


MMC桑 名杯 フレッシュレディース'89

梅雨の合間 をぬって 6月 21・ 22日 、湘南 スポーツセ ンターにて、各会場 で勝 ち残 った64組が参加

し、MMC桑 名杯神奈川県支部大会 が行 われま した。多数のギ ャラリーの見 まもるセ ンターコー ト

の中、最初の堅 い表情 もしだいに消 え熱戦の末、河原 。荒井組 が桑名杯 を手中に収 めました。

優  勝

準優勝

第二位

第二位

試 合 結 果

河原・荒井 組

上松・大里 組

多田・有馬 組

竹内・沼上 組

(上郷 グリー ンヒル)

(小田急秦野 )

(横須賀ア ドバ ンス)

(小田急藤沢 )

回 喜 び の 声 圏              河 原 節 子

フレッシュレデ ィースとはいきませんが、気持 ちはフレッシュでこの大会 に望んで きました。決

勝戦では、皆 さんの観戦の中でのプレーは、 とてもはずかしく緊張 しましたが、応援の拍手が聞こ

えると、 とてもうれ しく、はげみになりました。

始めて組 ませてもらったパー トナーに最初 から最後 まで気持 ちよく楽 しくゲームがで き、 とてもv
感謝 しています。これを期 にこれからもいろいろな試合 に″ヒ戦 していきたいと思います。

荒 井 吉 枝

「楽 しくテニスをしようね。」 を合い言葉 に、始めてパー トナーを組みました。一戦 ごとに「こ

れで終 りだから悔いなく気楽 にね…。」 と声 を掛け合 ううちに決勝戦 に進み、タイブレークを経て

優勝す ることが出来 ましたが、今でも夢 を見ているようで、類 をつねりた くなります。 この試合の

中で、多 くの人達 と知 り合いになりました。今後共、テニスを通 じて友達 を得た り、気持 ちに張 り

のある毎 日が過 ごせたらなあと願っております。

第 2回ハンディキャップテニス大会に参加 して

公認身障者 スポーツ指導員 生  島 和  子

昨年の第 1回ハ ンデ ィキャップテニス大会 に続 き、今年 も第 2回大会 に参加 させて頂 きま した。

第 1日 目は、最初 に参加者全員のネームカー ド作 りと、各試合 でのボールオバサ ン。良 く晴れて

暑 い 日だったので、約 10試合 ほ どの間中ボールを追 いかけてコー トや、たまにはフェンスのタトヘ ま

で走 りま したので、 日焼 けと共 にずい分 と疲 れました。

第 2日 日は思 いがけず、スーパー ミックスに出場 させて項 きま した。私 のパー トナー になって下

さった Sさ んは、右半身が御不 自由なので、左手のみて
V

プ レイをされま した。サーヴは左手でラケ ッ トと同時 に

ボールも握 るので、大変 な御様子 で したが、サーヴをや

らない時は、 ネッ トにビッタリとついて、ハ イボ レーは

適確 に角度のあるの を打 たれま した。私達健 常者 は、 な

るべ くコー ト内 に入 らず、 2バ ウンズでボールをヒッ ト

す るので したが、 なかなか慣 れず、 とんで もない方向 に

ボールが飛 んでいった りして大笑 いの連続で した。 Sさ

んの健 闘で 3位 に入賞できました。素適 な思 い出 を創 り出

して下 さつた Sさ んに感謝 しています。他 のチームの内

には、健常者同志でラリーを続けている試合 も見かけましたが、今後はこんな事の無い様 に、ハ ン

ディのある方達が、こんな機会 に十分 とテニスを楽 しんで下 さる様願ってやみません。

来年の第 3回 も増々発展 し、プレイヤー、ボランティア、そして一般の方々の参観 も多 くなる事

を希望 します。

回 喜 び の 声 圏



今年 も 4月 6日 、サ ン トリーテニスガーデ ン戸塚 に

す み れ 会 親

餃 す

睦

絲会親睦会が開催 され、参加者 も93

名 を数 え好評の内に無事終 了致 しました。

皆様の年令 を感 じさせない素晴 らしいプレー .4/最後の最後 まで勝敗の決 まらないハ ラハ ラ、 ドキ

ドキゲーム.4/ 私 も、 この役 をお引受けした時、50才 から70才位 とい う年令差 をどうしたら良いか

聞 くところによると、 この親睦会 を毎年楽 しみにしていらっしゃる方が多いとい うことで、参加者

全員に満足 して項けるにはと、私 なりに色々案 を練 り、私の偏見で対戦 ドローを作ってみました。

例年通 り参加者 を4チ ームに分け団体戦 トーナメント形式で行いましたが、 どの試合 も均衡、白熱

したものが多 く、「とても楽 しかったわ。」「年 に 1回 しかないの .′ Jと か言って下 さった声 も聞こえ

てきたので、私 も思わず Vサ インを出 して しまいました。ただ一部の方には御迷惑 をおかけしまし

たので、反省材料 にしたいと思います。来年 も又、会員の皆様元気 にお会いしましょう。最後 に、

色々お世話下 さいました方々、本当にありがとうございました。 (担当 小野正子 )

フ ダ ブ

89'8都 県対抗戦に参加 して YSC船 橋 静 子

雨の為、 1週間延期 になっての 5月 30日 、東京高井戸 ダイヤモ ンドTCに おいて、昨年 までの 5

都県 (東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城)に今年から3県 (山 梨・群 .馬・栃木)加 えて 8都県戦が

行なわれました。

この大会の為ユニホームを揃 えて練習 を重ねて参加 しているチームがあるなかで、我々神奈り|1県

はコカ・コーラの本戦 とかち合って しまい、急造 5組での参加で した。佐藤洋子監督 を中心 に、こ

んなチャンス (他県 との団体戦)は二度 とないかもしれない、勝敗 より自分達の持 ち味 を出 しテニ

スを楽 しもうと話 しなが らの参カロで した。最初 2ブロック

に分 かれての リーグ戦で、神奈川は初戦東京 とあた り惜 し

くも負 けて しまいましたが、 3位決定戦 (対千葉)に進出

す ることが出来 ま した。決勝 は東京 と埼玉で した。決定戦

がは じまって間 もな く雨の為試合 は中断、続行不可能 とな

り、協議の結果、優勝東京 (83ポ イン ト)準優勝埼玉 (82

ポイン ト)3位 神奈川 (80ポ イン ト)に なり、緊張の中で

の楽 しい 1日 が終 りま した。

この よ うな貴重 な体験 をさせて下 さった監督 をは じめ、

皆様 に感謝す ると共 に、 こんなア ッ トホームな大会 がこれ

か らもずっと続 いて欲 しい と思 います。

《
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県 支 ロック男1 ルス トーナメン ト
ブ ロ ッ ク と  き ろと 参加組数 △

果結試

A
4/18^―

20

霧 ヶ丘

テニスクラブ
126 糸且

優 勝 舛田・橋本 組 (希望 ヶ丘、夢見 ヶ崎 )

準優勝  日下・佐藤 組 (希望 ヶ丘 )

第三位 森川・長谷川組 (本目模原 G・ 小峰 )

第二位 佐藤 ・菊池 組 (宮崎台 )

B
4/10⌒―

12

鎌 倉 シーサ イ ド

テニス クラブ

鎌 倉 ロー ン

テ ニ ス倶 楽 部

119 え巳

優 勝  日下・船橋 組 (上郷 グ・ YSC)
準優勝 田村・市川組 (逗子 テニス)

第三位 堀池・藤平 組 (鎌倉宮 カン トリー )

第二位 七海・田中組 (横浜 グリー ン)

C
4/17-

19

平塚 市営

桃浜 コー ト

湘南 ロー ン

テニス クラブ

166 畜且

優 勝 飯田・松本 組 (zoo、 葉山イ)

準優勝 工藤 ・岩瀬 組 (二宮・市 ヶ尾 )

第二位 上 田・鈴木 組 (湘 口、湘 グ)

第三位 石井・坂井 組 (足 口、 ア ミー )





第 16回 45会 親 睦 会

毎年鎌倉 シーサ イ ドで行 われ る45会。今年 も強風の中 を朝早 くか らおいで下 さった他県 か らのお

客様 と共 に楽 しい一 日を過 ごしま した。東京支部 か ら参加 して下 さった窪田 さんよ り、 こんな感想

をお寄せ頂 きましたので御紹介致 します。

楽 しかつた45会 東京支部  窪 田 節 子

平成元年水無 月 5日 (月 1君 日)午前 5時半起床す ぐ窓の外 を見 る。雨は降 っていないが風の強 さ

は台風 なみで した。「鎌倉」 とい う名 にひかれて ピクニ ック気分で45会 に参加す る日です。憧 れの

「江の電」 に揺 られて由比 ヶ浜で下車、車掌 さんが乗車券 を集 めたの にはびっ くり。「鎌倉 シーサ イ

ドテニスクラブ」名前の とお り海のす ぐ近 くで した。約 140名 が集 ま り、午前 10時過 ぎ神奈川の大

場支部長、 日本女子 テニス連盟の武石副会長の御挨拶のあと親睦試合 が始 ま りました。千葉支部の

方は朝 6時半 に家 を出て、 ものす ごいラッシュの中 をにらまれなが らラケ ッ トをかかえてい らした

そ うです。午前中はクレーコー トで したので眼鏡 をかけている私 で も風下でボール を打 とうとす る

瞬間強風 にあ うと、思 わず 目をつむって しま うほ どで した。風上 にまわると今度 は打点が 1メ ー ト

ル以上 もずれて しま う珍 プ レーの続出で した。神奈川支部 の方の御好意で、午後 4時の制限時間 ま

でたっぷ り楽 しませていただ きま した。千葉支部 の方 も最後 まで頑張 ってい らっ しやいま した。

あわただ しくシャワー を浴びて、鎌倉在住 の知人の運転 とガイ ドで、長谷寺、銭洗 い弁天、佐助稲荷

と連 れていっていただ き、 も う感激、感激 ./ お団子 を食べ なが らヨッ トハーバー を眺め、記念写

真 を撮 り、大好 きな植木 を買 って、場会でいただいた「ハ トサ ブレー」「おまん じゅう」 を手 にご

機嫌 で家路 につ きま した。 日を改めてゆっ くりと鎌倉 を歩いてみたいと思 います。来年 も是非45会

に参加 しよ うと楽 しみにしています。お世話係 の方、1ヒ原 さん素敵 な 1日 を有難 うございました。

ふ れ あ い

「テニスは楽 し J レニ ックス ′
Jヽ 野 千 嘉 子

主人 に遅 れること、八 ヶ月、バ ンコクの空港 に降 り立 ったのは、五年前の ことで した。東洋のベ

ニス「バ ンコク」 とは名ばか りで、熱気 と数十年来の集中降雨 とかで、至 る所、大洪水です。何 と

もいえぬ臭気 が漂 い、 これか らの生活の ことを思 うと「今頃は一」 と日本のテニスの仲間の顔 が浮

んで きます。

夢 に見た主婦業か らの解放の実現 は、翌 日の朝食 からです。朝食 が済む と、昼食 までメイ ドのす

る洗濯 を横 目で眺め、掃除では部屋 か ら部屋へ と追い立て られ、昼食 が終 ると、メイ ドの一時休憩

で、私 もこれで一息つ く始末です。

タイに来 たのだか ら、何 かタイでなければ出来 ないことをしよ うと考 えていたのですが、早 くも

三 日目には、 ラケ ッ ト片手 に外 に飛び出 していました。貸 コー トが近 くにい くつ もあ り、専属 コー

チ もいますので、予約 さえ取 れば、一人で行 って も大文夫です。 タイに来 て、初 めてラケ ッ トを握

る主婦の方が多い とい うの も領けます。当初、慣 れぬもののひ とつ に、ボールボーイがあ ります。

このボールボーイとは、再 々ボール拾 いの奪い合 い ?を したもので した。週二回、コー トを貸 りて

ゲームを楽 しんでいるのが、 日本人会員のテニス同好会女子部 です。ボールボーイを使 わないここ

では、時 々、ボールを拾 うことを忘 れる人 がいます。 この他 、同女子部 は親善試合 も盛 んに行 い、

日泰交流 にひ と役買 っています。

家族 でスポーツクラブに入会 したのは、来泰、半月後、以来帰国す るまで、 クラブの方 々には、

テニスは勿論、食事、 カラオケ、ゴルフ等楽 しくお付 き合 いさせていただ きました。 クラブ外 にも

仲間は広 が り、特 にタイ人の集 りの同好会 は、上手 も下手 もテニス大好 き仲間の集 ま りで、 よくテ

ニスの後、パーテ ィを楽 しんだ もので した。

別れはつ らいもので したが、 ラケ ッ トが結 んで くれた友情 がいつ まで も続 くよ う、再会 を約束 し、

タイを離 れました。 日本 に帰国 し、主婦業の毎 日に「今頃は…」 とタイのテニス仲間の ことをなつ

か しく思 い浮べ ている今 日この頃です。



こんな時、あなただったらどうしますか ?     競技講習会より

3月 20日 、湘南スポーツセ ンターに於 て、競技講習会 が行 われました。 その中の質問事項 で、 し

、ば しば、試合の中で問題 になる事柄 をまとめてみました。

質問 1:ラ リー中、 グッ ドと思 い返球 したが、パー トナーが「アウ トJと 言った。

答 :1、 相手がそのままラリー を続 けた場合はプ レー を続行す る。

2.相 手がそのボールを止めた場合又はパー トナーの「アウ ト」の声で打つの をやめた

場合。実際はそのボールが入 っていたのであれば、ペアーの ジャッジの異 ったチー

ムの失点 となる。

質問 2:チ ャンスボールが上 って来 たので、スマ ッシュをしよ うとしたが、相手が大 きな声 を出

した。

答 :シ ョッ トす るか、ス トップす るか選択す る。

1.プ レー をス トップ した場合 は レッ トとなる。

2.ス マ ッシュをして もよいが、失敗 して「声が したか ら」 と言って レッ トの要求は出

来 ない。(選手は、相手の声が気 になった ら、 その旨ア ンパ イア又は レフェリーに申

し出 る。申し出があればアンハ イアは注意する。)申 し出のない時は注意の必要なし。

質問 3:セ ルフジャッジの時、「フォル ト」σ.コ ールは誰がす るのですか。

答 :レ シーバー又はそのパー トナーの どちらが しても良い。

1.2人 の意見が違 った場合は失点 となる。(「 わか らない」 と言 う様 な、 あいまいなジ

ャッジをした場合 は失点 を認 めるのがベス トである。)

2.一人が「フォル ト」パー トナーが「 レッ トJの場合は「 レッ ト」 となる。

質問 4:ソ ロチェアアンパ イアの時、ア ンパ イアはプ レイヤーのコールに対 してオーバールール

をして も良いですか。

答 :萌 白なミスジキ,ジ に対してめみオーバールールして良い。 (ア ンパイアは、相手か、

らの クレームがつ く前 にオーバールールす るのがベス トである。)

質問 5:イ ンプ レー中にボールが入 って来 た場合 タイムをかけて良いですか。

答 :良 い。気 が付 いた人 がす ぐにタイムをかけることがで きる。又、 タイムをかけたゲーム

で、フ ァース トサーブがフォル トだった場合サーバーの タイ ミングを狂 わせたのであれ

ば、ファース トサーブから行 う。

質問 6:試合中、 コー トの外 にいる友人 に飲物 をたのんで良いですか。

答 :頼んで良い。

質問 7:試合前の「 トス」 に勝 ったプ レイヤーは何 を選ぶ ことが出来 ますか。

答 :1.サ ーバーかレシーバ ーを選ぶ

2.い ずれかのエ ン ドを選ぶ

3.上記の 1.2.を 相手 に選ばせ る。

質問 8:セ ルフジャッジの時、プ レイヤーの義務である半」定 とコールは、大 きな芦 と萌確 をジ■

スチキニでとあるが両方しないといけないですか。

答 :片方だけでペナルテ ィをとることはないが声だけだ と聞 こえない時 もあるので、両方 し

な くてはいけない。

他 にも色 々な事 がおこると思 います。プ レイヤーの間で、又はソロチェアア ンパ イアをしていて

解決で きない時は、 レフェリー を呼びましょう。ルールを正 しく理解 し、気持 ち良 くゲームをした

いものです。
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“こ ん な 場 合 が あ り ま す"

一つの大会が、予選、本選 にわかれている場合にかぎり、予選ブロック決勝で敗 けた選手は、勝

者が何 らかの理由で失格 したり、都合で試合 に出 られない旨、前 もって届出があった場合 には、繰

り上 り本戦 に出場する事がで きます。
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