッド」 とした場合、そのペアは失点する。ただし、一方が「フォール ト」

とコール したが、パー トナーが「 レッ ト」 とした場合はレットとなる。

「明確 なジェスチュア」 とは、片方の手を大 きく上へ あげるものとする。

カウン トのコール ー サーバニの義務

新 しいポイ ン ト、新 しいゲーム、新 しいセ ッ トの始 まる前 には、サーバーは、必ず、 レシ

ーバ ーに聞 こえるよ うに大 きな声で、 カウン トをコール しなければな らない。

(注)レ シーバ ーは、サーバーのカウン トコールに対 して、同意 を示すために声 (「 OK」

「ハ イ」等)又はジェスチュア (「大 きくうなづ く」、「手 をあげる」等)に よって合

図 をサーバ ーに対 して送 らねばな らない。サーバーの コールのあと、 レシーバ Tがサ

ーバー に対 して何の合図 もな しに、サー ビスに対す る返球の構 えに入 った ら、 レシー

バーは、サーバーのそのカウン トコール を認 めた もの とみなす。

.フ ッ トフォール ト

レシーバーか ら見て、 どう見て もサーバーがフ ッ トフォール トを犯 していると判断 した とき

は、すみやかにレフェリー (又 はコー トレフェ リー)を呼び、事情 を説明 して、善処 して もら

うことがで きる。

・ヽ ●ヽ●ヽ・ヽ ・ヽ  編冨 鮮三 僣: 罰3 ・ヽ・ヽ ・ヽ ●ヽ・ヽ ヽヽ ●ヽ・ヽ ●ヽ ヽヽ ●ヽ・ヽ ・ヽ ●ヽ ヽヽ・ヽ・ヽ ・ヽ ヽヽ ヽヽ・ヽ ヽヽ ヽヽ・ヽ ・ヽ ヽヽ ●ヽ・ヽ ・ヽ ●ヽ

子供 が夏休みになると朝 日レデ ィースが近づ きお母 さん達 がに しくな ります。今年は第10回記念

大会で、歴代の全国大会卒業生の同窓会 (朝 日の御招待です)や、韓国選手 との対抗戦 も予定 され

ています。今年は誰 が県の代表 になるのかな一  なんて考 えるの も楽 しい事です。  (酒 井 )

今年 か ら見習い として酒井 さんに色 々と教 わっている最中です。来年は私 が主 となって広報 を作

ってゆ くのかと考 えると心細 い限 りです。皆様 か らの楽 しい事、思 いついた事 など数多 くの寄稿 を

お願い致 します。                               (横 井 )
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