




Dプ ロック

ー般の部

山川・佐久間 (レ

4月 11・ 13・ 14

相模原グリーン

100組  ´

ニ ッ ク ス )

新井・山本 (ワ
ールド鶴沼グリーン).

森川・江田 (相模原グリーン)

渡辺・山内 (テ ニスプラザ戸塚 )

50才以上の部  8組

坪井・白石 (レニックス.サ ントリー)

平田・岡田 (相模原グリーン)

ス」県支部だより29号 より)

55才以上の部  14組

高橋・田渕 (相模原グリーン・タチバナ)

谷村・足立 (上郷グリーンヒルヽ YSC)

矢込・永井 (レ ニックス YSC)

平山・稲垣 (タ チバナ・市ケ尾 )

60才以上の部  4

65才以上の部  8組

栗原・塩野入 (小 田急秦野 二宮 )

小林・間宮 (湘 南 ロ ー ン )

戸部・白石 (鎌倉ローン・青葉台田園)

渡会・小松 (高麗山 本郷台 )

☆ペアを組んで10年。

仲よしテニスが実を

結びよい記念になり

ました。(坪井・白石)

☆最近こんな嬉しい事は久し振りで

す。パートナーの力強さに感謝々 。々

(山本)優勝が夢のようです。山本

さんの意気込みに引つ張られました。

(新井)

☆にわかペアで

したがよく頑張っ

たと思います。

ただ嬉しいの一

言です。

(森川・江田)
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4月 24日 ～26日

湘南ローン

『私が10才の時、父の勤務先に「これは体の丈夫になる道具です」と長野市の本屋さんが売りに

来たラケットを父は姉と私に1本ずつ買ってきてくれました。これが私のテニスのスタートです』

以来、テニスに魅せられて輝かしい数々の戦績を残し、長年の役員を通しては後輩への道を切り開

く担い手でした。90才過ぎて尚、元気にテニスを楽しまれる姿は私達後輩への励ましであり、昭和

58年 に作られたこの大会もそのひとつと云えましょう。

『最後に私がどうしてこんなにテニスに力を入れているかという理由をお話ししましょう。テニ

スというスポーツは、何よりもマナーを大切にするスポーツだからです。』(武石文江著「私のテニ
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上左 より

塚田・小島・白石

戸部・平山・稲垣

下左 より

布川・小野・小林

間宮・高橋・田渕

☆ここまでくるのに緊張したり、笑ってしまう

程面白かったり、でも頑張らなくてはと思う所

では頑張りました。大先輩を見習い精進します。

(高橋・田渕)(特に最後の言葉に力を入れての

コメントです。)

☆二人の気持がひとつになった事で優勝出来た

思います。(小野・布川)(お互いほめ合う気持

の結果の感想でした。)

☆年輪を重ねてなおテニスが上達している小林

さんです。(間宮)間宮さんが何といってもお

上手なので優勝できました。(小林)(間宮家の

お嫁さん茂子さんのお母さんは小林さん。つま

りお姑さん同志の羨しいペアです。)

組

森川。江田・山本・新井

塚田 4Ⅶ島鈴木.越 川 寺井 伊藤 小野 布川 順位
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5月 22日 ・23日

荏原 SSC
本戦 64組 (予選593組 )

さわやかな新緑の 5月 の季節にふさわしく、若さ一杯の21オ ・24才コンビの重松・木名瀬組が得

意のバックハンドを武器に593組の頂′点に立ちました。また橋本・橋口組にはシード選手に見事勝っ

た事により神奈川新聞社賞が贈られました。観客の興奮の渦は戦い終った後の抽選会のビンゴゲー

ムまでひき続き、歓声と溜め息つく声を聞く中大会も無事に終了いたしました。

☆ひと試合ひと試合最後ま

であきらめずに返す事を心

がけました。(木名瀬・重松)

☆組んで日が浅く、今後の

課題も沢山見つかったので

もっと練習しようと思いま

楠原・藤原・重松・木名瀬 す。(藤原・楠原)

藤原・楠原 (藤 原TS,鎌 倉ローン)

木名瀬・重松 (和     泉 )

竹内・横山 (卸クィーン左近山ロイヤル)

松岡・星野 (サ ントリー湘敵ヽンドレッド)

橋本 橋口 (荏 原 SSC)

西村・水野 (東
「

喰山・NA城 郷)_

☆勝つことを心に思いなが

ら、お互いに最後まで声を

かけあいました。(嶋田・森末)

☆ここまで来ただけでも嬉

しいです。(岡 田・高山)

☆準決勝ではリードしてい

ながら負けてしまいました。

三位決定戦では気を楽にし

て戦いました。(高梨・和田)

神奈川三菱自動車の

詠次長 (右端上 )

川崎三菱自動車の

1燒  曾票〕員響有IIをカ
第 2回関東八都県桑名杯親睦テニス大会 7月 13日 朝日生命久我山スポーツセンター

監督 竹内 昭子

選手  1位リーグ 嶋田けい子 森末まさ子 2位リーグ 岡田めぐみ 高山雅恵 3位リーグ 足立豊子 小野里子

今回参加したのは東京、埼玉、千葉、栃木、群馬、茨城、神奈り||の 7都県。各都県大会の 1位から3

位の選手は各々のグループに分かれ、リーグ戦が行われました。嶋田・森末組は全勝し、高梨・和田組

と替って出た小野。足立組は1敗でそれぞれ優勝し、岡田・高山組も3位 という好成績で、神奈川県勢

の強さを見せつけた大会でした。お天気に恵まれた上に、選手の熱戦に本当に熱～い1日 でした。

木名瀬
重松

桑磐1株
レディステニス′95  6月 2日 ■3日

荏原 SSC
■■■■■■            ネ申勢ミJll岬[三芝音F大露蟄  本戦 64組 (予選580組 )

優勝 !嶋田・森末組「集中することに徹 しました」

高梨・和田

鈴木 古本

高松・石川

嶋田・森末

3位決定戦

711[呈 I卜要
=「

[1孵

9-7

高梨・和田

高梨・和田・高山・岡田

llll田・森末

6-3
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(上郷グリーンヒル)¬    16-2
6-3



Aプ ロック 7月 13日

横浜ガーデン 72組

―参加選手の声―

O審判 も楽 し'か った。審判がいて試合 らしく良い。
○セルフジャッジの方がよい。審判は緊張 しいや。
Oリ ーグ戦で終るのは残念。 トーナメントも考

えて。来年は桑名杯 もめざします。

O女子連に入って初めての参加。練習に励み又

トライしたい。

O初心・初級者の大会をもっと作って。

テニストーナメント ー参加選手の声―

Bプ ロック 7月 3日・11日

葉山TC,南郷山の上公園 120組

。リーグ戦で何回も試合が出来、楽しかった。
OSCUを したが、自分がプレーしている時は

声が出るのに審判台の上だとカウントが分ら

なくなったり難しいと思った。
。勝負にこだわる組もいたが、精神的に強くな

らなければといろいろ勉強になった。

増田 妙子 (亀の甲山)

_ ―審判親睦会 -  3月 22日 泉中央 参カロ41名

日頃、審判活動に協力している人達に依る、ジャパン・オープンに向けて、新人の為の実技練習

と親睦会が行われました。ベテランによるデモンス トレーションでは、コートにピーンと張り詰め

た空気が漂い、さすが・……と感じました。午後からは楽しくゲームをしたり、お喋りで親睦を深め

ましたc

―審判講習会 -  6月 7日 荏原SSC 参力日130名

午前中、国際審判員の鈴木澄子さんによる講義があり、試合での敗者によるソロチェアのやり方、

ルールに関する事、スコアカードの記入の仕方等しその後、屋外コートでの実技などがありました。

私達の試合に尤も関係のあるルールの改正点は “インプレー中、着衣、持ち物を落としたら、ア

ンパイアはレットをコールし、そのポイントのやり直しを命ずる事が出来、もし、落とした事に誰

も気が付かず、そのままポイントが終了した場合は、そのポイントは成立し、着衣、持ち物を落と

した事も成立する"と いう事で、どちらの場合も落とした事が 1回 目なら警告で、 2回 目からは失

点となります。年々、審判講習会も参加者が増え、テニスのルールに関心を持つ人も多くなってき

ました。私達のゲームを気持よく進める為に、もっとたくさんの人に参加してほしいと思っており

_ます。(ル ールに関する疑問点は気軽に、いつでも審判委員へお問い合せ下さい)

□ □ □ 園 □

□□□ 園 斉藤 武子 (鎌倉宮カントリー)

―すみれ親睦会 -  3月 23日 サントリーTG戸塚 参加148名

参加者のうち70才以上の 5名の方に、すみれ会員の励みになります様にと、花束を差し上げまし

た。又、チャリテイバザーでは14万 4百 円の収入があり女子連・朝日に各 5万円、日赤に4万円寄

付させて頂きました。被災地の復興を心からお祈りすると共に、皆様の御協力に感謝致します。

一すみれ旅行会 -  6月 5日 ～ 6日 湯河原ラケットクラブ 参カロ99名 (宿泊39名 )

人気も高まりつつある旅行会、今年は6名で16チ ームを作り、 トーナメント方式にしましたが、

皆様さすがベテランばかりでどの組も大接戦、テニス日和も幸いしてコートのあちこちで昔話をし

たり、新たな友好が生れたり、楽しそうでした。夜のパーテイも多く用意したはずのお料理が、あっ

という間に売り切れ、やはリテニスウーマンの集り、とてもすみれ会とは思えませんでした。

これからもすみれ会は高齢化に備え、いつまでも若々しく、元気で女子連に入つていてよかった

と思える様な楽しい場となります様に努力していきたいと思います。
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