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第22回  県支部 シングルス・ ダブルス トーナメン ト

秋′巨″」の神奈川県支部 シングルス・ダブルス トーナメン トは、青空 の もと、10月 16日 よ り23日 ま

で湘南スポーツセ ンターで開催 された。エ ン トリー数 はシングルス16名 。 ダブルス23組 とこじんま

りとした大会 で したが、選手の実力の伯仲で、 どの試合 も見 ごた えのある熱戦ばか りで した。

局 杉  0 藤 原 組 優 勝 。4′ 県支部ダブルトーナメント

久 し振 りに出場 のベテランペア、若 さ一杯のフレッシュペア等 々皆 それぞオlの持味 を発揮 しての

戦いに、 どのコー トも目の離せ ないゲームばか り。 その中で昨年度優勝の高杉 さ″tがベ アー を女子

連新人の藤原 さんに代 え、ボ レーやスマ ッシュを主体 に若 さあふれるブ レーで勝 ち進み、決勝戦で

姫野 。大谷組 を接戦の末下 し、優勝 を手中に収 めた。

優 勝   高杉・藤原組 (亀 ノ甲山 。SSC)
準優勝  姫野 。大谷組 (相模原 グリー ン)

第 3位  河田・松丸組 (寒川 ロー ン・湘南 ロー ン)

優勝 した二人は “苦 しかった。簡単 には勝 たしてくれませんでしたι

(脚京)“セカンドセットはほとんどがジュースだったので、 1ポ イン

ト・ 1ポ イン トの積 み重 ねがとっても大変で した。で も初 めて組 んで

の試合 に優勝 で きて とて も嬉 しいです。 これか らも一緒 に努力 して頑

張 りたいと思 っています:(高 杉)と コー トサイ ドで喜び を語 って下

さいま した。

ヤングミセスの杉本 さん 優勝 .4′  県支部シングルストーナメント

今大会のシングルスにもダブルス同様 トーナメント初登場の新人が頑張 りました。後陣でのス ト

ローク合戦の準決勝 で 2時間半の苦 しい試合 を我慢 で制 した杉本 さん

が、 その勢 いで昨年度優勝 のホル トさん との決勝戦 を乗 り切 った。

優 勝   杉本 尚子 (戸塚泉 )

準優勝   ホル ト千恵子 (個 人 )

3位  金子 具代 (大磯 ロー ン)

“一回戦 か ら決勝 まで どれも大変で した。初 めて出たので優勝 など

考 えず、一回で も多 くプ レー をしたいと思 っていました。 この女子連

の トーナメ ン トは、相 手が色 々なタイブ、年令の人で したので試合の

パ ター ンを幅広 く考 えてプ レー をしま した。相手が私 を知 らなかった

ので ラッキーで したgと 杉本 さんは話 して下 さいま した。

ブロック別 シングルス トーナメント
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相模原市横 山公園

S  I本郷台テニスクラブ

結

斉藤  仁子

古川 本子

西谷真理子

伴野 修子

白井 涼子

根岸 久子

土屋  幸

小山 カヨ

イタ舌 月券

準優勝

第 3位

イ憂 月孝

'準優勝

第 3位

(亀 の甲山)

(夢見 ヶ崎 )

(サ ン トリー )

(亀の甲山)

(本郷台 )

(鎌倉宮 カン トリー)

(エ スタ)

(本郷台 )

10月 3日

平塚市営桃浜 コー ト

湘南 ロー ンテニス クラブ

中尾久美子 (伊勢原 )

可知 優子 (SSC)
星野 敏子 (湘南ハ ン ドレッ ド)

喜多 牧子 (小日急藤沢 )

所   1参 加数ブ ロ ッ ク 月  日 場 果

B 125

C





第11回 朝 日レディーステニス

9月 6日 より始 まった今回の朝 日レデ ィースは参加者 475組。県大会は、お天気 にも恵まれ、 3
日間で終 る事が出来 ました。 しかし、代表の三つの席 を手に入れるのは大変な事でシー ド選手が次
々と敗 れる中、自分達のペースを守 り、がんば りぬぃた 3組が勝 ち取 りました。全国大会は、11月
15日 より朝 日生命久我山コー トで行われ、三回戦に進みましたが、強豪兵庫の前にあと一歩の所で
敗れベス ト8に進むことがで きませんで した。監督の小川 さん、選手の皆 さん、本当にお疲れ様で
した。来年 も又チャレンジされる事 を期待 します。

神 奈 川 県 大 会 結 果

優 勝  浅沼栄子・武部愛子組 (百合 ヶ丘 ファミリー・亀の甲山)

準優勝  杉山泰代・二宮典子組 (カ トレア・大磯 ローン)

第二位  藤倉裕子・佐藤礼子組 (相模原テニスクラブ)

朝 日レディースを振 り返って 監 督  小 り‖ カロ 代 子

県大表が決 まり、顔合せの時、 “ちょっと厳 しいかな"と 思 いまし
たが、県代表 になったことで喜 んでいてはぃけない。戦 いは これから
で、「勝 って兜の緒 を締 めて」全国大会ヘ ァタックしよ うと誓いまし
た。私 も監督 に指名 され るとは思 っていませんで したので、何の心の

準備 もな く引受けたのはいいですが、選手の皆 さんに何 をしてあげら
れるか不安で した。

団体戦のおもしろさ、厳 しさを選手の皆 さんと分 かち合 い、手 に汗
にぎり、力のか ぎりの声援 を背 に大好 きなテニスでアマチュアではあ

るが全国大会 とい う大舞台 を踏み、人生の思 い出の一ペー ジになる様

協 力 しよ うと思 いました。

しく三回戦で終 りま したが、45才 に して人生勉強 をさせて頂 き、選手の
皆 さんも多勢の人の世話 によ り又応援 によ り最高の経験 をさせてもらい、心 よ り「感謝 」とい う気
持 ちをよ リー層感 じた と語 り合 った時、試合 は負 けたけれ ど楽 しい大会で した。

12回大会 を期待 します。大会関係者の皆様、 あ りが とうございました。

浅沼栄子 武部 愛子組

まず最初 に、皆様 の ご声援 に心 よ り感謝 し、お礼 を申 し上 げます。

大会のお世話 をして下 さった女子連の方々、連 日応援 に駆 けつ けて下
さった仲間の方 々本当にあ りがとうございました。

喜びに浸 るの もそこそこに、迫 る全国大会の事 を考 えると、責任感

で胸 が一杯 にな ります。皆様 のア ドバ イス を素直 に受 け入 れて、11月

15日 までに何 かひ とつで も多 くの もの を学べれば と思 ってお ります。
宜 しくご指導 をお願い致 します。

さて、私共無欲の即席ペアーが レデ ィース大会 の一番切符 を手 に出

来 たのは「何故か しら ?」 と考 えてみました。

まず第一は練習時間の少 ない即席ペアーだか らこそ、相手のテニス

を信頼 し、話 し合 い、仲良 くプ レー出来たこと。二つ 目は幸運 の女ネ申が味方 について くれていた様
な、 ラッキーポイン トがぃ くっ もあったこと。第二は ノーア ドバ ンテー ジのゲームを “自分達の為
のポイ ン ト"と 常 に唱 え合 い挑 んだこと。 まだまだ考 えられますが、最後 に崖 っ淵の ピンチで も諦
めないで挽回 しよ うと二人で努力 したこと……。などが思 い当た ります。

この様 な事 は勝 うたか らこそ言 えるのかもしれませんが、 お陰様 で とて も貴重 な経験 をさせて頂
きました。 この体験 を糧 に、全国大会 も小川監督 を中心 に選手の皆様 と共 に精一杯頑張 りたいと思
います。応援 して下 さいね。
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二宮典子・杉山泰代組

違 う世界の出来事 としてとらえていた、朝 日レデ ィースに、今年は

じめて出 させていただ きま した。素晴 しい天候 に恵 まれ、初秋の陽の

光 も心地良 く、青空 、快晴の もと、緑 多い素晴 しい環境 の中での等 々

カコー トでテニスが出来 るよろこびを感 じながら、緊張の中初 日を迎

えました。 しか し、一 日一 日、緊張の度合 も強 くなってまい りまして

どの試合 も一セ ッ トめがタイブレー ク、ニセ ッ トめ も接戦 とい う苦 し

い戦 いが続 きま した。 しか し、ペァーの二宮 さんの冷静 なプ レイにさ

さえられ、 どうにか乗 り切 って最終 日を迎 えた時 は、今 までの様 々な

弛贔は 言::l;]::ξ員;:熱霞響PF,「縛::を ;:]を litiil;::F量 |:峰古|こ

克つ』 を心 に言い聞かせ、試合 にのぞみま した。思 いもかけず、準優勝 させて頂 き、 その後、 日が

経つ につれよろこび も増 し、一方では、責任 も強 く感 じて来 てお ります。今では、全国大会 を三ペ

アー揃 って団結 し、がんばっていこうと練習 に励 んでお ります。

最後 にな りましたが、今大会、種 々お世話下 さいました役員の方々、 これまでお教 え下 さいま し
たコーチの諸先生方、練習相手 になって下 さいま した方々、更 には連 日応援 にかけつ けて下 さいま
したテニス仲間の方 々皆様 に厚 くお礼 を申 しあげます。有難 うございま した。  (杉 山 記 )

藤倉裕子・佐藤礼子組

平成元年度、私達 が県代表 に選ばれるなんて、 この上 ない喜 びを感

じています。 レデ ィース大会本選 に出 るだけで も大変だ と思 っていた

のに今 だに信 じられない気が します。二人 がここまで来 られたの も、

クラブの人達 をは じめ、諸先輩方の暖 かいァ ドバ イスや、私達 を応援

して下 さった方々が居 れば こそと、深 く感謝 しています。

「一球一球、 自信 を持 って打つ、 そして、 とにか く、一球で も多 く

相手のコー トに返す」 とい う言葉 をかみ じめ、 どんな相手 にも、無心

で戦 いま した。 この言葉 は、私達のテニス人生の中の最高の教訓 と思

い、 これか ら先 も、深 く胸 に刻み続 けたいと思 っています。

今の気持 ちを大切 に、全国大会 に向け、尚一層の努力 をし、悔 いの

頑張 りたいと思 います。

て くれた家族 に、心 か ら感謝す ると同時 に、 これからもよろ しくお願 い

ない試合 が出来 るよ うに、

最後 に、陰 なが ら応援 し

したいと思 います。
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感 謝 状 を 頂 き ま し た 。4′

昨年12月 、神奈 川県支部 20周年 を祝 し、藤沢市の秋葉台文化

体育館 において、大 フェステ ィバ ルが開かれた ことは、皆 さん

の記憶 にも新 しい事 と思 います。 その一部であったチャリテ ィ

ーバザーでは、本当に多 くの皆 さんの御協 力によ り、90万 円 も

の収益 を上 げることが出来 ました。 この収益金の内30万 が藤 沢

市 を通 じ愛の輪基金 に寄附がなされた事 はすでに御存知 と思 い

ますが、 この度、 この行為 に対 し、藤 沢市 よ り神奈川県支部 に

感謝状 が貝曽呈 されることとな り、去 る10月 17日 、大場支部長 が

市民会館ホールにおいて藤 沢市長 よ り項いてまい りました。

改めて皆様 の御協 力に感謝 し、ここに御報告致 します。



JALスーパージュニア大会を終えて
審判部 北 原 洋 子

秋日青れの中、10月 23日 ～29日 迄、湘南スポーツセ ンターにて JALス ーパー ジュニア大会 が開催

されま した。審判部総出 とな り、初 めて審判す る方 も多 く、ベテラン、新人が半々 とい う日もあり

新人の努力、ベテランの厚意 と審判技術 の指導で見事 にや りとげる事 が出来、主審のテクニ ックの

素晴 らしさが、大成功 につながった と思 います。本井 レフェリー

よ り『ラインの見方、声の大 きさ、判断の速 さ、主審 と線審のチ

ームワークの良 さ』 を誉 めて頂 き、嬉 しくな りました。今年は、

ANAカ ップで、神奈川県協会審判の中に参加 させて頂 き、 レン

ドル、エ ドベ リ、 ビランデル、 アガシのエキジビジ ョン、全 日本 、

フェデ レー シ ョン大会では、全国公認指導審判の方 と共 に線審 を

す る事 が出来、ウイ ンブル ドン、 USAオ ープ ンのよ うに、男女

混成チームも夢ではな く、 これか らの審判活動は変 わ りつつ ある

よ うです。思 うに、女子連の審判 は、 自分達の大会審判 だけでな

く、 ジュニア育成の為 に、又現在のよ うに大 きなイベ ン ト大会 を立派 にこなす様 になるとは、 3年
審判部 を担当 して、驚 きと、主婦パ ワーの凄 さに感心 してお ります。始 めに戻 りますが、 JALス
ーパージュニア大会 は、色 々な面で心 に残 る大会です。審判運営、新人のデ ビュー、チーフの育成

ベテランのオ旨導の確 か さを見 る事 がで き、皆様 のお陰で最終 日には胸 にジー ンときました。審判 も

テニスの一部 です。テニスの技術 と共 にルールを勉強 し、マナー を向上 させ、神奈川県支部 ここに

ありと胸 を張 って下 さい。最後 に審判は、教 えて もらう事 ではな く、学ぶ姿勢が大切ではないかと

思いました。

湘南ハ ン ドレッ ドテニス

れ
” 飯 尾 尚 子

この秋 、藤沢市の東南の隅 に小 さなクラブが誕生 しました。名前は湘南ハ ン ドレッ ドテニスクラ

ブと言い、深 い緑の本立 を背 にした美 しい 3面のサ ン ドグラスコー トからは、朝 にタベ に遠 く富士

山が眺め られます。

この クラブは、今年の初 めに湘南 グリーTCの コー トがブル トーザ

ーで無′惨に破壊 された事 に始 まり、 それから10ヶ 月のテニス好 き仲間

達 の熱意 と前向 きのチームヮー クの結集 として出来上 った ものです。

有 り難 いことに、地主の方 は大変徳望 のある方で、私達 の性急 な願

いに好意 をもって応 じて下 さり、無償 で土地 を借 りる事 が出来 ました。

従 って このテニス クラブの特徴 は、会員達の手づ くりであること。功 、

営利であること。 もう一つ挙 げれば、いず こも同 じく女性上位 とい う

ことかな。

テニス クラブは、生 きもののよ うで、 そこに関係 している人達のテニスに対す る姿勢、強いては

生 きる姿勢で どんな風 にも変化 します。多数の人が楽 しんだ湘南 グリー ンは過去の もの となって し

まいま したが、 ここにまた新 しい湘南ハ ン ドレッ ドTCが 生 まれました。私達 は新 クラブで剰Fし い

テニスライフを目指 そ うとしています。女子連の皆様、 どうぞ宜 しくお願い致 します。

∞ 編 集 後 記 ∞
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今年 になって 3回 目の支部だよりの発行が間

近 になり、 もう一年が過 ぎてしまったといささ

かおどろいています。た くさんの方々の御協力

を頂 きありがとうございました。来年は茂原 さ

んにバ トンタッチをいたします。 (横井 )

今年一年は横井 さんのアシスタン トで した。

良 き先輩のお陰で広報の仕事 も少 しわか りかけ

て きま したがまだまだ未熟です。良 き支部 だよ

りのため、引 き続 き皆様の御協 力 をお願 い致 し

ます。 (茂原 )




