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☆初めて組んで優勝でき嬉しいです。

前につめてボレー戦を心掛けました。

ペアに助けられ楽

しく試合が出来ま

した。(新谷 。今鷹)

炒

Aプ ロック

ー般の部

4月 9・

三ツ沢・

77組

湘南ハンドレッド

10。 11日

長坂スポーツランド

田辺・岡田 (市 ケ尾・タチバナ)―
劃

上野・福田 (ア リーナ.あ ざみ野)

新谷・今鷹 (東 急 有 馬 ).

50才以上の部 9組

尾崎・磯野 (市 ケ尾・鵠沼グリーン) 尾崎・磯野

板谷・草水 (タ チバナ・NA城用 コ 7-5 6-4

今鷹・新谷

☆去年の悔しさを

バネにいつも声を 宇留野・三河

かけ合って頑張 りました。 (三 河・

宇留野)☆ひたすら我慢のテニスで

した。嬉しいです。(尾崎 。磯野)

一　

一

一　

一

谷

鷹

新

今

一　

一　

一

Bプ ロック 4月 9

長浜・

一般の部  124組

原 ・昼間 (本  郷

土屋・荷川取 (エ  ス  タ )

信夫・岸宗 (エ

チII崎・磯渕 (MRM

50才以上の部  8組

中本寸・大関 (横須賀ダイヤランド)

茂原・碓井 (相急藤沢断グリーンヒル)劇

中村 。大関

7-5 6-7 6-2
(4)

信夫・岸宗・荷川取・土屋

☆若いパー トナーにおんぶ

に抱つこでここまで来まし

た。(信夫)ペ アのリー ド

と多 くの応援に恵まれ卒業

できました。(岸宗 )

☆念願の卒業が出来ました。皆

様有難うございました。(土屋)

産後の試合ということで回りの

方 の々協力でここまでこれまし

た。(荷川取)

大関 。中村

☆優勝はやつ

ぱりいいです

ね。3回 目の挑

戦でようやく

の優勝でした。

(中村・大関)

。10・ 11日

富岡西

6-0
6-2

土屋

荷川取

Cプ ロック 4月 9・ 10・

桃浜コー ト・

一般の部  168組

高橋・宍戸 (小田急藤沢 左近山

田中・岡田 (厚 本 国 際

林田・北家 (SYG.小 田急藤沢
石黒・和田・高橋・宍戸

☆やっと卒業できて嬉しい。

前日が苦しかったので決勝

戦はのびのびやらせてもらっ

た。(石黒)嬉 しいの一言。

☆試合前から若い宍戸さんとの

ペアは11年 目の今年でしめくく

ろうと思つていたので優勝でき

てとても嬉しい。(高橋)テ ニス

を始めて最初に組んでもらった

親がわりの

様なペアと

11年 目にし

て優勝でき

て本当に嬉

11日

湘南 ローン

)
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高橋

宍戸

6-4
6-2

石黒・和田 (高麗山大井町ファミリー

50才以上の部 9組

高橋・片岡 藤沢城南)

皆様ありがとうございまし 青木・田村 しい。(宍戸)

た(和 田)☆ この年までやっていてよかつた 1同 じクラ

ブの人と一緒に卒業できて嬉しい。練習して下さつた

若い方たち、応援の皆さん、ありがとう。(田村・青木)

田村 。青木 (大井町ファミリー)

磯野・尾崎  V

='可 ・宇留野



Dプ ロック 4月 9・ 10・ 11日

泉中央テニスガーデン
ー般の部  98組

森下・氏家 (YSC相 模原グリーン

加藤 菊地 (つ きみ野ローズ

涯モ辺・カロ蔵革(相模原グリーン・厚木国際

遠藤・中嶋 (瀬 谷 グ リー ン 6-7
(7)

6-3
6-150才以上の部 8組

平田・岡田 (相模原グリーン)

永峯・和田 (テ ニスプラザ戸塚)

65才以上の部  6組
村上 。栗原 (鎌 倉ローン.4ヽ 田急秦野)

塩野入・増田 (二 宮・希望が丘)~

60才以上の部  8組
高橋 。田村 (相模原グリーン東急瞼山

小島・塚田 (本  郷  台 )

飯沼・石塚 (サ ントリー・ワールト

楢崎・寺井 (鎌倉宮カントリー
)

55才以上の部  13組
田,剤 ・二之宮 (タ チバナ 相模原グリーン

谷本す。足立 (上郷グリーンヒル YSC

菊地・加藤・中嶋・遠藤

☆嬉しい |十 球コー

トに返す事だけ考えま

した。 (和 田)良いペ

アリングで優勝でき満

足しています。(永峯 )

☆苦しい試合でしたがガッツで

頑張りました。(中 嶋)決勝に

残れただけでも幸せ 11ポ イン

ト1ポイント取ることを目標に

頑張りました。(遠藤)

は|☆ここまで来れ

て満足です。こ

れからも良いペ
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様頑

永峯・和田  (菊地・加藤 )

4月 22日 ～24日′

沼
塚

飯

石 ☆夢みたいで嬉しい。無心で戦っ饉

鎌倉ローンテニス倶楽部

☆嬉しい。年をとってもこんな会

があるのが嬉しいですね。(村上)

生涯で今が一番走っている様に感

じます。(栗原)

☆強豪に勝てるとは思いませんで

した。思い切って挑戦したら勝て

ました。ラッキーでした。

1条ば二ξ二毒た暴讐il牛曹:懃lm恣
ので感謝 しています。(飯沼・石塚) 飯沼・石塚

山下・平田 (相模原グリーン)

丸山・槙田 (本  郷  台 )

6-1
7-6

(4)

山下

平田

7-6
101

1-6
7-6

(1)

6-4
6-1
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50才 以上の部

林 ・船橋 (Y  S
蓬莱・黒山 (霧 ケ丘・

石井・原田 (足柄ローン・

27糸且

平田・山下

☆パートナーのおかげで楽しくプ

レーできました。応援の皆様どう

もありがとうございました。また

頑張りたいです。(新井。田村)

C)

市 ケ尾 )

小田急秦野)

井
村

新

田

新井・田村 (サントリー・鵜沼グリーン 6-1
7-5

第3口舅末|‐ 考ヽ1県‐暴名IⅢ親峰||‐|ス1木‐会‐畠[旦鼻久我山スポーッセンター
監督 竹内 昭子      降ったりやんだりの生憎の雨の為、3都県との対戦だけになりました。千

選手 田村真美 佐々 柳 子 葉。群馬・東京に各々1勝 2敗で、各都県ともレベルが高く、残念ながら負

西沢和子 野田文江 けはしましたが内容的には大変競った試合の連続でした。憧れの久我山コー

柳川五月 渡辺みつえ 卜で試合ができ、選手達にとっては思い出に残る1日 になった様です。(竹内)

村上・栗原

栗原・村上

(山下・平田)

新井・田村

4-6
6-1
6-1

永峯・和田



5月 7日 ～30日

予選:6会場 本戦:荏原SSC

参加 608組 (本戦64組 )

さわやかな 5月 に開催される恒例の本大会も、今年は第20回 という記念すべき年を迎え、県内各

地より608組 もの選手達が参加して熱い戦いが繰り広げられました。今年も若い力の台頭が日立ち、

神奈川の明るい未来を実感しました。決勝戦は雁行のス トローク戦となり、確実で力強いストロー

クカと疲れを知らない脚力がものをいい、大接戦の末、松村・岡本組がみごと優勝。表彰式では本

大会の歴代優勝者が紹介され、20年 の輝かしい歴史に改めて拍手が送られました。また、第 1シ ー

ド相手に大健闘をした横山 。橋山組には神奈川新聞社賞が贈られました。

☆20回 という記念の大会

で優勝でき幸せです。ス

タッフの皆様楽しい大会

を有難うございました。

これからもTennis頑張

(フ リー・京 浜 楠原・境・松村・岡本  ります。どこかの試合で

見かけたら声をかけ応援して下さい。(松村 ,岡本)

☆楽しかったけれど疲れました。(境・楠原)

等、なごやか且つ賑やかに行なわれました。優勝は各種 目

ともAブロックの面々で、ブロックカラーの黄色、お祝い

の花束の黄色いひまわり、そして黄色い歓声……と会場は

黄色一色となりました。

境 ・楠原

横山・橋山

神野・吉岡

新谷・庄司

飯田・原田

松村・岡本

高橋・柚山

今鷹 相川

(YSC・ 鎌倉ローン)

(左近山ロイヤル・グレイス)

(湘南ファミリー,中 央林lll)

(東急有馬 ・京浜

(ZOO・ 高麗山 )

(つ きみ野ローズ )

(東 急 有 馬 )

松村

岡本

7-5
7-6

(5)

優 勝

④高須賀・榎戸

④新谷・三河

④山根道子

準 優 勝

③小山・山本

③橋本・橋口

◎花田晴子

琥′ν内聾鱚 【θ:うなけ珍狭譲:●マけ
決勝大会最終日は昼前から風雨が激しくなり試合は中止。パーティー開始まではボーリング大会

に早変りとなりました。パーテイーでは元デ杯選手の渡辺功さんをお迎えして、表彰式、応援合戦

45才以上ダブルス

44才以下ダブルス

30才以上シングルス 渡辺功さんを囲んで満面笑みのAブロック

_ 5月 23日

茨城県笠松運動公園テニスコー ト

前日、試合開始前に大雨となり翌日に順延。山梨県が棄権した為 7県でリーグ戦を行なうことに

なった。 “第 1試合が大事"と 言う支部長の思惑とは裏腹に調子に乗れず東京には1-4と 実力を

監  督 森 経子      発揮できずじまい。が第 2戦からは徐々に調子を上げ、茨城・栃

選手ヽ 1 今鷹成子・新谷由美子 木には5-0、 千葉には4-1と圧勝。途中大雨で 1時間の中断

m2 土屋 幸・信夫利津子 があった為全試合は消化できず、行なった試合の合計勝率で順位

No 3 石黒博子・和日とし子 を決定した。その結果徐々に調子を上げていた我チームは、 1位

ヽ4 中嶋幸江・遠藤良子 となった埼玉と直接対決することができずに残念ながら2位。大

50才以上 中村阿佐子・大関ヨシ子 雨、雷、ひよう……と大変な、でも楽しい 2日 間でした。(森 )



Aプロック 7月 4日

横浜ガーデン 92組

とても初級者レベルとは思

えない方も大勢いましたが、お天

気にも恵まれ、皆さん楽しくプレー

していました。白熱 した試合が多

く、予定より大幅に遅れてしまっ

たので、最終ラウンドの選手は夕

食の事が気がかりで試合に集中で

きなかったかも…… ?

BA a'y , 7 Er1-zfl 124ffi.

葉山TC・葉山町営南郷上の山公園

テニス大会   ―菱薩手あ|ゴ
。ドキドキしながらも楽しくプレーできました。
O練習不足でした。出直して来ます。
O天気 も良く風 もなく普段の実力を出せるはずが 4チ ーム中
で一番悪い成績でした。まずファース トサーブを入れる事、
ミスをしない事、これができればもう少 し良い試合になっ

たはず。でもミスをしない事が一番むずかしいょうですね。
O試合に勝つにはスピー ドボールでなくても相手の嫌な所嫌

長
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斎藤 武子

昨年から取り入れた年齢別組分けが好評で、各コートで熱戦が繰り広げられました。今年のチャ
リティーバザーの収益金10万 1400円 は国連難民救援金とさせて頂きました事をご報告します。
―すみれ―泊旅行会 -  6月 10日 ・11日 湯,可原ラケットクラブ 参カロ約100名
心配していた空模様も何とか持ちこたえてほっとしました。今年初めての試みとして秋に訪問対

抗戦をする長野県のフィフティ・アルプスの方々にも参加頂き、大変盛り上がりました。12名編成
で 8チ ームのトーナメントとし8位まで決めましたが、どのチームが優勝してもおかしくないと思
える程の接戦でした。夜のパーティーでは表彰式に続いて全員に当たるお楽しみ抽選会を行い大い
に沸きました。

年々増え続けるすみれ会員は今年、約1000名 になりました。女子連に入っていて良かったと思え
るような楽しい催しを企画していきたいと考えて居ます。 9月 末には長野県安雲野の穂高への訪問
旅行です。ご参加をお待ちしています。

ヨロ ロ 園 □ 委員長 姫野 冨士子
6月 12日 、荏原湘南スポーッセンターに於て、審判委員会の行事であります審判講習会を110名

の参加で行いました。女子連の最近の試合にはソロチェア・アンパイアが導入されていますが充分
なソロチェァが出来ているとは思えず、選手から不満の声も聞いておりました。又、平成10年 には
神奈川国体が開催されます。女子連の会員も協力して神奈川国体を成功させなければなりません。
今年の講習会は、ソロチェァを主体とし、ルールの改正点とマナーの勉強を致しました。講師に神
奈川県支部長を歴任され、県支部の基礎を築かれた伊波昭子氏を迎え、真剣な中にもユーモアを混
えた楽しい講習会となりました。参加者の声で、試合中、又、ソロチェアに乗った時に経験した疑
問点が確認出来て良かった、次回も参加したい、との声を聞き、本当に良かったと思っています。
皆さん、ルール、マナーを勉強して、気持良い、楽しいテニスが出来る様に心掛けましょう。

満義鎖護薙奎 国連難民救援募金 243,540円  本年度前半の大会、親睦会等で寄せられた皆様
の善意を5月 22日 に本部窓口宛に送金致しました。ご協力ありがとうございました。後半は肢体不
自由児施設への寄附をめざすALT募金を行ないますので引き続きご協力の程お願い申し上げます。
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