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今年もシーズンが始まります。皆さん、心と体の調子は如何でしょうか？ 

フィギュアスケートの浅田真央ちゃんが「時々心が弱くなる」とテレビで話してい

ます。あの、世界の真央ちゃんですら心が弱くなるのです。ましてや、私達が試合

で動揺したり、手が縮こまったりするのは仕方無いでしょう？ 

それでも、練習の成果が試合で出せたら、と誰もが思いますよね。そんな方は

今年のルール説明会に参加してください。前半は大会で実際に起こったトラブル

を元に皆さんと一緒に考えます。後半は広島県体育協会メンタルトレーナーの武

田守弘氏が、テニスの試合でのメンタル面について、具体的に何をすればいいの

か？！を教えてくださいます。「新しい私」になれるかも。４月２１日（火）広域公園

会議室にお越しください。 

日韓親善テニス大会は隔年で韓国と日本とで開催され、２０１０年には島根県で行われます。日本代表の

３組を決める選考試合は、今年の中国地方のソニー生命カップ全国レディーステニス大会優勝者５組によっ

て、岡山県で開催される中国５県対抗戦時に行われます。 

 中国５県対抗戦は、２年毎に中国５県を回っています。今年の岡山県からは新しい形で始まります。今まで

のＪＬＴＦ広島ベテラン選手権５５歳以上優勝者、桑名杯優勝者、全国レディース４位、役員チームに加え、今

年からピンクリボン２位（一般と５０歳以上の部が隔年）の５種目の団体戦になります。 

 上記大会の他にも女子連の試合には多くの決勝大会があります。今年も各大会の代表選手が「支部だよ

り」にいろいろな思いを寄せています。ご覧ください。  

今日の練習、一つの試合、今年のテニスにも目標を持つ事は大切です。決勝大会で戦うという事は、テニ

ス技術の他にも多くのものを得ることができると思います。今年は、決勝大会を目標に。「新しい私」でジャン

プしましょう。 
 

日本女子テニス連盟広島県支部日本女子テニス連盟広島県支部日本女子テニス連盟広島県支部日本女子テニス連盟広島県支部    

支部長支部長支部長支部長    羽仁羽仁羽仁羽仁    美千代美千代美千代美千代 

 

今 年 は ど ん な 年 に ？     

走走走走るるるる！！！！    走走走走るるるる！！！！！！！！    

    広域公園はセンターコートから室内まで２０面もあり、たいへん恵まれた

広々とした試合会場です。しかし、それゆえの悩みも・・・ 

「ロストボールです！」 

「トラブル発生！ロービングアンパイアを呼びたい。」 

「けいれんしたので、メディカルタイムアウトをとりたい。」 

そんな時、本部が遠いのです～！ 

 試合進行をスムーズにするために、スタッフは連絡をとりあい、少しでもすばやく対処したい！ 

そこで・・・２００８年度プリンセスカップから２台の自転車を導入しました。  

前かごに必要なものを載せ、コートに駆けつけます。今までよりも広い範囲を見渡せるようになります。 

試合中に困ったら・・・わからないことがあったら・・・スタッフを呼んでくださいね！ 

自転車でコートからコートへと走ります！！ 

 



 

  風呂本監督・古市・小西・亀井 

土田・井上・山﨑 

 

全国大会結果    
 

１回戦 広 島 １ － ２ 北海道 
 

〔優勝 東京都〕 
 

 ❊ 詳しくは、日本女子テニス連盟の会報 No.33 または 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tennis.or.jp/jltf/をご覧ください。 

ソニー生命カップソニー生命カップソニー生命カップソニー生命カップ    第第第第 30303030 回回回回    全国レディーステニス全国レディーステニス全国レディーステニス全国レディーステニス大会大会大会大会    
     

広島県大会 9月 8～10・16 日 広域公園テニスコート 
全 国 大 会 11 月 5～7 日   昭和の森テニスセンター 

                                                                        山﨑山﨑山﨑山﨑    五月五月五月五月((((西条西条西条西条ＲＴＣＲＴＣＲＴＣＲＴＣ))))        
昨年の全国大会で負けた後に思ったことは、「絶対来

年もここに帰ってきてやる～ゥ！」一昨年、昨年の二

度に亘り、後悔を残してきた昭和の森に、今年も確か

に帰ってくることができました。私の全国レディース

は、緊張と不安の1年目は相手の力強さに屈し、余裕

の出てきた２年目は少しの油断で勝利を逃し、そして

3年目はまさに“不惑”で臨んだ大会。“普段着”の

テニスとチームワーク、これに「勝ちたい！」と思う

強い気持ち。“卒業”はできなかったけれど、私のテ

ニス観を変えてくれた３年間、本当にありがとうござ

いました！ 

 

 亀井亀井亀井亀井    美香美香美香美香((((西条西条西条西条ＲＴＣＲＴＣＲＴＣＲＴＣ))))    
一年間、思い続けた全国大会。全国までの道程は不安・

葛藤の連続で、それを拭うための練習の毎日でしたが、

素敵なチームメイトを得、ペアとの絆を確信して大会

に臨むことができました。チームメイトの懸命のプレ

イを必死で応援し、泣き顔のチームメイトに応援して

もらった大会での経験は最高の財産になりました。こ

の大会を目指して一年間を過ごせて本当によかった。

私達をサポートし応援してくれた人達に心から感謝し

ています。 
 

 井上井上井上井上    亜紀亜紀亜紀亜紀((((西条西条西条西条ＲＴＣＲＴＣＲＴＣＲＴＣ))))    
広島県代表として初めての全国大会。私はこの度、

No.2で出場させていただき、団体戦の辛さを初めて味

わいました。勝ってNo.1に回したかったのに、今季一

の不出来な試合をして負けてしまい、結果的にNo.1は

消化試合になってしまいました。その試合を見ること

は、私にとってとても辛いものでした。｢努力は才能に

勝り、工夫は体力に勝り、求めるものはすべてに勝る｣

この言葉を胸に、次回頑張りたいと思います。 

土田土田土田土田    晶子晶子晶子晶子（テニスメイト）（テニスメイト）（テニスメイト）（テニスメイト）    
初めての全国大会。何とかチームの役に立ちたい、そ

んな思いで臨みました。しかし、いざ試合になると、

その思いは絶対勝たなければ、という焦りにかわりま

した。結局プレーが縮こまり、散々な結果に終わって

しまいました。チームのメンバーや応援してくれた

方々には本当に申し訳ない思いで一杯です。しかしど

んな経験からも必ず得るものはあると信じています。

この経験を糧に、しっかり前を向いて、また新たな一

歩を踏み出したいと思います。 

 

募金報告 

 

小西小西小西小西    直子直子直子直子((((西条西条西条西条ＲＴＣＲＴＣＲＴＣＲＴＣ))))    
私はテニスを再開した30歳の時、脚を48針縫う手術

を受けました。その日から16年、太く傷のある脚で

挑んだ全国での結果は、縫った傷よりも痛いものでし

た。敗因は「代表に満足」してしまった事です。「念

ずれば花開く」なら、私の花は既に開いたのかもしれ

ません。しかし、もう一度チャンスを与えられるなら、

私の周りの仲間と共に、いつの日か又、新たな花を付

けられるよう歩き出したいと思っています。今度は満

足することなく･･･。 

 

☆☆☆☆ALTALTALTALT 基金基金基金基金      広島県支部   21,433 円 

2008 年度募金総額 1,016,072 円 

＊寄付総額  390 万円 

 ・車椅子テニス協会…10 万円・ジュニア用車いす 10 台 

 ・神奈川・千葉・愛知・兵庫各支部…車いす 1 台 

☆☆☆☆難民教育基金難民教育基金難民教育基金難民教育基金    広島県支部 31,370 円  

2008 年度募金総額 2,077,664 円 

＊200 万円を寄贈 

 本部に感謝状が届きました。 
 

 “ご協力いただきありがとうございました” 

 

古市古市古市古市    祐子祐子祐子祐子（テニスメイト）（テニスメイト）（テニスメイト）（テニスメイト）    

憧れの全国レディース大会への代表が決まった瞬間、

一番自分が驚きました！！それからは緊張と不安の毎

日でしたが、チームで練習を重ねていくうちに楽しみ

にもなってきました♪そんな中で初めて挑んだ結果は

初戦敗退。あの時あ～すれば、こ～すればと悔いと反

省だらけ…でもペアの土田さんはじめ最高のメンバー

で戦えたことは、私にとってかけがえのない宝になり

ました。そしていつも一緒に練習し支えて下さる皆さ

んに、感謝の気持ちで一杯です！有難うございました。 

 



第第第第 11110000 回回回回        中国５県対抗戦中国５県対抗戦中国５県対抗戦中国５県対抗戦《きなんせ鳥取《きなんせ鳥取《きなんせ鳥取《きなんせ鳥取大会》大会》大会》大会》    
 

一般の部           ５０歳以上の部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

森岡・高木理事長(本部)・桑原・清原・中木理事長 

羽仁支部長・山本・副島・田原 

碓井・池見 

中野中野中野中野    聡子聡子聡子聡子((((やすいそ庭球部やすいそ庭球部やすいそ庭球部やすいそ庭球部))))    

今回初めて県代表として、10 月末に神奈川の全国大会に行かせていただきました。大きな大会で圧倒され 

るのでは…と思いましたが、会場の雰囲気はかなりアットホームでした。前日の親睦会も他の県の方達とテ 

ーブルが一緒になるなど、試合以外の会場でも楽しめました。大会は、まず初戦突破をめざしました。初戦 

は思いの外リラックスしてプレーができました。ところが 2 回戦の対兵庫戦は、昨年度の優勝県という事

もありかなり緊張して思うようにできませんでした。「勝ちたい欲」が出てしまい、気持ちとプレーが空回

りしました。そんな状態の中、ペアの土田さん 

の励ましとベンチコーチの岡本さん、コートの 

外で応援して下さった伊原さんと、遠方の応援 

にわざわざ来て下さった方たちのおかげで凹み 

ながらも頑張ることができました。本当に感謝 

しています。良いも悪いも、この体験を糧にし、 

日々精進していきます。前日のレセプションで 

は、この大会の主旨である乳がん撲滅運動のス 

ライドショーもあり、とても関心をもちました。 

私も年に一度は必ず受診するよう努めます。 
 

☆☆☆☆☆☆☆☆Wilson ベストドレッサー賞☆☆☆☆☆☆☆☆ 

10 月 20 日 コカ・コーラ ウエスト 
スポーツパークテニス場 

桑原桑原桑原桑原    ゆかりゆかりゆかりゆかり((((ＴｅｎｓｉｏｎＴｅｎｓｉｏｎＴｅｎｓｉｏｎＴｅｎｓｉｏｎ))))    

中国５県対抗戦＜きなんせ鳥取大会＞に、役員チームとして

参加して来ました。｢おねが～い｣｢了解！｣運営で培ったコン

ビネーションはここでも発揮されました。10 分休憩で連続

４試合というシビアな戦いを終え、これまでのテニス仲間の

友情＋役員仲間の絆に加え、帰りの列車で反省し合う戦友に

もなれました。試合も役員も助け合い…この貴重な経験を、

今後の役員生活に存分に生かしたいと思います！ 

 
全国大会結果       

 

     １回戦 広 島 ２ － ０ 富 山  

       ２回戦 広 島 １ － ２ 兵 庫 
      

〔優勝 埼玉県〕 

 

❊ 詳しくは、日本女子テニス連盟の会報 No.33 または 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tennis.or.jp/jltf/をご覧ください。 

広島県大会 7月 7 ～ 9 日  広域公園テニスコート 
全 国 大 会 10 月 30・31 日 荏原湘南スポーツセンター 

第第第第 6666 回回回回        ピンクリボンピンクリボンピンクリボンピンクリボンレディーステニス大会レディーステニス大会レディーステニス大会レディーステニス大会        
 

 

＊１位５点、２位４点、３位３点、４位２点、５位１点 

中野・土田         伊原・岡本 

大会結果 優勝 

 

 全国 桑名 ｼﾆｱ 役員 得点 順位 

岡山 2 位 2 位 3 位 3 位 14点 2 位 

広島 １位 1 位 1 位 2 位 19点 １位 

山口 ３位 4 位 2 位 5 位 10点 3 位 

島根 ５位 ５位 4 位 1 位 9 点 4 位 

鳥取 4 位 3 位 5 位 4 位 8 点 5 位 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローズカップローズカップローズカップローズカップ    
ダブルス大会ダブルス大会ダブルス大会ダブルス大会    

東部地区大会運営部長東部地区大会運営部長東部地区大会運営部長東部地区大会運営部長    稲垣稲垣稲垣稲垣    瑞恵瑞恵瑞恵瑞恵      
東部地区では、年２回（春と秋）にローズカップダブルスローズカップダブルスローズカップダブルスローズカップダブルス大会大会大会大会をなんと！20 年以上前から開催しています。

この大会は福山地区でテニスをしている女性たちが平日に女性だけの楽しい大会をと始められました。当初

は福山地区だけで開催しておりましたが、女子連広島県支部ができ仲間として登録させていただくようにな

っても、独自の大会として続いてきている伝統の大会です。昇格を目指している人たちには練習試合として、

またテニスを楽しみとしている方たちには少しでもたくさんの試合を経験し、さらに続けられる刺激になれ

ばと思っております。会場の竹ヶ端運動公園は、福山東ＩＣを出て 182 号線を南に真っ直ぐに行った芦田川

の河口にあります。広島地区の大会ほどの参加組数はありませんが、そのため大会は 1 日で終了できます。

広島からの参加者をお待ちしております。 

♪♪楽しい 1 日をさわやかなコートで東部のメンバーと一緒に過ごしませんか？♪♪ 
                                

第第第第 15151515 回回回回記念大会記念大会記念大会記念大会    レディスレディスレディスレディスレインボーカップテニスレインボーカップテニスレインボーカップテニスレインボーカップテニス 2008200820082008    
                広島県予選大会 10 月 6 ～ 8 日 広域公園テニスコート 
                決 勝 大 会 11 月 12・13 日  ビーンズドーム 

(兵庫県三木総合防災公園屋内テニスコート) 
                                 

 

桑名杯レディーステニス大会桑名杯レディーステニス大会桑名杯レディーステニス大会桑名杯レディーステニス大会 2008200820082008    by by by by DDDDUNLOPUNLOPUNLOPUNLOP    

東部地区大会 5 月 21 日 竹ヶ端運動公園テニスコート 
広島地区大会 6 月 5 日 広域公園テニスコート 
決 勝 大 会  6 月 20 日 びんご運動公園屋内コート 
 

村上・木下・土井・中村 

山本・高山・田原・副島 

           溝部溝部溝部溝部    牧子（五日市ＴＣ）牧子（五日市ＴＣ）牧子（五日市ＴＣ）牧子（五日市ＴＣ）    

まずは、決勝大会で神戸に行けるなんて本当、夢のようでした！ビーン

ズドームは全面室内で広い！キレイ！そしてその名の通り、上から見た

ら「豆」の形をしていました！メンバーも楽しい方ばかりで、初日から

大いに盛り上がり、心強い応援やアドバイスの数々…。２日間、泣いた

り笑ったり、飲んだり食べたり踊ったり(?) 本当に楽しかったし、とて

も勉強になりました！このようなチャンスを与えてくださった全ての方

たちに、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました！ 
 

                 副島副島副島副島    範子（チームＲＥＮ）範子（チームＲＥＮ）範子（チームＲＥＮ）範子（チームＲＥＮ）    

一試合目からすでに緊張はピークに達していました。二人でい

つも通りを心がけ、声を掛け合い、優勝の決まった瞬間は悲鳴

のような、泣き声のような、普段の主婦生活では体験できない

喜びを味わいました。帰りの車中、体は疲れているのに興奮は

冷めず、二人の会話が途切れなかった事を思い出します。まだ

まだ課題は山積みですが、テニスって本当に楽しい！！いつも

私達をやさしく忍耐強く指導してくださるコーチ、それと共に

頑張るチームメイトには感謝の気持ちで一杯です。 

祝!決勝大会 第３位 

広島からの参加者募集中！ 

松本・宮松・林・吉岡・亀井・梅村 

本田・羽仁支部長・溝部 



 

 

昼休昼休昼休昼休みみみみ…代表選手にチャレンジ！！ 

ラケット試打会（屋内コート） 

抽選会抽選会抽選会抽選会…運がよければラケットバッグが

当たるかも！！はずれても 

ソックスがもらえます。 

閉会式閉会式閉会式閉会式（15：30～）  
今年も一年お疲れ様でした。 
また来年このコートで会いましょう！！ 

    恒例の一本締め「いよぉ～パン！！」 
 ありがとうございました。＊＊＊ 
 

500 円で参加できます 

特特特特 長長長長 1111、 リーグ戦で３試合できます。 

特特特特 長長長長 2222、  各コートにロービングアンパイアロービングアンパイアロービングアンパイアロービングアンパイア

がががが常駐常駐常駐常駐し、試合進行やルールなどの

質問にその場で対応します。 

特特特特 長長長長 3333、 オーダーオブプレーオーダーオブプレーオーダーオブプレーオーダーオブプレーで実際の大会

と同じ進行方法を体験できます。 

特特特特 長長長長 4444、 参加者全員に、成績に応じてちょっ

とした賞品賞品賞品賞品があります。 

特特特特 長長長長 5555、 タイブレークタイブレークタイブレークタイブレークも練習できます。 

この大会で試合経験を積み、ルールやマナーを覚え

て、自信を持ってテニスを楽しみましょう！新しい

人との出会い、仲間作りに、もちろんテニスもレベ

ルアップ！！これをきっかけに女子連に登録して、

他の大会にもエントリーしてみませんか。 

次の試合は勝ち残り！その先には優勝も･･･♪ 

一日楽しくＤＤＤＤホップホップホップホップ！！    

まだ試合に出たことがない･･･ルールもいまいち不安だなぁ～ 

試合に出てみたけれど･･･なかなか勝ち進めない～ 

そんな皆様のために、試合に慣れる！試合を楽しむ！ルールやマナーを覚えて次の試合に活かせる 

ように･･･と 2007 年度より始まりました。 

2008 年度は、リーグ戦、親睦試合のほかにサーブ的当て(賞品付き)もありました。さて、今年は･･･ 

 

 

2009 年度からは、

登録していない方

も参加できます。 

ロービングロービングロービングロービング    

アンパイアアンパイアアンパイアアンパイア･･･    
 
通常は試合会場を巡回

しながら、試合がスム

ーズに進行するように

コート内外 

の問題に対 

処します。 

 

 

難しいコースには豪華賞品が！ 

＊＊参加料＊＊ 

1,500 円/人（会員） 

2,000 円/人（会員外） 

＊＊登録料＊＊ 

1,500 円/人（新規） 

開会式開会式開会式開会式（9：30～）  

グループごとに整列～ウチワが目印 

「今日は、よろしくお願いしまぁ～す。」 

 全国大会、決勝大会出場者紹介と報告。 

 そろいのウェアがかっこいい！！ 

次は、あなたがこの場所に！目標は高く持って共に頑張りましょう！！ 

☆ラッキ～☆ 

競争率の高いバッグを 

見事に GET！ 

外外外外コートコートコートコート…………グループ対抗戦（いろいろな級の人と 

ペアを組んだり対戦したり。） 

インドアインドアインドアインドア…各級にわかれてワンポイントレッスン 
   

＊＊グループごとに時間で移動します＊＊    

チームメイトのプレイに拍手～！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女子連女子連女子連女子連行事･大会の紹介行事･大会の紹介行事･大会の紹介行事･大会の紹介    
                                        ２００９年度 

２月の会員募集から１１月末まで、女子連の１年間の行
事、大会について簡単に紹介します。詳細については、
女子連から送付される要項、ホームページでご確認くだ
さい。または、役員へご遠慮なくお尋ねください！ 

３月３月３月３月    総会総会総会総会（広域公園会議室） 

行事･会計報告、行事予定･予算

案など。クラブ代表は出席をお

願いします。 

４４４４月月月月    ルール説明会ルール説明会ルール説明会ルール説明会（広域公園会議室） 

講師を迎え、ルールや試合戦術、対処方法な

ど、しっかり勉強して試合に臨みましょう。 

３月３月３月３月    東部東部東部東部会員会員会員会員親睦親睦親睦親睦会会会会 

４４４４月月月月    シングルスカップシングルスカップシングルスカップシングルスカップ 

女子連では唯一のシングルスの

大会です。 

東部東部東部東部    ローズカップダブルス大会ローズカップダブルス大会ローズカップダブルス大会ローズカップダブルス大会    

                （春季４月・秋季１０月）（春季４月・秋季１０月）（春季４月・秋季１０月）（春季４月・秋季１０月） 

東部地区での大会です。(関連記事 P4) 

５５５５月月月月    クィーンズカップクィーンズカップクィーンズカップクィーンズカップ    
ダブルスの第１戦。ドローは公開
抽選です。会場に来れば対戦がい
ち早くわかります。ドキドキ・・・ 

７月７月７月７月    ピンクリボンレディースピンクリボンレディースピンクリボンレディースピンクリボンレディース    

テニス大会テニス大会テニス大会テニス大会（オープン（オープン（オープン（オープン））））    

３～４組によるリーグ戦後、決

勝トーナメント。代表は神奈川

県荏原湘南スポーツセンター

での全国大会へ。ベストドレッ

サー賞他各賞に賞品あり。 

(関連記事 P3) 

 

６６６６月月月月    桑名杯レディース桑名杯レディース桑名杯レディース桑名杯レディーステニステニステニステニス大会大会大会大会    

ｂｙｂｙｂｙｂｙ    DUNLOPDUNLOPDUNLOPDUNLOP（Ｄ級（Ｄ級（Ｄ級（Ｄ級））））    

支部長杯（Ａ・Ｂ・Ｃ級支部長杯（Ａ・Ｂ・Ｃ級支部長杯（Ａ・Ｂ・Ｃ級支部長杯（Ａ・Ｂ・Ｃ級））））    
Ｃ,Ｄ級は東部代表との決勝大会あり。 

桑名杯優勝ペアは、中国５県対抗戦（岡山）

に出場します。(関連記事 P3,4) 

９９９９月月月月    ＪＬＴＦ広ＪＬＴＦ広ＪＬＴＦ広ＪＬＴＦ広島ベ島ベ島ベ島ベテラン選手権テラン選手権テラン選手権テラン選手権    
年齢とクラス別の大会。４５歳以上か

ら参加できます。 

ソニー生命カップソニー生命カップソニー生命カップソニー生命カップ    

９月９月９月９月    全国レディース全国レディース全国レディース全国レディース    

テニス大会テニス大会テニス大会テニス大会（オープン（オープン（オープン（オープン））））    

３セットマッチの大会。３位ま

での代表は昭和の森テニスセ

ンターでの全国決勝大会へ。 

４位は中国５県対抗戦（岡山）

へ。楽しい参加賞あり。 

９９９９月月月月    ＤホＤホＤホＤホップテニス大会ップテニス大会ップテニス大会ップテニス大会    
試合経験の少ない方、試合初

参加の方、Ｄ級でなかなか勝

ち残れない方･･･。ルールも

学べる価値ある大会。 

（関連記事 P5） 

１０月１０月１０月１０月    レディスレディスレディスレディス    

レインボーカップテニスレインボーカップテニスレインボーカップテニスレインボーカップテニス    

各クラス優勝ペアは兵庫県ビ

ーンズドームの決勝大会へ。 

通常の出場級とは異なる級も

あるので申込時は要注意！ 

１１月１１月１１月１１月    プリンセスカッププリンセスカッププリンセスカッププリンセスカップ    

いよいよ試合も残りわずか。 

ペアと心と力をあわせて！！ 

１１月１１月１１月１１月        ＪＬＴＦ広島ＪＬＴＦ広島ＪＬＴＦ広島ＪＬＴＦ広島    

Ｂ級Ｃ級Ｄ級ダブルス大会Ｂ級Ｃ級Ｄ級ダブルス大会Ｂ級Ｃ級Ｄ級ダブルス大会Ｂ級Ｃ級Ｄ級ダブルス大会    

年度内最後の昇格のある試合

です。びんご運動公園にて。 

１１月１１月１１月１１月    会員テニス大会会員テニス大会会員テニス大会会員テニス大会    

年度の締めくくり。いつもとは違うメンバーで練習試

合、レッスン、チャレンジ！！500 円で参加できます。

豪華？抽選会あり。(関連記事Ｐ5) 

３月３月３月３月    キッズ練習会キッズ練習会キッズ練習会キッズ練習会    
３歳から小４まで、スポンジボール
で遊びます。広島･東広島の 2 会場。 

５５５５月月月月    ベテラン親睦テニス大会ベテラン親睦テニス大会ベテラン親睦テニス大会ベテラン親睦テニス大会    
５０歳以上 グループ対抗戦。 

７月７月７月７月    ファミリーファミリーファミリーファミリー    

エンジョイテニスエンジョイテニスエンジョイテニスエンジョイテニス    
小学生の母子ペアで試

合。スポンジボールの講

習会もあります。屋内コ

ートにて。 

７月７月７月７月        

東部東部東部東部キッズ練習会キッズ練習会キッズ練習会キッズ練習会    
びんご運動公園にて。 

女子連では、車椅子テニス（ピースカップ）、

視覚障害者テニスのボランティアも行ってい

ます。様々な形のテニスにふれあって、テニ

スの幅をひろげませんか。 

常務理事常務理事常務理事常務理事    

上野 郁子（大会運営部長） 

前田 郁子（大会運営副部長） 

森岡 寿恵（大会運営副部長） 

山口かずよ（大会運営副部長） 

桂  和子（会 計     ） 

土井 雅子（書 記     ） 

安村美千代（庶   務）   

稲垣 瑞恵（東部大会運営部長） 

広島地区理事広島地区理事広島地区理事広島地区理事    

★小野 稔子   永井恵美子   

  春日 孝子   藤野 典子 

国広 芳子    風呂本理矢 

桑原ゆかり    松浦 麻里 

河野 弥生  ★松下 幸子 

住岡みどり  ★松本万里江  

中川 まみ    湊 千洋子 

                            東部地区理事東部地区理事東部地区理事東部地区理事    

 山迫 晴美（東部大会運営副部長） 

尾高 玲子（東 部 会 計） 

 ★兼森 丹美 

★住本 昌子 

★髙橋  泉 

中川  泉 

南場香代子 

野崎 和子 

 

              ★は新役員 

退任理事退任理事退任理事退任理事    

西村万由美 

荒木 久代 

瀬良 寿英 

光成 彰子 

宮澤 紀子 

2009 年度 役 員 紹 介 
 

会計監査会計監査会計監査会計監査    

常田多真美 

 

支部長支部長支部長支部長                                            理事長理事長理事長理事長    

羽仁 美千代             中木 淳子 

 



 

大会名 成  績
優　 勝 安村美千代 （西条ＲＴＣ） 中野　聡子 （やすいそ庭球部） 溝部　牧子 （五日市ＴＣ） 冨山　典子 （みなみ坂Ｔ.Ｓ）

準優勝 大成　紀子 （ＵＰ.Ｓｅｔ） 坂本　真紀 （Ｔ-Ｓｔｅｐ） 藤田美知代 （TOUCH SHOT） 副島　範子 （チームＲＥＮ）

藤井　泰子 （プレイメイト） 島田　恭子 （Ｔハーツ） 村上　博美 （やすいそ庭球部）

長船恵美子 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 土肥　裕子 （西条RTC） 福場三枝子 （楽々園Ｇ.Ｔ.Ｃ）

小笠原早苗 （リョーコーＴ.Ｃ） 西川ひろみ （リョーコーＴ.Ｃ）

新井　美乃 （やすいそ庭球部） 野口　仁美 （西条ＲＴＣ）

熊谷　和美 （ＮＢＴ.Ｇ.） 元原　美香 （やすいそ庭球部）

鶴田　孝子 （テニスメイト） 下村　範子 （ＺＯＮＥ）

中村　逸美 （リョーコーＴ.Ｃ） 野副けい子 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 宮地ゆきえ （廿日市ＬＴＣ） 副島　範子 （チームREN）

増本　真澄 （Ｍ＆遊） 藤原チエミ （マルベリーＴ.Ｃ） 濱尾　優子 （Ｍ＆遊） 田原　聖加 （チームREN）

土田　晶子 （テニスメイト） 本多　明子 （五日市ＴＣ） 今中みどり (美鈴が丘Ｔ.Ｃ） 西川ひろみ （リョーコーＴ.Ｃ）

桂木　優子 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 江川　京子 （テニスメイト） 長山由美子 (美鈴が丘Ｔ.Ｃ） 北村千恵利 （リョーコーＴ.Ｃ）

林　　直美 （サンデーＴ.Ｃ） 児玉　好美 （ケセラ） 新井　美乃 （やすいそ庭球部） 米澤　智子 （西条ＲＴＣ）

宮松　久子 （西条ＲＴＣ） 片山八寿代 （ケセラ） 造住真由美 （TOUCH SHOT） 和久井美和 （西条ＲＴＣ）

井上　亜紀 （西条ＲＴＣ） 小野　稔子 （テニスメイト） 柳生　江美 （ＮＢＴ.Ｇ.） 辻本　千愛 （毘沙門台Ｔ.Ｃ）

小西　直子 （西条ＲＴＣ） 山口　美鈴 (美鈴が丘Ｔ.Ｃ） 熊谷　和美 （ＮＢＴ.Ｇ.） 野口　仁美 （西条ＲＴＣ）

江藤　末子 （やすいそ庭球部） 児玉　好美 （ケセラ） 宮地ゆきえ （廿日市ＬＴＣ） 副島　範子 （チームREN）

松本万里江 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 片山八寿代 （ケセラ） 濱尾　優子 （Ｍ＆遊） 田原　聖加 （チームREN）

土田　晶子 （テニスメイト） 天野　直子 （Ｔ-フレンズ） 森保百合子 （ＮＢＴ.Ｇ.） 山本満智子 （フレンズ）

宮松　久子 （西条ＲＴＣ） 河内みどり （Ｔ-フレンズ） 西村　邦子 （アキラＩＴＣ） 高山富美子 （プロキオン）

香川　節子 （やすいそ庭球部） 福原　昭子 （TOUCH SHOT） 瀬良　寿英 （福山ローン） 木下　一美 （ＧＳＨ）

松木　直美 （やすいそ庭球部） 松尾　尚子 （ＮＢＴ.Ｇ.） 久岡　貞子 （福山ローン） 村上　順子 （ＧＳＨ）

大成　紀子 （ＵＰ.Ｓｅｔ） 中野　聡子 （やすいそ庭球部） 島迫　順子 （西条ＲＴＣ） 中村あき子 （ＭＴＣ）

宮口理恵子 （福山ロイヤル） 研　　深雪 （マルベリーＴ.Ｃ） 川瀬　好江 （西条ＲＴＣ） 土井さと子 （福山ロイヤル）

第６回ピンク 一般 土田　晶子 （テニスメイト） 小西　直子　 （西条ＲＴＣ） 戸田ゆかり （やすいそ庭球部） 菊池　裕子 （西条ＲＴＣ）

リボンレディース の部 中野　聡子 （やすいそ庭球部） 井上　亜紀 （西条ＲＴＣ） 亀井　美香 （西条ＲＴＣ） 宮口理恵子 （福山ロイヤル）

テニス大会 50歳以上 岡本　敦子 （西条ＲＴＣ） 林　　陽子 （ウィケンド） 髙島あつ子 （医師ローンＴＣ） 後藤まり子 （エンドレス）

〈広島県大会〉 の部 伊原　隆子 （西条ＲＴＣ） 三浦　治美 （ウィケンド） 楠原　京子 （ウィケンド） 越智　典子 （医師ローンＴＣ）

2008

母と子の 鶴田二千翔 宮地　李奈 西村　守人 井上　佳苗 　　迫　　雄太

テニス大会 鶴田　孝子 （テニスメイト） 宮地ゆきえ （廿日市ＬＴＣ） 西村万由美 （やすいそ庭球部） 井上　浩子 　　迫　美由紀

宮松　久子 （西条ＲＴＣ） 笹木さな江 （五日市ＬＴＣ） 向井　朱美 （西条ＲＴＣ） 山本千代子 （やすいそ庭球部）

宮口理恵子 （福山ロイヤル） 杉内佐知子 （五日市ＬＴＣ） 島迫　順子 （西条ＲＴＣ） 清原美加子 （廿日市ＬＴＣ）

原田　京子 （やすいそ庭球部） 長谷川富子 （アキラＩＴＣ） 島田　恭子 （Ｔハーツ） 髙島あつ子 （医師ローンＴＣ）

西村　りえ （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 西林　正子 （テニスメイト） 坂本まゆみ （テニスメイト） 楠原　京子 （ウィケンド）

岡山　真弓 （五日市ＬＴＣ） 藤岡　佳子 （TOUCH SHOT）

曽根田圭子 （ＮＢＴ.Ｇ.） 久保知代子 （毘沙門台ＴＣ）

天野　直子 （Ｔ-フレンズ） 夛田　順子　 （テニスメイト）

河内みどり （Ｔ-フレンズ） 桑原　孝子 （リョーコーＴ.Ｃ）

松本万里江 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 亀井　美香 （西条ＲＴＣ） 吉岡　信子 （Ｔ-Ｓｔｅｐ）

宮松　久子 （西条ＲＴＣ） 梅村　久美 （西条ＲＴＣ） 溝部　牧子 （五日市ＴＣ） 本田　芳子 （テニスメイト）

土田　晶子 （テニスメイト） 菊池　裕子 （西条ＲＴＣ） 副島　範子 （チームREN） 林　　直美 （サンデーＴ.Ｃ）

古市　祐子 （テニスメイト） 井上　亜紀 （西条ＲＴＣ） 田原　聖加 （チームREN） 田中久美子 （西条ＲＴＣ）

戸田ゆかり （やすいそ庭球部） 藤岡　祥子 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 峠　　俊子 （西条ＲＴＣ）

山本　明子 （医師ローンTC) 白神　美輪 （Ｔｅｎｓｉｏｎ）

安村美千代 （西条ＲＴＣ） 鶴田　孝子 （テニスメイト)

栃原　玲子 （西条ＲＴＣ） 新宅　玲子 （TOUCH SHOT）

林　　直美 （サンデーＴ.Ｃ） 古田　初枝 （ＮＢＴ.Ｇ.） 宮地ゆきえ （廿日市ＬＴＣ） 和久井美和 （西条ＲＴＣ）

宮松　久子 （西条ＲＴＣ） 藤原チエミ （マルベリーＴ.Ｃ） 濱尾　優子 （Ｍ＆遊） 加村　真美 （西条ＲＴＣ）

中村　逸美 （リョーコーＴ.Ｃ） 中野　聡子 （やすいそ庭球部） 白神　美輪 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 北村千恵利 （リョーコーＴ.Ｃ）

増本　真澄 （Ｍ＆遊） 山口かずよ （Ｍ＆遊） 藤岡　祥子 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 西川ひろみ （リョーコーＴ.Ｃ）

田中久美子 （西条ＲＴＣ） 井上　陽子 （チームＴ.Ｋ） 吉岡　信子 （Ｔ-Ｓｔｅｐ） 武藤　悦世 （みなみ坂Ｔ.Ｓ）

安村美千代 （西条ＲＴＣ） 中田　妙美 （みなみ坂Ｔ.Ｓ） 木村　明子 （Ｔ-Ｓｔｅｐ） 松浦　麻里 （リョーコーＴ.Ｃ）

戸田ゆかり （やすいそ庭球部） 上前　千恵 （マルベリーＴ.Ｃ） 円山登美子 （西条ＲＴＣ） 妹尾　悦子　 （楽々園Ｇ.Ｔ.Ｃ）

桑原ゆかり （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 野副けい子 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 土肥　優子 （西条ＲＴＣ） 冨山　典子 （みなみ坂Ｔ.Ｓ）

花倉　法恵 （ポコアポコ） 住本　昌子 （西条ＲＴＣ） 阪本　節子 （TOUCH SHOT） 戸田　靖代 （ＧＳＨ）

第12回 北谷みゆき （ポコアポコ） 兼森　丹美 （ＭＴＣ） 前田　郁子 （TOUCH SHOT） 岡田　睦永 （ＭＴＣ）

JLTF広島 久光真由美 （TOUCH SHOT） 向井　朱美 （西条ＲＴＣ） 川瀬　好江 （西条ＲＴＣ） 坂本みどり （Ｔ-Ｓｔｅｐ）

B級C級D級 溝部　牧子 （五日市ＴＣ） 島迫　順子 （西条ＲＴＣ） 柴田　敏子 （西条ＲＴＣ） 木村　明子 （Ｔ-Ｓｔｅｐ）

ダブルス大会 中村あき子 （ＭＴＣ） 加村　真美 （西条ＲＴＣ） 大坪　明子 （ＮＢＴ.Ｇ.） 山田　ゆり （ＥＴＣ）

平本　有紀 （ＥＴＣ） 野口　仁美 （西条ＲＴＣ） 天矢由紀子 （ＮＢＴ.Ｇ.） 和知　和美 （ＭＴＣ）

昇格基準は、ドロー数や大会によって異なりますので要項でご確認ください。登録級は市と同じです。
Ｂ級は準優勝まで、Ｃ級・Ｄ級はベスト８まで
Ｂ級は優勝のみ
Ｃ級は支部長杯・プリンセスカップはベスト４まで、クィーンズカップ・レインボーカップは準優勝まで

 Ｄ級は桑名杯ベスト４まで、クィーンズカップ・プリンセスカップは準優勝まで

但し、JLTF広島Ｂ級Ｃ級Ｄ級ダブルス大会はＢ級Ｄ級は優勝のみ、Ｃ級は準優勝まで

優　 勝

第４回
シングルス

カップ

第８回
クィーンズ

カップ

ベ
ス
ト
８

三　位

安部　智江 （アシニス）

桑名杯
レディース
テニス大会

2008
<広島大会>

第22回
支部長杯

第10回
ＪＬＴＦ広島
ベテラン
選手権

第15回
レディス

レインボー
カップテニス

2008
<広島県予選大会>

（やすいそ庭球部）
（ＧＳＨ）

（テニスメイト）
（テニスメイト）

＜スポンジボールの部＞

準
優
勝

三
位

＜中学生の部＞＜小学生高学年の部＞
特
別
賞

ダ　 ブ　 ル　 ス：

＜2008年度の昇格＞

優　 勝

シングルスカップ：

第11回
プリンセス

カップ

＜55歳以上ＡＢ級＞

優　 勝

土田　晶子
古市　祐子

四
位

（広島県大会〉

ソニー生命カップ第30回
一
位

二
位

三
位

山﨑　五月
亀井　美香

準
優
勝

三　位

優
　
勝

準優勝

三　位

準優勝

三　位

＜45歳以上Ｂ級＞

（西条ＲＴＣ）
（西条ＲＴＣ）

三
位

全国レディーステニス大会

＜D級＞

優　 勝

準優勝

三　位

＜C級＞

＜B級＞

＜45歳以上Ａ級＞ ＜45歳以上ＣＤ級＞

碓井真希子
池見　廣枝

小西　直子
井上　亜紀

（西条ＲＴＣ）
（西条ＲＴＣ）

優　 勝

優　 勝

＜小学生低学年の部＞

準優勝

優
　
勝

優　 勝

準優勝

三　位

三
位

四
位

四
位

Ｄ　　級

ベ
ス
ト
８

不成立

＜50歳以上ＣＤ 級＞＜50歳以上ＡＢ 級＞

2008年度2008年度2008年度2008年度　　　　女子連大会結果表女子連大会結果表女子連大会結果表女子連大会結果表
Ａ　　級 Ｂ　　級 Ｃ　　級

優
勝

　　　　　　　　＜シニア＞

優
勝
準
優

勝

準

優
勝



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　行　　　　　　　　　事

 会　員　募　集

　　　　　

 総　　　　　　　会  3/3

 東部行事報告会 　3/4

 東部会員親睦会

　　　　　　　　　　　　 3/18 予備日  3/25

 キッズ 練 習 会

    <東広島市>  3/26 予備日  3/27

    <広島市>  3/30 予備日  3/31

第5回 シングルスカップ

　　　　　　　　　

 ルール説明会  4/21

第47回 春季 ローズカップダブルス大会

    <東部地区>  4/24 予備日  5/8

第9回 クィーンズカップ

　　　　　　　　　

第19回 ベテラン親睦テニス大会

 5/25 予備日  5/27

 桑名杯レディーステニス大会2009
 by　DUNLOP

    <東部地区大会>  5/19 予備日  5/27

    <広 島 大 会>

    <決 勝 大 会>  6/17

第23回 支部長杯

    <東部地区大会>  5/19 予備日  5/27

    <広 島 大 会>

　　C級決勝トーナメント  6/3

第7回 ピンクリボンレディーステニス大会

    <広島県大会>

2009ファミリーエンジョイテニス  7/29

 東部キッズ練習会  7/31

 ソニー生命カップ

第31回 全国レディーステニス大会

    <広島県大会>

第3回 Ｄホップテニス大会  9/16

第11回 JLTF広島ベテラン選手権

第16回 レディスレインボーカップテニス2009

    <広島県予選大会>

第48回 秋季 ローズカップダブルス大会

    <東部地区>  10/20 予備日 10/28

第11回 中国5県対抗戦　　<ももたろう岡山大会>

 10/28 予備日 10/29

第12回 プリンセスカップ

第13回 JLTF広島

第20回 会員テニス大会  11/25

BD級11/13・C級11/17

  11/2・11/4・11/5

　　　 　　 7/6～7/8

  9/7～9/10・9/14

　　    　9/24・9/25

　　  　 10/5～10/8

B級・C級・D級ダブルス大会

★ 2009年度広島県支部行事予定 ★

　　　 　　 6/1～6/3

　 　　　　 6/1～6/3

　 　　 5/11～5/13

       2/1～2/28・8/15～9/30

　 　   4/13～4/16

       ��    編集後記編集後記編集後記編集後記    ��  

また雨が降ってきた。テニスプレイヤー泣かせ？ 

いやいや、家のこと、雑事を済ませる GOOD タイミング？ 

春の雨で堅い芽をふくらませ、やがて芽吹き花を咲かせる 

樹のように、準備を整え試合の始まる季節到来！！ 

コートで仲間が待っている…！         pakako 

★ 

☆ 

★

☆

★ 

☆

★

☆

★

☆ 
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