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Aプ ロック 4月 8日 ～10日

三ツ沢。長坂スポーツランド

ー般の部  88組
深田・谷川 (市  ケ 尾 )

柴崎・高橋 (横浜テニスカレガ )

吉崎・カロ藤 (市 ケ尾ローン)

田辺・岡田 (市 ケ尾.タ チバナ)

50才以上の部  12組 岡田・田辺・高橋・柴崎

板谷・橋山

☆失うものはなにもないとい

う気持で頑張りました。(柴崎)

チャレンジ精神でやれること

をやろうと思いました。とて

も嬉しいです。(高橋 )

☆卒業したいと願い一年間頑

張ってきました。その気持が

最終日までつながり嬉しい結

果となりました。(岡 田)

神奈川へ来て4年 目で目標達
橋 山

橋山・板谷 (菊名グリーン・NA城郷)―一■墾谷

坂回・影井 (あ ぎみ野.横浜ガーデン)一一」
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Bプ ロック 4月 8日 ～10日

長浜 。富岡西

一般の部 110組
村上・川嶋 (IAL上大岡.上郷グ)

若林・宮井 (横殿テ・横須賀ダ)

渡辺。大竹 (7ずアア
『

7)

小枝・末木 (SCエスタ̀ルーネス)

50才以上の部   8組
高坂・村上 (本 郷台00会 湘南桂台)

佐久間・

`者

本子 (レ ニックス・横浜南ローン)

cプ ロック 4月 8日 ～10日

桃浜・湘南ローン

ー般の部 158組
鳥谷部・叛シヽ  (lll南 ファ・高麗山)

佐藤・松尾 (カ トレア・高麗山)

森 ・西沢 (鵠沼グ・個人)

北家・林田 (1ヽ 田急藤沢.SYO)

成できて嬉しいです。ペアのおかげです。(田辺 )

☆ブロック優勝を目標に頑張ってきたので嬉しいです。皆さん

に練習していただき感謝しています。(板谷)いろいろなプレッ

シャーをはねのけるように努力しました。 2人の気持が合って

良いダブルスができました。(橋山)

☆集中しながらのびのびプレーしたいと

思つていました。 3日 間とても楽しく過

せました。(渡辺 。大竹 )

☆ここまでこれ

るとは思いませ

んでした。練習

に付き合ってく

れ、たくさん応

援してくれたク

ラブの皆さんに感謝 します。(り |1嶋・村上)

☆久 し振 りのペア復帰で楽 しくできれば

いいと思っていました。ラッキーな面も

あり優勝できてとても嬉 しいです。

(佐久間・猪狩 )

☆パートナーに恵まれて楽し

く試合ができ、その上優勝で

きて嬉しいです。応援して下

さった方、ありがとうござい

ました。(`鳥谷部・坂本 )

☆試合の途中で苦しい練習を

思い浮かべながら楽しくテニ

スができました。(森 )去年桑名杯で

準優勝、今年この試合に初めて出て準

優勝で卒業できてほんとうに嬉しい。

(西沢 )

☆嬉しい 150才以上のこの試合がもっ

と盛んになるともっと嬉しい。

(原 田 。小沢 )

6-1

佐久間

1猪狩

…
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6-4
6-3
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6-1
6-2

猪狩・佐久間

村上・川嶋

森・西沢・坂本・鳥谷部

原田・小沢



Dブ ロック 4月 8日 ～10日

相模原グリーン

ー般の部  89組

6-0

50才以上の部  7組
松岡・高松 1相模原グリーン)

問本・永野 (lSC i二 1'デ戸塚)
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氏家・森下 山内 柴田

131

☆我がままな私によくここま

で付 き合ってくれました。皆

様の応援が大きな支えになり

ました。 2人で次の目標に向

いたいと思います。(森下 )

島、たりで卒業 したいと思って

3年……やっと念願が叶いま

した。皆さんありがとう。(氏家 )

☆ふたりでコツコツやって来たことが

今日につながったと思います。周りの

方々に感謝します。(山 内・柴田)

☆ペアを組んで短期間の割には気持良

く試合ができました。お世話になった

皆様に心からありがとう !(岡本・永野)

☆新緑のさわやかな中で試合に参

加出来て、皆さんの若々しいプレ

イに感動しました。久し振りに飯

沼さんに組んでいただき頑張りま

した。役員の方々のご苦労感謝い

たします。(飯沼・坂本 )
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 4月 15日 ～17日  横浜スポーツマ ンクラブ

2.

3.

武石杯は高年齢の方々のための試合です。米国では 80才 までの女子のランキングが出来て

いると聞き、日本にも是非 80才 までのと念願 してお ります。(中 略)来年は第 5同 になりま

すので 60才以上を作 りたいと願ってお ります。

昭和61年第 4回武石杯を前に武石様より寄せられたものです。第 5回大会から60才以上、第10回大会から

は65才以上が作 られて武石様念願の80才に着々と近づいています。ちなみに今年の65才以上の出場選手は大

半が70才以上とのことですが・…・・。皆さんとてもお若い
|

65才以上  5組 i l 1 l F■ ■ ☆ 2年越 しの優勝で と

ても感激です。 65才
以上でも70才が大半

で皆さんの元気にも感

′しヽしました。パートナー

に感謝 しています。

(塩野入・増田)
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60才以上

飯沼・坂本

三宅・小野

草水・山下

浅野・永井

55才以上

田渕・二之宮

村野・遠藤

西牧・米山

山下・藤原

50才以上

岩里・神野

小川・永島

只隈・大谷

新井・塚本

11組
(サ ントリー・宮崎台)

(婁 」シ魯ザィf)

(NA城 郷.亀 の甲山)

(カ ルビス,YSC)

21組
(タ チバナ.相 模原G)

(宮崎台・登戸 )

(サ ンブリッジ)

(相 模原G.足 柄口)

45組
(旭台・湘南ファ)

(YSC・ サントリー)

(相 模原グリーン)

(サ ントリー,中 央林間)

6-3

5-7
7-6
(4)

☆大好きなテニスを3日 間も楽し

むことが出来たうえに優勝できて

本当に嬉しいです。2人で頑張っ

た結果だと思います。(田測・二之宮)

二之宮 田渕

☆ 目標はベス ト4に入ることでま

さか優勝できるとは思っていなかっ

たので本当に嬉 しい。(大谷・只隈)

写真左より大谷・只隈

岡本・永野

塩野入・増田

坂本・飯沼

只隈

大谷
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5月 6日 ～29日

予選 :6会場 本戦 :荏原 SSC
参加 591組 (本戦 64組 )

“さわやかな 5月 "と 言えば “富士コカ・コーラ杯"。 本大会も21回 目を迎え、質・レベルともに県内随

一の女子ダブルストーナメントと言っても過言ではない程の大会となり、今年も591組の選手達による熱

い戦いがコートいっぱいに繰り広げられました。準決勝戦ではアキレス腱断裂というアクシデントがありま

したが、決勝戦はいくつかの苦戦を強いられながらも頂上まで登りつめた大ベテラン2組の対戦となりまし

た。足を引きずりながら懸命に頑張る境選手、ペアをカバーしながら眈々とプレーする岩里選手に観客も胸

の痛くなる思いで声援を送っていました。また、さわやかプレーで健闘したベスト8の土屋 。中尾組には神

奈川新聞社より神奈川新聞社賞が贈られました。

境 ・岩里 (YSC・ 旭台 )

神野・吉岡 (締フアミリー,峡林間)

相田・太田 (京 浜 )

藤原 。高橋 (鎌 倉ローン.TTS)

奥本す。林 (深 沢 大 谷 )

土屋 。中尾 (SCエ スタ.伊 勢原)

工藤 。日下 (大磯ローン・希望ケ丘)

ムがAグループとなり、リーグ戦を行ない、表の様な結果

になりました。対東京、対千葉では 1ポイント差で負けて

3位になりましたが、神奈川は選手と応援団が一団となり

すばらしい試合を繰り広げ、他県から羨ましがられる程の

チームワークでした。(森 経子)

☆見苦しい試合ですみませ

ん。本当はカッコイイテニ

スで勝ちたかつたけれど思

いっ切りが悪く、勝つ為に

はああいうテニスしかでき

なかった。林さんが頑張っ

てくれました。(奥村・林 )

神奈り| ,t ttt T‐葉 負
得失
ゲーム ‖夏11

埼玉
＼

＼
＼ 2-3 2-3 3-2 1 7ノ//8

神奈川 3-2
＼

＼
＼ 2-3 2-3 1 , 7///8

東京 3-2 3-2 ＼
＼

、 1-4 1 7///8 2

千 葉 2-3 3-2 4-1 ＼
＼

＼ 9///6 1

☆疲れました。しんどいですよネ～。気持がくじけそうになった時、皆さんの

暖かい応援に本当に励まされました。この大会はレベルの高い大会なのでいつ

も挑戦してきました。皆んなが見てくれる決勝戦でいい試合をしたかったけれ

ど……。そこでちょつと一言。本戦 64ドローの大会を2日 でやるのはちょつ

と酷。としだから言っていると言われるのは不本意だけど、皆さんが見て下さ

る決勝戦をいい状態でやりたいので……。(岩里)去年に続き情ない試合です

みません。(境 )

5月 22日

山梨県甲府市小瀬スポーツ公園

明け方の雨もすっかり上がり、晴天のもとで八都県の代表選手が集い 9回 目の親睦大会が行なわれました。

我県は、監督は中尾久美子、選手はAプロッタ優勝の柴崎みどり。高橋夏子ペア、Bブロック優勝の渡辺友

子・大竹優子ペア、Cブロック優勝の坂本直子・鳥谷部薫ペア、Dブロック優勝の森下友子・氏家真沙子ペ

ア、武石杯50才以上の部 3位の塚本晶子 。新井美代ペアと5組の強力なメンバーで臨みました。グループ分

け戦では茨城に3対 2で勝ち、埼玉力`栃木を、東京が山梨を、千葉が群馬を各々5-0で破り、勝者 4チー

3月 17[|・ 1:=レディーステニス
 ク孔ム リたEイ7戸 神奈川大会  荏原湘南スホ ∵七レター
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1チーム 3組 6名 によるチーム対抗のトーナメントで、

募集64チ ームに対し、71チ ームの応募がありました。

“いつもえがおで" “くずのゆ" “負けられません勝つ

までは"……・等々、それぞれ工夫を凝らしたチーム名で

の出場となりました。今大会で優勝したサウス棒チーム

は、8月 5日 、6日 に行われる全国大会への参加資格が

与えられました。

1-6
6-4

橋本・橋口 (荏 原 SSC)

岩里・境

豪‐

白
舞



(5)

5月 26日 ～ 6月 11日

予選 :5会場 本戦 :荏原 SSC
参加594組  (本戦64組 )

5月 26日 、川崎市営等々カコートの試合を皮切りに、横須賀、相模原、横浜、平塚の 5会場で熱戦が始まりま

した。女子連主催、主管の大会で、まず最初に挑戦するのがひまわリテニス大会。少しゲームに慣れたところで、

次のステップがこの桑名杯。 “最近、桑名杯もレベルが高くって………。"と いう巷のウワサも聞きますが、594

組もの中には 1・ 2年で急上昇の人、この大会で勝ち上っていく過程でうまくなり、自信を付けていく人、そし

てラッキーにも(?)ブロック万Uダブルスの 1。 2回戦で負けて出場できたじようずな人達も何人かはいることで

しょう。でも、だいじょうぶ |じ ょうずな人達はどんどん抜けていきます。ベスト8以上は卒業です。ほんとう

に、オメデトウ 1残 りの586組の皆さん、めげずに来年めざして、さあ、ファイト |

関 ・白輸地 (ブ  ラ ッ ク ス)

小畑・武藤 (サ ンスポーツ青葉台 )

松島・渡辺 (藤   の   台 )

藤森・井一 (ウ ッデイTCア ヤセ.シ ゴ アヤセ)

伊藤・ 森 (笠 間 )

荻山・宮武 (ブラックス・森の里 )

山根・宇津見 (ス ノードロップ,本 郷台00会 )

新井・寺田 (汲 沢 グ リ ー ン)

轟&ドK飩鰺饉申奈り}l県美

前列左から武藤・小畑後列左から松島・渡辺・森・伊藤・宇津美・山根・藤森

☆とても嬉しいです。一緒に練習して下さつてい

る方々や家族の協力 ?(忍耐)にありがとうを言

いたいです。この5月 に笠間コートが残念ながら

閉鎖になりました。長年お世話になったオーナー

の笠間さんに報告したいと思います。(伊藤 )

足に負担がきていたのですべてサービスダッシュ

とはいかず、後ろで継ぎながらチャンスに出ていっ

たのが良い結果につながりましたcパートナー、

応援のみなさん、どうもありがとう。(森 )

三位決定戦  松島・渡辺

山根・宇津見

☆硬式テニスを始めて 4年 目。=ス マッシュがす

ごかったけれど他に何かスポーツは?=ウ ィンド

サーフィンをしていたので肩・腕がきたえられた

のかもしれない。(小畑)テ ニスを始めて 2年。

レッスン歴 1年、ペアを組んでちょうど1年。桑

名杯には初めて出ました。(武藤)=次の目標は ?

の質問に2人声をそろえて=朝 日レディスの本戦

に入ること |

松島

滞

第4回関東八都県桑名杯親睦テニス大会

7月 4日 朝 日生命久我山スポーツセンター

監  督 伊藤 幸子

選手ヽ 1 小畑 玲子・武藤 淑江

m2 伊藤 寿恵・森  映子

ヽ 3 松島 栄子・渡辺 千歳

梅雨どこえやら、 35度の猛暑で、飯尾支部長

はじめ、常務理事の熱き応援の中、くじでAと B
に分かれリーグ戦をして、Aと Bと の決勝戦が行

われました。

決勝戦で、 1位グループの小畑・武藤組は千葉

に6-3で勝ち、 2位グループの森・伊藤組は群

馬に6-3で勝ち優勝 し、 3位グループの渡辺・

松島組は東京に6-1で勝つて 3位の成績でした。

個人戦ですが、神奈り||が総合優勝と言らてもい

い結果で終 りました。 (伊藤 )

Ｆ
‐
‐
‐
‐
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選手の一言 “すごく楽しくゲームが出来ました。"



△  Bプ ロック (第 4回 )計 128組

蔦栞1  6月
30日 葉山TC 56組

Aブ ロック (第 5回 )7月 17日 7月 1日 南郷上の山公園 72組

横浜ガーデン 96組  予想 していたより多 くの申し込みが

雨模様の中、参加者の熱意を感 あり、役員一同、嬉 しい悲鳴をあげま

じるこの大会は、どこのコー トも した。

見応えのあるすばらしいプレーが 一参加選手の声―

多 く拍手がわいていました。「知 0こ のレベルの大会がないので、年に

らない人と3試合 も出来て本当に  2回 位はやって欲 しい。

楽しかった」と、賞品を手に満足  Oいつも同じ仲間でやっているので、

感あふれる選手の顔・顔・顔・…・・。  他の人とやれてとても楽 しかった。

(Aブロック長 田渕昭子 ) (東樹・土屋 )

までの “初心・初級者テニス大会"を今年から “ひまわリテニス大会"と 名

ました。内容は今までと同様で、試合経験の少ない方、テニススクール生等

初心者・初級者のための大会です。毎年、多くの参加があり、とても和やかな雰囲気の大会です。数年後に

はこの大会の参加者の中から有名選手が数多く誕生することを願つています。

1縦翻 萎聡 華彗:委員長遠藤朝子
健康で怪我故障等せず、 1日 でも長くテニスを

楽しむことを目的に、年間4つ行事計画がある中

で 2つ終りました。

第 12回親睦会  3月 21日 、サントリーTG
参加 161名

晴天のもと13班に組分けし、チームの中で紅白

戦をし、後は結果を問わず 3・ 4セ ットして気持

の良い汗を掻きました。

― 泊 旅 行 会  6月 9・ 10日 湯河原RC
83名 (内、日帰者31名 )

9日 は雨。テニス組・マージヤン組・カラオケ組

の3班に分け、それぞれ腕、喉、頭(?)を競い合い、

最後に全員でジヤンケントーナメントをして童心に

返りながらも真剣な表情の中、1位～8位の順位を

決定し、賞品授与となりました。6時からパーテイ。

飯尾支部長のご挨拶と天野賛助後援委員会委員長の

乾杯の音頭を頂き盛り上がりました。

10日 は晴天。宿泊者51名 を4班に分け、チーム

対抗戦をしました。どの班も実力伯仲で熱烈な応

援のもと、決着力平寸きました。さながら朝日レディ

ス大会の最終日の様な錯覚を起してしまう程でし

た。 1日 雨降りのお蔭で、より深いコミュニケー

ションが持てたと喜んでおります。

*理事交代のお知 らせ *

Aブロック理事の兵現脱子さんが、ご主人

様の海外勤務のため、淡輪かほるさん (東急

有馬TC)と 交代することになりました。

委員長 有馬けい子

6月 11日 (水)荏原SSCに於て、会員 121
名の参加のもと、審判講習会を無事終了する事が

出来ました。講師には、国際審判員の酒井信子氏、
ソロチェアアンパイア

宇野タミ氏を迎え、SCUの試合を想定したコー

ルの仕方、スコアシートの記入方法、ルールに関

して日頃の疑問点、試合で直面した問題点などに

ついて勉強しました。テニス歴が浅く若い人達が

目立った今年の講習会でしたが、今まで敗者審判

の立場で体験したSCUについて質疑応答が活発

になされ、時間が足りないくらいでした。午後の

実技では、SCUになって正式なスコアシートの

記入練習をしましたが、少し慣れるとこの方が間

違いがなくて解り易いと好評でした。交代で審判

台に上がり、和気あいあいとした中での親睦会、

SCU、 ゲームを楽しくできたようで、参加して

本当に良かつたとの多くの声を聞けました。

大好きなテニス、技と共に、ルール、マナーを

勉強して気持良く、楽しくプレー出来るよう心掛

けましょう。

国連難民募金 208,490円

ゆめ国体募金  55,721円

すみれ会バザー、ブロック別ダブルス等で寄せ

られた善意は国連難民募金へ、桑名杯で募金いた

だいたものはゆめ国体へ送らせていただきました。

ご協力ありがとうございました。今年後半は、A
LT基金へ、来年の桑名杯はまたゆめ国体へと、

引き続き募金活動を行っていきますので、ご協力

の程、よろしくお願い申し上げます。

☆審判委員会

募 金 報 告
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