


鶴 リーボッタ杯『母と子のテニストーカメント』
☆小学生の部

優勝 石崎伸子・勇太  準優勝 用瀬善枝・淳悟

☆ 中学生女子の部

優勝 岩田公子・美智子 準優勝 木村須賀子0千登勢

☆ 中学生男子の部

優勝 奥田せつ子・昌宏 準優勝 西澤美恵子・亮太

と き 平成 5年 8月 10日
"ところ 本牧市民公園テニスコート

中学生女子の部 優勝 岩田美智子さんの作文

私がこの試合に出ようと思った時はとても不安で

した。母は沢山の試合を経験していても私はこう

いう大会は初めてだったからです。でもがんばぅ

晴れ上がった空のもと一つ
のポールを親子が追って、
いつもは叱り役のお母さん
もミスをすると、ごめんねっ
て謝ったり、決まった時は
手をたたき合ったり、ほ♂

ぼのとした雰囲気に溢れ_
大会でした。大会後の抽選
会も大好評のようでした。

て出てみて良かったなと思っています。なぜなら色々な事が学べたからです。いつもはけんかばか

りしている母を大先輩だと思えた事。準決勝の時は3対 5で負けていたのを一本一本を大切にして

挽回した事、決勝戦ではいつもひろえないボールがかえせました。一生けん命やれば出来ないと思

った事でも出来る。この大会は私にいろいろな意味で自信を与えてくれました。

本当に優勝できて本当に出てよかったと思っています。  雙葉中 3年 岩田美智子
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予選会場  組数 日時

本牧コート 80組 9/2、 3

長浜コート 137組  9/2、 3上郷GH9/10、 13

横山コート 75組 9/2、 3

等 カ々コート 143組  9/6、 13緑TG 9/13城 郷9/14

籍醤:I)1176利
] :チ

1ll: 
眉ヨ;京SSC 9/10

県大会

荏原SSC 64糸且  9/27、  28、  29、  30

υ監督の言葉 鈴木澄子 (鎌倉宮カントリー)平均年令は高いけれど伸びてこよ

う越えてこようとする若い力を抑えこみ、代表権を獲得した強者達。経験と頭

脳プレ=で全国制覇も夢ではない。

υ Nal高杉 0工藤組 今年二人でこの大会を目指して頑張ってきました。シードのプレッシャーもあっ

たが頑張りました。全国大会はチームヮークを大事にがんばります〃

υ NQ2白井・星野組 10回大会に代表になった後、若い方が力を伸ばしている中でどの位戦えるか

気楽な気持ちで出場したのが好成績につながりました。

O Nα 3岩瀬 。松岡組 新しいペアなので、ひと試合ずつ頑張ってきました。全国大会までの残り少な

い日を、コンビネーションを作り上げながらがんばります。     _

1高杉・工藤 (亀の甲山。大磯ローン)

16中尾・鈴木 (伊勢原・湘南ハンドレッド)

24西谷・只隈 (サ ントリー・相模原グリーン)

32岩瀬・松岡 (市 ケ尾・サントリー)

35原 田・坂井 (高麗山)

48若島・西村 (プラザ・東急瞼山)

52井上・バーンズ(大井町ファミリー)

64白井・星野 (本郷台・湘南ハンドレッド)

三位決定戦

言雪三禁昇笏



」歴御 回ゾロッタ別麒浙婁レストいナスント
Aプロック 参加数 136名

とき  平成 5年 10月 4日 ～ 8日

γ会場  川崎市等々カテニスコート

市ケ尾テニスクラブ

10富岡富美江 (SPC)

34坂口 久子 (あ ざみ野ローン

51ハンフリー玖美子(YITC)

68渡辺 永海 (東急瞼山)

74須崎 尚美 (レニックス)

99森下 友子 (YSC)

103松岡 裕子 (東急瞼山)

136石倉 正世 (YSC)

Bプロック 参加数 110名

とき  平成 5年 10月 4日 ～ 6日

会場  本郷台テニスクラブ

勝てると思わなかったけど、応援にはげまされて

一つ一つねばってゆきました。優勝 山本昌子談

Cプロック 参加数 121名

とき  平成 5年 10月 5日 ～ 7日

会場  平塚市営桃浜コート

湘南ローンテニスクラブ

1原田 和子 (高麗山)

17鶴岡美津子鶴沼グリーン)

48坂本 直子 (高麗山)

53駒  智江 (南足柄)

80森本  操 (湘南ローン)

96曽我部涼子鶴沼グリーン)

100杉山 豊子 (笠間)

128松尾 文子 (湘南口‐ン)

優勝 村岡裕子談

うれしいです。胸がいっぱい

です。皆様のおかげでとても

楽しかったです。又テニスが

やめられなくなりそうです。

村 岡 裕 子

準優勝 渡辺永海談

一年毎に体力的にシングルス

がきつくなって来たので今年

はなんとしても卒業したかっ

た。今年一番うれしい準優勝です。渡 辺 永 海

イヽ山 カヨ(本郷台) 1
川角喜美子 (鎌倉ローン)27

下山田恵子 (本郷台) 35
山本 昌子 (本郷台) 55
平尾 淳子 (本郷台)、 69

丹野 邦子 lJIIグリーンピD83

塩貝 厚子 (ワ ールド)90
新井 美代 (ワ ールド)110

自分のできることを、いっしょうけんめいやりま

した。皆の応援が、とても心強く感じられました。

準優勝 平尾淳子談

優勝 曽我部涼子談

練習が思うように出来なか

ったので、体力が続く力洵い

配でしたが力を出し切って

優勝できてうれしいで

曽我 部 涼 子

準優勝 鶴岡美津子談

思いがけず卒業出来うれしい

です。精神修業のため出場し

て同じクラプの曽我部さんが

優勝してとてもうれしい/

山 本 昌 子 平 尾 淳 子

鶴 岡 美津 子
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」匡 筋 11回 仄 石 杯
とき  平成 5年 10月 26日 ～28日

会場  荏原湘南スポーシセンター

50才以上 参加数 28組

1山本・河田(宮崎台・寒り||ロ ーン)

13桜井0並木(苅岸グリーン・テニスピリケD

17西牧・米山(サ ンプリッジ)

32田渕・遠藤 (タ チバナ・登戸)

55才以上 参加数 10組

1柴崎・小野催店カントリー・鎗シーサイD

4井■1りく沢 (YSC・ カルビス)

6浅野・有沢 (相模原・カルピス)

10斉藤0矢野 (鎌倉宮カントリー)

60才以上 参加数 5組
1木村・楢崎(鎗ローン・‖館カントリ→

2水谷・天 野 (荏原SSC・ 個人)

3佐藤0高橋 (希望ケ丘)

4原口・鈴木(縮インドア・テニスピう萄

5鈴木・井上 (湘南ローン)

65才以上 参加数 5組
1武石・大塚 (鎗ローン・樹離カントリ→

2森 ・白石 (個人・青葉台田園)

3渡会・栗原 (高麗山・小田急秦野)

4/1ヽ林・木太 (湘南ローン・東林間)

5増田・村上備望ケ丘・鎌倉ローン)

(栗 原 渡 会 )

穏やかな天候に恵まれ日程通り試合が行われたものの、県支部シン

グルスと重なっていたため、武石杯もかなり時間が遅くなり、初日

は一部ナイターになった。最終日は武石さんもおいでになり最後ま

で試合をご覧になり入賞者に賞品をお渡しになりました。今年89才

になられたとの事、なんて若々しいのでしょう!本当にいつまでも

いつまでもお元気でテニスを続けられますようお祈り申し上げます。

☆優勝 山本・河田

楽しく、楽しく

テニスをさせて

いただきました。

いつまでも楽しく

テニスを続けたい

と思います。

☆優勝 柴崎・小野

筋カアップのため

毎晩鉄アレーで鍛

えています。(4ヽ野談)

イヽ野さんが当クラ

ス最後の年におつ

き合いできて幸せ

です。(柴崎談)

☆優勝 木村・ 楢崎

良いパートナーに

恵まれて幸せでし

た。(木村談)

一生けん命辛抱し

てやっと1ポ イン

トを取る試合でし

た。(楢崎談)

☆優勝 渡会・栗原__

益々、武石杯の発

展をお祈りしま九

後輩の方達の力で

私達がテニスを楽

しめるのを感謝し

ています。(渡会詢

( 木 村 )
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とき

会場

☆優勝 関場 和子

最近はベテランの試合に多

く出ていますが、今日は若

い方とゲームが出来てうれ

しかったです。

皆さんもどんどん出場して

ほしいです。

ィー ス '93価関東神奈りl:A・ B大会)全国 大 会

全 国 大 会
とき  平成 5年 11月 30日

会場  多摩り|1園 ラケットクラブ

見‐事‖|1須1崎■重:松1組力ヽ優1勝 |

‐中1原■1原1沢1組|も懺‖ズ■卜1コ
|ヨ

優勝した重松さんはまだ20

才。力強いストロークと須

崎さんのきめで見事に栄冠

を勝ち取った。

このチームは報道陣の人気

者、どのコートに入っても

(須 崎 重松) ヵメラがついて来て重松さ

んの若さがひときわ目立った大会でした。

」匡 第26回 神奈川県支部シングルス
平成 5年 10月 25日 ～ 28日

荏原湘南スポーツセンター  参加数26名

1関場 和子 (上郷グリーンヒル)

6原田 和子 (高麗山)

8田中 啓子 (厚木国際)

13森  経子 (鎌倉宮カントリー)

16平尾 淳子 (本郷台)

19本田 真美 (夢見ケ崎ローン)

20只隈 悦子 (相模原グリーン)

_4中 尾久美子 (伊勢原)

初日からすごい熱戦が繰り広げられ、ほとんどが

ファイナルとタイブレークになり試合終了時間が

遅くなった。決勝戦は若い本田さんと2回優勝し

ている関場さんとの戦い。第 1セ ット4-4ま で

競ったがその後、 1ゲ■ムも与えず関場さんが勝

ち、見事 3回目の栄冠に輝いた。関場さんの強さ

が目立つシングルスでした。

喘計東急レデ
西関東神奈川A 64組

とき  平成 5年 11月 2日 4日

会場  荏原湘南スポーツセンター

1日 目4組によるリーグ戦、2日 ロリーグ戦 1位
~に

よるトーナメント、 1回戦 8ゲームマッチ

2回戦以降とコンソレーションは6ゲームマッチ

優 勝 中原・原沢組 (市 ケ尾。霧ケ丘)

準優勝 加藤 0松村組 (YSC。 テニスピア茅ケ崎)

西関東神奈川B 64組

とき 平成 5年 10月 20日 21日

会場 東急険山スポーッガーデン

試合方法は上記と同じ

優 勝 須崎・重松組 (レ ニックス)

準優勝 東方・小林組 (亀の甲山)

☆準優勝 本田 真美

ここまで来るのが大変で

した。決勝までこられた

のがラッキーでした。

試合に出始めた頃からす

でにビッグシードだった

関場さんと試合できて、

うれしかったです。

関 場 和 子

寧I事[TTまτttj重
松
Tが
全国大会に出場

馳 £廃寡糠翡二纏曇言意fri[F年
原
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第3回富士コカ0コ ーラ杯すみれ会チームトーナメント
とき  平成 5年11月 8甲 予備日15日  会場 荏原湘南スポーツセンター  参加数 34チ ニム

8日 は冷たい雨にふられ、一週間遅れの15日 に行なわれた。この日は11月 とは思えない暑い日にな

リスコート姿が見られた。100才以上チーム2、 年令問わずチーム1の団体戦。各チーム共クラプを

代表する様な方々が出場して、楽しい内にもハイレベルな試合が数多くみられました。又、装いに

も工夫されたチームが数多く、中でも檬ζみ篠 るは顔にはヒゲを画き、パンツには尻っぽまで

つけ皆さん楽しげでした。最後には抽選会もあり盛り上がった1日 でした。

☆優勝 マーガレット 準優勝 グリーンピース 三位 プリンセス しらゆりの各チームでした。
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悧蜃国 ヨコ餡マ◎餡ンディ◎テ呂ス式会
とき  平成 5年 12月 11日

会場 本牧市民公園コート

参加人員 選手約73名  ボランティア120名

前日の雨がうその様に好天に恵まれたと喜んで居

たのも東の間、午後から雨となり、水はけをして

再開したものの今度は寒冷前線の影響かあられ混じ

りの雨がふり3時には中止になってしまいました。

楽しみにして居た選手達は残念そうでしたが、

ゲーム差による順位で表彰式をクラブハウスで行

いました。

右に掲げましたこの大会の表紙絵は、ボランティ

ア委員会の役員である鵠沼グリーンの山本さち子

さんの手によるものです。前回同様、夢のある素

晴らしい絵に拍手を送りたいと思います。

第 4回ブロック対抗戦
とき'平 成 5年 12月 6日 予備日13日

会場 ~泉中央テニスガーデン

3プ ロック最後の対抗戦、雨で一週遅れとなり、

文字どおり、県支部最後の行事になりました。

☆優勝 Aブロック4年連続

準優勝 Cプ ロック2年連続

3 位 Bブロック

賞品 ネーブル 1箱

賞品 りんご1箱

賞品 みかん 1箱

☆優勝レンドルチーム 準優勝ベッカーチーム ー

3位マ ッケ ンローチーム、 ェ ドベ リチームで した。

第 2回
ヨコハマ・ハンディ・テニス大会

広報編集 後記

前号でAプロック村上・中田組の中田さんを一ケ

所田中と掲載してしまいました。お詫びして訂正

致します。好成績続きの一年を担当させて頂き、

選手の皆様はじめ、役員の方々に深く感謝申し上

げます。来年は知性豊かな湘南桂台の村上富紗子

さんにバトンを渡します。旧年にも増してご支援

ご協力を頂きますようお願い申し上げます。

厚木国際TC 本間蓉子

第55回 全日本ベテランテニス選手
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おめでとうございます。
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