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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 

祝祝祝祝    
第７回ピンクリボンレディーステニス全国決

勝大会が、10月 22日・23日に神奈川県荏原湘南

スポーツセンターで開催されました。広島県代表

は一般が宮松久子・梅村久美組、50歳以上が田中

久美子・藤井理恵子組。2日間で 6試合を戦い、

みごと初優勝をなしとげました。 

  
決 勝 大 会 対 戦 結決 勝 大 会 対 戦 結決 勝 大 会 対 戦 結決 勝 大 会 対 戦 結 果果果果    

    

全国大会優勝全国大会優勝全国大会優勝全国大会優勝    第第第第７７７７回回回回    ピンクリボピンクリボピンクリボピンクリボンンンン    

レディースレディースレディースレディーステニステニステニステニス大大大大会会会会    

1試合目が 50歳ペア、2試合目が一般ペア、１勝１敗になっ

た場合は、50歳と一般のひとりずつがペアを組み、10ポイ

ントタイブレークで勝敗を決めます。 

第７回ピンクリボンレディーステニス全国大会で広島県代表はみごと優勝いた
しました。 

女子連本部ピンクリボン大会委員長の水野加余子さんは「広島県は今までもそ
こそこに強かったけど、今回めでたく優勝しました。兵庫県から西に初めて優勝
が行ったことは大変喜ばしい事です」と、昨年のレインボーカップ決勝大会・懇
親会場で報告してくださいました。「広島県がそこそこに強かった」というのは、
第２回ピンクリボン全国大会で３位に、４回でベスト８になったことがあったか
らだと思います。全国大会では関東、関西圏に強豪チームが多く、この圏内がほ
ぼ優勝を手にしています。広島県のような地方チームは、入賞する事ですらたい
へん難しい事なのです。 

どんな小さな大会でも優勝は、大変です。良い成績を収めるには、いろんな事

がうまくかみ合って初めて出来るものだと思います。ちょっとしたピンチやささ

いな出来事でも自分達のバネに変える前向きな発想と、それを実行する勇気が要

ると思います。 

  全国でいい成績を挙げるには、支部の大会が元気でなければなりません。全国、決勝大会を経験した選
手は、経験を生かし支部大会を活性し、支部全体のレベルを上げてくれます。そして、みなさん一人一人
の力が代表選手を育て、全国への力を作るのだと思います。 

ﾗｳﾝﾄﾞﾗｳﾝﾄﾞﾗｳﾝﾄﾞﾗｳﾝﾄﾞ 対戦対戦対戦対戦 50歳50歳50歳50歳 一般一般一般一般 決勝決勝決勝決勝
1R 岩手 80 98（5）
2R 香川 80 80
3R 愛知 82 58 10-5
QF 大阪 48 84 10-8
SF 静岡 98（8） 83
F 千葉 86 85

飯田 藍会長より 

トロフィー授与 
❊ 詳しくは、日本女子テニス連盟の会報 No.34 または 

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

 

勝利を信じて！ 

《《《《    支 部支 部支 部支 部 のののの力力力力    》》》》        



 

風呂本監督・宮松・土田・古市・井上・篠原・菊池 

 

全国大会結果    
 

１回戦 広 島 ３ － ０ 石 川 
２回戦 広 島 １ － ２ 福 島 

〔優勝 神奈川〕 

 ❊ 詳しくは、日本女子テニス連盟の会報 No.34 または 

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

ソニソニソニソニー生命カップー生命カップー生命カップー生命カップ    第第第第 31313131 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 7 ～ 9・14 日 広域公園テニスコート 
全 国 大 会 11 月 4 ～ 6 日   昭和の森テニスセンター 

                                                                        宮松宮松宮松宮松    久子久子久子久子    （（（（西条ＲＴＣ西条ＲＴＣ西条ＲＴＣ西条ＲＴＣ））））        

全国大会出場が 4 回目の私は、今迄考えれば考えるほ

ど、迷うし、慎重になるし、弱気になってしまってい

たので、今回はシンプルに感じる事を大切にして戦っ

てみました。どの選手も、このパターンになったら負

けないという型を持っていましたが、勝ち残る選手

は、型にハマれば強いだけでなく、どんな変化にも対

応できる強さを持っていました。6 月にある日韓親善

大会では、過去にとらわれず未来に期さずの心構え

で、今という瞬間に勇気を持って動けば、いい流れが

来ると信じ、戦ってみたいと思っています。 

 篠原篠原篠原篠原    春奈春奈春奈春奈    （（（（ルネサンス広島ルネサンス広島ルネサンス広島ルネサンス広島））））    

敗戦が決定した時は何とも申し訳ない気持ちでいっぱ

いでした。「私にはできる…」何の根拠もない自信と

奢りは全国には通用せず、何もできなかった後悔と自

分に対する怒りが残りました。相手にではなく自分と

いう壁に負けました。テニスは日々進化します。私も

更なる進化を目指して「この一球は絶対無二の一球な

り」を胸に刻み、今自分にできることを真摯に取り組

んでいきます。皆様の応援、女子連の方々のご尽力あ

りがとうございました。 

 

 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））））  

昨年に続き２年連続全国大会に出場することができま

した。目標の一回戦は突破でき、ペアと抱き合って喜

んだのもつかの間、二回戦は後２ポイントが取れず涙

してしまいました。良きメンバーにも恵まれもっと長

く戦いたかったのですが、まだまだ未熟者でした。ピ

ンクに続き広島県の名前を残すためにも、また一年練

習に励み昭和の森にチャレンジしに行きたいです。 

 

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）    

昨年同様ペアに助けられ、昭和の森テニスコートに戻

ることができました。大舞台に舞い上がり思うような

テニスができなかった昨年と比べると、今年は一年間

やってきた自分達のテニスができたように思います。

しかし、全国を勝ち上がるチームと比べ、自分に足り

ないものの多さにため息が出るばかりでした。少しで

も近づくために、課題を持って来年も頑張ろうと思い

ます。監督をはじめ諸先輩・役員の皆様方、一緒に戦

ったチームの皆様、貴重な経験をさせていただき本当

にありがとうございました。 

 

募金報告 

 

菊池菊池菊池菊池    裕子裕子裕子裕子    （（（（西条ＲＴＣ西条ＲＴＣ西条ＲＴＣ西条ＲＴＣ））））    

今回初めての全国レディース大会に出場、とても嬉し

かったです。予選の時から緊張の連続で代表決定の瞬

間まで本当にしんどい試合でした。そのしんどい試合

を一緒に戦ってくれたペアと、いつも練習してくれた

周りの方々には心から感謝しています。今回は２回戦

で負けてしまいましたが、また代表になる機会があれ

ばもっと上を目指して頑張ってみたいと思います。 

                

☆☆☆☆ALTALTALTALT 基金基金基金基金      広島県支部   12,341 円 

2009 年度募金総額 1,008,906 円 

＊寄付総額  30 万円 

  ・宮城黎子記念ミュージアム 

・沖縄県アンビシャス 

・車いすテニス国枝慎吾選手  に各 10 万円 

☆☆☆☆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 28,932 円  

2009 年度募金総額 2,093,375 円 

＊国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)に 

200 万円寄付 

          

 “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）    

昨年に続いて２度目の出場となった今大会は、昨年出

来なかった１勝＝初戦突破を目指して挑みました。初

戦辛勝ではありましたが、勝った瞬間は胸が熱くなり

ました。しかし次の２回戦もタイブレークまで縺れ込

んだものの、力及ばず敗退。チームに貢献出来ず、悔

しさと申し訳ない気持ちでいっぱいに… 団体戦だか

らこそより強く改めて勝負・テニスの難しさを痛感し

た大会となりました。この貴重な経験を忘れることな

く、試行錯誤しながら次へ進みたいと思います！ 

 



一般の部           ５０歳以上の部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 

宮松宮松宮松宮松    久子久子久子久子    （西条ＲＴＣ（西条ＲＴＣ（西条ＲＴＣ（西条ＲＴＣ))))    
初めてこの大会に参加した私が、日本一になるなんて、ビギ

ナーズラックってあるんですね。地方都市広島が、常に挑戦

者で向かって行ったら、テニスが楽しくて、大都市圏が怯ん

だって感じです。その気持ちは4人共通でした。仲間の応援

も心に響き、コートの中ではライバルでも外ではやさしくし

ようなんて思ったりしました。テニスは相手にせよ、ペアに

せよ、人との協力なしにはできない事を体感した二日間は、

私の一生の宝物です。 

第第第第 7777 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        
 

宮松・梅村        田中・藤井 

田中田中田中田中    久美子久美子久美子久美子    （西条ＲＴＣ（西条ＲＴＣ（西条ＲＴＣ（西条ＲＴＣ))))    

今回初めての代表で舞い上がる事を心配してい

たのですが、メンバーの方に助けられ一戦ごと

にチームワークも最高！！転勤の決まっている

梅村さんと一つでも多く試合がしたい気持ちで

楽しく伸び伸びテニスが出来ました。応援の皆

さんの掛け声も頼もしく、まるで広島でやって

いる感じで有り難く思いました～この素晴らし

い経験を力に、いつまでも後姿は 20 代！？決

して振向かない元気なおばちゃん目指して頑張

りまっす。 

藤井藤井藤井藤井    理恵子理恵子理恵子理恵子    （（（（ケセラケセラケセラケセラ))))    

今回初めて出場したピンクリボン大会で県代表となり全国

大会優勝という最高の思い出ができました。県代表に決まり

本大会までの3ヶ月間、体調管理には気を使いました。もと

もと膝の故障があるため練習しすぎると悪化し、しなければ

調子が悪くなりそのバランスが大変難しかったです。団体戦

なので棄権だけは絶対しない様に決勝大会が終わるまで気

を抜かないで管理していました。ペアの俊足の田中さんに随

分助けて頂きました。一般代表の宮松さんや梅村さん達にも

助けて頂きチームワークの勝利です。円陣になってファイト

ーと言ったのも広島だけでした。本当に最高のメンバーで

す。そして遠方から来て下さった方、広島で応援して下さっ

た方々、女子連の皆様、全ての皆さんの応援が心の支えとな

り優勝する事ができました。ありがとうございました。 

 

 

 

日時：2010 年 4 月 22 日（木）9:30～12:00 

会場：広域公園テニスコート会議室 

内容：☆ルールの基本から改訂点まで 

   ☆講演『心理的コンディショニングと効果的な技術練習方法』 

    講師：関矢 寛史 氏（広島大学大学院総合科学研究科 准教授） 

       

 

 

川崎で大学生活を送る息子のおかげ(？)でピン

クリボン決勝大会の応援に行くようになって４

年目。テニスの神様は私にまで大きなご褒美を

与えてくださいました。広島県勢初の全国制覇

を決めたその瞬間、私の口から出た言葉は何故

か｢おめでとう｣より｢ありがとう｣が先でした。

一つ一つ勝ち上がる毎に高まる喜びと緊張感。

決勝戦直前、様々な大会で広島県代表を経験し

た選手でさえ｢大変なことになったよ〜！｣と戸

惑いとも喜びともつかないつぶやきが出てしま

うのですから、応援団を含めその現場の心のざ

わめきがおわかりいただけるでしょう。だから

こそ、勝利を決めた時、緊張から解き放たれた

｢ありがとう！｣だったのかもしれません。もち

ろん、たくさんの感動をくれた選手にも｢ありが

とう！｣テニスの神様、｢ありがとう！｣全国制

覇、ばんざ〜い！       土井 雅子 

     梅村梅村梅村梅村    久美久美久美久美    （（（（西条西条西条西条ＲＴＣＲＴＣＲＴＣＲＴＣ))))    

広島県大会のちょうどその頃、転勤する事が決まりました。

いろんな思いがありましたが、ペアの助けもあり県大会優勝

する事が出来ました。何よりも嬉しかったのは全国大会まで

みんなと一緒にテニスが出来る事でした。私にとって全国大

会は広島での本当に最後の試合になります。試合を楽しみた

い、そんな思いで臨みました。一試合、一試合、苦しい場面

も含め本当に充実していて楽しくて、会場に来てくれた方達

の応援もパワーになり、気が付くとなんと優勝していまし

た。こんな感動をいただけたのもいつも一緒に練習し、応援

して下さった皆様のおかげです。たくさんの人に支えられて

きたんだと心から感謝しています。本当にありがとうござい

ました。   

    2010201020102010 ルールルールルールルール説明会説明会説明会説明会のごのごのごのご案案案案内内内内♪♪♪♪♪♪♪♪    

広島県大会 7月 6 ～ 8 日 広域公園テニスコート 
全 国 大 会 10 月 22・23 日 荏原湘南スポーツセンター 
 

専門はスポーツ心理学 ♡ 広大体育会硬式庭球部顧問！趣味はもちろんテニス!! 

Ｊリーガーや色々な競技選手のメンタルトレーニングを指導!!! 

すぐに!?効果のあがる 

具体的な実践方法を伝授★★ 

あの関矢先生の講演を聞ける

チャンスはそうないですよ！ 

お申し込みはお早めに♪ 

 

参加料無料 

＊＊代表選手のコメント＊＊＊＊代表選手のコメント＊＊＊＊代表選手のコメント＊＊＊＊代表選手のコメント＊＊    

大会観戦大会観戦大会観戦大会観戦・・・・応援応援応援応援でのでのでのでの「「「「ありがとうありがとうありがとうありがとう！」！」！」！」    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第 16161616 回回回回    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 2009200920092009    
                  広島県予選大会 10 月 5 ～ 7 日 広域公園テニスコート 
                  決 勝 大 会 11 月 11・12 日  ブルボンビーンズドーム 

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

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 2009200920092009    by by by by DDDDUNLOPUNLOPUNLOPUNLOP    
東部地区大会 5 月 19 日 竹ヶ端運動公園テニスコート 
広島地区大会 6 月 2 日 広域公園テニスコート 
決 勝 大 会  6 月 17 日 広域公園テニスコート 
 

           神原神原神原神原    智子智子智子智子    （プロキオン（プロキオン（プロキオン（プロキオン））））    
この度、レインボーカップ決勝大会でビーンズドームへ行かせていただきま

した。各々の府県を勝ち抜いてこられた選手の方々の華麗なプレーに心から

感動しました。ゲーム中はチームメイトや役員の方々から的確なアドバイス

や力強い応援をいただきとても心強かったです。また、どんな時でも試合で

ベストが出せるようにケアを忘れないテニスに対する真摯な心構えも教え

ていただきました。そして何より楽しかったのは夜の交流パーティーです。

昼間４、５試合してきたとは思えない豪快な食べっぷり、飲みっぷり、話し

っぷりに盛りだくさんのイベントにとテニス界にこんなに楽しい世界があ

ることを初めて知りました。まるで私 

にとっては竜宮城へでも行った気分で、 

わくわくどきどきの３日間を過ごさせ 

ていただきました。来年は皆さんが主 

役です。ビーンズドーム、そして楽し 

い交流パーティーを目指して頑張って 

ください。 

 

                 丸子丸子丸子丸子    朱美朱美朱美朱美    （（（（ＴＴＴＴ----ＳｔｅｐＳｔｅｐＳｔｅｐＳｔｅｐ））））    
この大会で優勝できたのは、周りの皆さんの 

お陰だと思います。まずはペアの頑張り。家 

族の理解。そして、対戦相手。どの試合も苦 

しい展開ばかりでしたが、１戦 1 戦試合を重 

ねるごとに、いつもならあきらめてしまうボ 

ールも取れるようになり、リードされても 

“まだまだ”と粘り強くできました。対戦相 

手の真剣なプレーが、私たちの実力以上の力を出させてくれたのだと

思います。奇跡の優勝です。岡山の大会では、日韓の試合の審判の練

習に役員さんが参加され、ふだんの試合ではできない体験をしまし

た。大会がスムーズに進行できるよう運営してくださった大勢のスタ

ッフの方々に感謝します。 

神原・桒田・江藤・池見・碓井 

   清水・菊池・篠原 

第１３回第１３回第１３回第１３回    JLTFJLTFJLTFJLTF 広島Ｂ級Ｃ級Ｄ級ダブルス大会を終えて広島Ｂ級Ｃ級Ｄ級ダブルス大会を終えて広島Ｂ級Ｃ級Ｄ級ダブルス大会を終えて広島Ｂ級Ｃ級Ｄ級ダブルス大会を終えて    
                                  東部地区理事東部地区理事東部地区理事東部地区理事    中川中川中川中川    泉泉泉泉    
 

東部地区で JLTF 広島Ｃ級Ｄ級ダブルス大会が開催されるようになって昨年で第１３回を無事終えること

ができました。この大会は東部地区で開催される試合の中で唯一の昇格対象の大会です。広島まではなかな

か腰をあげて行く気にならない東部の会員にとって、この大会で広島の選手と対戦できることは大変刺激に

なり、広島の大会に参加する選手を少しずつ増やすことにもなっております。2006 年度よりＢ級も参加

対象となりました。年内最後の昇格のチャンスの大会ということで年々エントリー数が増えてきています。

今回の大会は今までになく多くのエントリーがあり、Ｂ級も定着してきたかなと役員一同喜んでおります。

第１４回大会は、より一層昇格対象の大会にふさわしい内容で開催したいと思っております。東部地区の会

員はもちろんですが、広島からもより多くの参加を期待しておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいた

します。 

東部地区だより 

10 府県でのリーグ戦を 

シニア・Ａ・Ｂ・Ｃ級の各代表

同士が２日間かけて戦い 

総合順位を争います！ 

丸子・辻本 

多くの参加者に創設者の故桑名寿枝子さんも 

きっとお喜びのことでしょう！ 

「いいゲームだったね」と仲良く握手できる素敵

な雰囲気の大会…それが桑名さんの願いです。 

桑名杯県大会の優勝者は 

中国地域桑名杯大会に出場します。

2009・2010 年度は岡山県にて開催。 



第第第第 11111111 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《桃太郎《桃太郎《桃太郎《桃太郎》》》》岡山大会岡山大会岡山大会岡山大会    

                    兼兼兼兼    中国地域中国地域中国地域中国地域桑名杯桑名杯桑名杯桑名杯大会大会大会大会    
 

 

同時開催された日韓親善テニス大会代表選手選考会において、

宮松久子・土田晶子組が２位となり、２０１０年６月２日島根県松

江市で開催される第２９回日韓親善女子テニス大会に代表選手

として出場が決まりました。 

10 月 28 日  岡山市浦安総合公園テニスコート 
 

中国中国中国中国５５５５県対抗戦県対抗戦県対抗戦県対抗戦＜＜＜＜桃太郎桃太郎桃太郎桃太郎＞＞＞＞岡山大会岡山大会岡山大会岡山大会にににに参加参加参加参加してしてしてして    
中川中川中川中川    泉泉泉泉    ((((ＧＳＨＧＳＨＧＳＨＧＳＨ))))    

開催場所が岡山県浦安コート、近いということもあり私たち東部の

役員に声がかかりました。役員チームは、私達のレベルよりも上の

方ばかりで、チーム戦の手助けにはならず申し訳なかったです。で

もなかなか出場することのできない大会に出場してとてもいい経

験をさせていただきました。ただ残念だったのは、ほとんど同時に

試合に入ったので、他のメンバーの試合の応援や日韓のラインの練

習の見学ができなかったことです。でも皆さんのアットホームな雰

囲気の中で一日楽しくすごさせていただきました。 
 

＊2009 年度よりピンクリボン県予選 2 位のペアが参加する 

ことになりました。（一般・50 歳が隔年） 中木理事長・中川・山迫・楠原 

髙島・北岡・中島・辻本・羽仁支部長 

     土田・宮松・碓井・池見・丸子 

 

ご存知ですか?女子連が開催する大会の決勝戦にはＳＣＵ（ソロチェアアンパイア）がつきます。広島県

支部では役員が年に数回研修を行い実戦に臨んでいます。今年は６月に島根県で日韓親善テニス大会が開

催され、広島県支部からは日韓２位代表の選手と共にＣＵ（チェアアンパイア）とＬＵ（ラインアンパイ

ア）が審判団として参加します。ＬＵは通常の県支部の試合ではつかないので、この大会に向けて特別に

指導をお願いし練習を重ねてきました。2009 年のピースカップ、中国 5 県大会で審判を実践、確かな成

果をあげることができました。 

勉強しています 
    ＳＣＵ・ＣＵ・ＬＵ 

ＳＣＵ（ソロチェアアンパイア） 
ＣＵ（チェアアンパイア） 

ＬＵ（ラインアンパイア） 

ラインジャッジ以外の判定を

行います。選手はラインの判

定のみ行います。 

すべての判定を行います。ただ

し、ＬＵがつく場合は、ＬＵが

担当ラインの判定を行います。 

ＣＵがつく試合で、担当ラインの

判定を行います。 

女子連では他にも、試合がスムーズに進行するようにルール変更や難しい事例な

ど勉強しています。わからないことは気軽に質問してください。 
◆◇◆ ◆◇◆ 

 全国 桑名 ｼﾆｱ ﾋﾟﾝｸ 役員 得点 順位 

広島 1 位 4 位 1 位 2 位 4 位 18点 2 位 

鳥取 3 位 5 位 5 位 5 位 3 位 9 点 5 位 

山口 2 位 2 位 3 位 １位 2 位 20点 1 位 

島根 5 位 3 位 4 位 3 位 5 位 10点 4 位 

岡山 4 位 1 位 2 位 4 位 1 位 18点 2 位 

＊１位５点、２位４点、３位３点、４位２点、５位１点 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

◇◇◇◇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） 

  

◇◇◇◇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 

 

 

 

2010 年度大会開催時期に変更がある大会があります。 

各大会の日程を確認してください。大会によっては開催

内容が変更されています。要項を確認してください。 

 <<<<主主主主なななな変更変更変更変更>>>>    

 ＊Ｄホップテニス大会     ９月⇒４月 

 ＊JLTF 広島ベテラン選手権  ９月⇒６月 

 ＊レインボーカップ     １０月⇒９月下旬 

 ＊キッズ練習会（広島地区）は、ファミリーエンジョ

イテニス（７月）に統合され、参加対象が未就学児

のみのスポンジボールでの親子講習会になります。 

            

 

車いすテニス（ピースカップ）、ブラインドテニス

（視覚障害者テニス）のボランティアを行っていま

す。車いすテニスでは、タイムキーパーやボールパ

ーソンのお手伝いをしています。ブラインドテニス

では、審判やボールパーソン、参加選手の誘導介助

のお手伝いをしています。 

テニスボランティアを体験 

してみませんか。ホームペ 

ージにて活動状況をご覧い 

ただけます。 

ご注意ください 
大会日程、内容変更について ボランティアボランティアボランティアボランティア募集募集募集募集    

携帯携帯携帯携帯サイトサイトサイトサイト    ⇒⇒⇒⇒雨天順延などによる日程や集合時刻の確認雨天順延などによる日程や集合時刻の確認雨天順延などによる日程や集合時刻の確認雨天順延などによる日程や集合時刻の確認    

  http://jltf-h.mobee.jp 

◇◇◇◇広島地区理事広島地区理事広島地区理事広島地区理事    

★今田美智子  風呂本理矢 

   小野 稔子 ★前田真智子 

国広 芳子   松浦 麻里 

河野 弥生   松下 幸子 

★佐藤 直子  松本万里江 

★中井 葉子  安村美千代 

中川 まみ ★湯出原由美 

          

【【【【東部東部東部東部地区地区地区地区】】】】    

◇◇◇◇常務理事常務理事常務理事常務理事    

稲垣 瑞恵（東部大会運営部長） 

◇◇◇◇東部地区東部地区東部地区東部地区理事理事理事理事    

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 

★中村あき子 

野崎 和子 

★向井かつみ 

 

<<<<退任理事退任理事退任理事退任理事>>>>    

＊＊＊＊広島地区理事広島地区理事広島地区理事広島地区理事    

春日 孝子 桑原ゆかり 

住岡みどり 永井恵美子 

藤野 典子 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    

南場香代子 

＊＊＊＊会計監査会計監査会計監査会計監査 

常田多真美 

 

◇◇◇◇会計監査会計監査会計監査会計監査    
★小西 直子   

★は新役員 

大会開催を知りたい… 

ドローを見たい… 

緊急連絡を取りたい… 

日程の変更、時間変更を知

りたい… 

わからないことがある… 

そんなとそんなとそんなとそんなときききき・・・・・・・・・・・・    

携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話メールメールメールメール    ⇒⇒⇒⇒欠場や遅刻の連絡欠場や遅刻の連絡欠場や遅刻の連絡欠場や遅刻の連絡    

 jltf-hiroshima-joshiren@softbank.ne.jp 
○大会当日のみ利用可能 

○メールには氏名、所属クラブ、登録級、内容を明

記してください。 

携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話 ⇒⇒⇒⇒当日の欠場や遅刻の緊急連絡当日の欠場や遅刻の緊急連絡当日の欠場や遅刻の緊急連絡当日の欠場や遅刻の緊急連絡    

  ０９０－８０６１－０３５０ 

○大会当日のみ利用可能 

ホームページホームページホームページホームページ    ⇒⇒⇒⇒開催要項、日程のお知らせ、実施要項開催要項、日程のお知らせ、実施要項開催要項、日程のお知らせ、実施要項開催要項、日程のお知らせ、実施要項

及及及及びドロー、大会結果＆写真の掲載びドロー、大会結果＆写真の掲載びドロー、大会結果＆写真の掲載びドロー、大会結果＆写真の掲載。。。。    

その他、女子連からの連絡事項などその他、女子連からの連絡事項などその他、女子連からの連絡事項などその他、女子連からの連絡事項など        

http://www.jltf-hiroshima.net/ 
ホームページメールホームページメールホームページメールホームページメール    ⇒⇒⇒⇒女子連への女子連への女子連への女子連への問い合わせ全般問い合わせ全般問い合わせ全般問い合わせ全般    

info@jltf-hiroshima.net 

利用期間、方法を守ってください。 

試合中は携帯電話などの電子機器は使用できません。コートに入るときには電源を切ってください。 

女子連女子連女子連女子連と連絡をとる

には・・・ 

次のような方法があ

ります。 

2010201020102010 年度年度年度年度    役役役役    員員員員    紹紹紹紹    介介介介    



大会名 成  績
優　 勝 大成　紀子 （ＵＰ.Ｓｅｔ） 山口かずよ （Ｍ＆遊） 飯野　良子 （サンデーＴ.Ｃ） 北村　玲子 （リョーコーＴ.Ｃ）

準優勝 中野　聡子 （やすいそ庭球部） 池田満美子 （Ｍ＆遊） 采原　知子 （サンデーＴ.Ｃ） 秋吉　優子 （西条ＲＴＣ）

西林　正子 （テニスメイト） 冨山　典子 （みなみ坂Ｔ.Ｓ） 内海　良子 （フォーティ.ワン）

松下ひとみ （ＧＳＨ） 桑田　　綾 （リョーコーＴ.Ｃ） 石田みどり （みなみ坂Ｔ.Ｓ）

加村　真美 （西条ＲＴＣ） 山下　慶子 （みなみ坂Ｔ.Ｓ）

山下いく子 （楽々園Ｇ.Ｔ.Ｃ） 小原　美穂 （リョーコーＴ.Ｃ）

清水　聡美 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 飯田　容子 （テニスメイト）

林　　浩子 （ケセラ） 武藤　悦世 （みなみ坂Ｔ.Ｓ）

篠原　春奈 （ルネサンス広島） 安東　　薫 （西条ＲＴＣ） 阪井　政子 （Ｔ-Ｓｔｅｐ） 前田加奈子 （やすいそ庭球部）

菊池　裕子 （西条ＲＴＣ） 山口かずよ （Ｍ＆遊） 佐々木りか （Ｔ-Ｓｔｅｐ） 西川ユキコ （西条ＲＴＣ）

宮松　久子 （西条ＲＴＣ） 天野　直子 （Ｔ-フレンズ） 藤田かおり （西条ＲＴＣ） 隠野千恵子 （西条ＲＴＣ）

土田　晶子 （テニスメイト） 河内みどり （Ｔ-フレンズ） 中尾　秀美 （西条ＲＴＣ） 松田　秀美 （西条ＲＴＣ）

江藤　末子 （やすいそ庭球部） 土井　京子　 （ステップ） 木本　英子 （ステップ） 中川　礼子 （みなみ坂Ｔ.Ｓ）

中川　まみ （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 川田　利江 （ステップ） 大熊多美枝 （ステップ） 小原　美穂 （リョーコーＴ.Ｃ）

梅村　久美 （西条ＲＴＣ） 前田　郁子　 （サンデーＴ.Ｃ） 畑中　千穂 （ＮＢＴ.Ｇ.） 種橋　和子 （やすいそ庭球部）

桑原ゆかり （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 阪本　節子 （庭球館） 坂本まゆみ （アキラＩＴＣ） 松澤　明美 （やすいそ庭球部）

秋吉　　緑 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 丸山真奈美 （ＮＢＴ.Ｇ.） 佐々木りか （Ｔ-Ｓｔｅｐ） 丸子　朱美 （Ｔ-Ｓｔｅｐ）

清水　由佳 （西条ＲＴＣ） 今田美智子 （ＮＢＴ.Ｇ.） 阪井　政子 （Ｔ-Ｓｔｅｐ） 辻本　千愛 （毘沙門台ＴＣ）

古市　祐子 （テニスメイト） 福原　昭子 （ＮＢＴ.Ｇ.） 遠藤由美子 （ステップ） 横畑　朋子 （ポコアポコ）

井上　亜紀 （西条ＲＴＣ） 松尾　尚子 （ＮＢＴ.Ｇ.） 木本　英子 （ステップ） 北村　玲子 （リョーコーＴ.Ｃ）

桑原ゆかり （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 伊藤　幸恵 （広島インドアＴＳ） 神原　智子 （プロキオン） 江部　孝枝 （フレンズ）

梅村　久美 （西条ＲＴＣ） 西村　洋子 （広島インドアＴＳ） 桒田美智子 （プロキオン） 熊田美奈子 （フレンズ）

小田　逸美 （リョーコーＴ.Ｃ） 稲垣　瑞恵 （ＧＳＨ） 山下いく子 （楽々園Ｇ.Ｔ.Ｃ） 畠　真砂子 （フレンズ）

増本　真澄 （Ｍ＆遊） 岡田　睦栄 （ＭＴＣ） 小西すま子 （五日市ＬＴＣ） 高橋　　泉 （フレンズ）

第7回ピンク 一般 宮松　久子 （西条ＲＴＣ） 北岡　朋子 （西条ＲＴＣ） 戸田ゆかり （やすいそ庭球部） 前田真智子 （広島インドアＴＳ）

リボンレディース の部 梅村　久美 （西条ＲＴＣ） 中島　真澄 （Ｔ-Ｓｔｅｐ） 大成　紀子 （ＵＰ.Ｓｅｔ） 中野　幸恵 （西条ＲＴＣ）

テニス大会 50歳以上 田中久美子 （西条ＲＴＣ） 林　　陽子 （ウィケンド） 香川　節子 （やすいそ庭球部） 田村　美穂 （テニスメイト）

〈広島県大会〉 の部 藤井理恵子 （ケセラ） 三浦　治美 （ウィケンド） 林　　直美 （サンデーＴ.Ｃ） 越智　典子 （医師ローンＴＣ）

2009

ファミリー 板垣　　遥 奥信　海斗

エンジョイテニス 板垣　伸枝 奥信　洋乃

原田　京子 （やすいそ庭球部） 光岡美津子 （ポコアポコ） 遠藤由美子 （ステップ） 髙島あつ子 （医師ローンＴＣ）

西村　りえ （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 三浦　和子 （ポコアポコ） 木本　英子 （ステップ） 楠原　京子 （ウィケンド）

丸岡美記恵 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 西林　正子 （テニスメイト） 滝本深由紀 （せせらＭ.Ｈ.Ｃ） 林　　陽子 （ウィケンド）

伊原　隆子 （西条ＲＴＣ） 長谷川富子 （アキラＩＴＣ） 井東　律子 （せせらＭ.Ｈ.Ｃ） 三浦　治美 （ウィケンド）

樫本　裕子 （サンデーＴ.Ｃ） 吉木　悦子 （Ｔ・Ｔ）

東　　初子 （サンデーＴ.Ｃ） 板東　瑞恵 （廿日市ＬＴＣ）

小松　敏子 （五日市ＬＴＣ） 山下いく子 （楽々園Ｇ.Ｔ.Ｃ）

松浦　明美 （西条ＲＴＣ） 小西すま子 （五日市ＬＴＣ）

江藤　末子 （やすいそ庭球部） 篠原　春奈 （ルネサンス広島） 桒田美智子 （プロキオン）

清水　由佳 （西条ＲＴＣ） 菊池　裕子 （西条ＲＴＣ） 神原　智子 （プロキオン） 碓井真希子 （やすいそ庭球部）

亀井　美香 （西条ＲＴＣ） 中野　聡子 （やすいそ庭球部） 山口加代子 （五日市ＬＴＣ） 池見　廣枝 （ＧＳＨ）

梅村　久美 （西条ＲＴＣ） 大成　紀子 （ＵＰ.Ｓｅｔ） 坂本まゆみ （アキラＩＴＣ） 田中久美子 （西条ＲＴＣ）

石森　佳子　 （五日市ＬＴＣ） 今井　理恵 （やすいそ庭球部） 藤井理恵子 （ケセラ）

桑原　京子 （西条ＲＴＣ） 岡本　裕子 （広島インドアＴＳ）

安村美千代 （西条ＲＴＣ） 冨山　典子 （みなみ坂Ｔ.Ｓ）

山口かずよ （Ｍ＆遊） 瀧都美由紀 （ＮＢＴ.Ｇ.）

秋吉　　緑 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 稲垣　瑞恵 （ＧＳＨ） 冨山　典子 （みなみ坂Ｔ.Ｓ） 小原　美穂 （リョーコーＴ.Ｃ）

清水　由佳 （西条ＲＴＣ） 岡田　睦栄 （ＭＴＣ） 瀧都美由紀 （ＮＢＴ.Ｇ.） 中川　礼子 （みなみ坂Ｔ.Ｓ）

小田　逸美 （リョーコーＴ.Ｃ） 今田美智子 （ＮＢＴ.Ｇ.） 西川ひろみ （リョーコーＴ.Ｃ） 隠野千恵子 （西条ＲＴＣ）

増本　真澄 （Ｍ＆遊） 丸山真奈美 （ＮＢＴ.Ｇ.） 林　　尚子 （ＺＯＮＥ） 松田　秀美 （西条ＲＴＣ）

桧山　稚子 （やすいそ庭球部） 山口かずよ （Ｍ＆遊） 板東　瑞恵 （廿日市ＬＴＣ） 種橋　和子 （やすいそ庭球部）

佃　　美華 （ドルフィン） 安東　　薫 （西条ＲＴＣ） 吉木　悦子 （Ｔ・Ｔ） 松澤　明美 （やすいそ庭球部）

江藤　末子 （やすいそ庭球部） 門野　浩未 （チームＴ.Ｋ） 村上　博美 （やすいそ庭球部） 大坪　明子 （ＮＢＴ.Ｇ.）

松本万里江 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 山室富士枝 （チームＴ.Ｋ） 手島　康子 （西条ＲＴＣ） 佐藤　園子 （Ｔｅｎｓｉｏｎ）

丸田恵津子 （ポコアポコ） 松浦　明美 （西条ＲＴＣ） 土井　雅子 （広島インドアＴＳ） 今子　紀子 （チームＴ.Ｋ）

第13回 永山三奈枝 （ポコアポコ） 山本　明子 （西条ＲＴＣ） 山口かずよ （Ｍ＆遊） 原　美和子 （西条ＲＴＣ）

JLTF広島 山下いく子 （楽々園Ｇ.Ｔ.Ｃ） 神田　郁子 （せせらＭ.Ｈ.Ｃ） 手島　康子 （西条ＲＴＣ） 奥信　洋乃 （西条ＲＴＣ）

B級C級D級 小西すま子 （五日市ＬＴＣ） 加川　宣子 （みなみ坂Ｔ.Ｓ） 工藤　敬子 （西条ＲＴＣ） 秋吉　優子 （西条ＲＴＣ）

ダブルス大会 武藤　悦世 （みなみ坂Ｔ.Ｓ） 堀　　栄子 （広島インドアＴＳ） 前田加奈子 （やすいそ庭球部） 佐藤　通子 （フレンズ）

栗原　美香 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 小宇羅陽子 （広島インドアＴＳ） 松元みどり （やすいそ庭球部） 石川　桐子 （フレンズ）

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級はクィーンズカップ・支部長杯はベスト４まで、レインボーカップ・プリンセスカップは準優勝まで

 Ｄ級は桑名杯・プリンセスカップはベスト４まで、クィーンズカップは準優勝まで

但し、JLTF広島Ｂ級Ｃ級Ｄ級ダブルス大会は優勝のみ

優
勝

　　　　　　　　＜シニア＞

優
勝
準

優
勝

準

優
勝

2002002002009999年度年度年度年度　　　　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 Ｄ　　級

ベ
ス
ト
８

不成立

＜50歳以上ＣＤ 級＞＜50歳以上ＡＢ 級＞

不成立

優
　
勝

優　 勝

準優勝

四
位

三　位

三
位

四
位

四
位

〈広島県大会〉

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＞

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）
（テニスメイト）

ダ　 ブ　 ル　 ス：

＜2009年度の昇格＞

優　 勝

シングルスカップ：

第12回
プリンセス

カップ

菊池　裕子
篠原　春奈

碓井真希子
池見　廣枝

優　 勝

＜小学生低学年の部＞

ソニー生命カップ第31回
一
位

二
位

（西条ＲＴＣ）
（テニスメイト）

優　 勝

井上　亜紀
古市　祐子

三
位

宮松　久子
土田　晶子

桑名杯
レディース
テニス大会

2009
<広島大会>

第23回
支部長杯

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>

（やすいそ庭球部）
（ＧＳＨ）

（西条ＲＴＣ）
（ルネサンス広島）

準
優
勝

三
位

＜小学生高学年の部＞

＜55歳以上ＡＢ級＞

第５回
シングルス

カップ

第９回
クィーンズ

カップ

ベ
ス
ト
８

三　位

優　 勝

優　 勝

準優勝

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ��    編集後記編集後記編集後記編集後記    ��  

子育ての時、枝葉を自由に伸ばし、折れたり

曲がったり、優等生の材にはならないけれど

個性ある１本の樹のように･･･と考えてきた。

形良く並んだ街路樹、良い材木のために整備

された林の樹にはつまらない。家族やたくさ

んの友達に囲まれて、充実して楽しく過ごす

日々･･･個性的な樹に成長したのは私。 

                Pakako     

★ 

☆ 

★

☆

★ 
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第20回 ベテラン親睦テニス大会

 5/24 予備日  5/25

 桑名杯レディーステニス大会2010
 by　DUNLOP

    <東部地区大会>  5/19 予備日  5/26

    <広 島 大 会>

    <決 勝 大 会>  6/16

第24回 支部長杯

    <東部地区大会>  5/19 予備日  5/26

    <広 島 大 会>

　　C級決勝トーナメント  6/9

第12回 JLTF広島ベテラン選手権

第8回 ピンクリボンレディーステニス大会

    <広島県大会>

 2010ファミリーエンジョイテニス  7/28

　　　 　　 6/8・6/9

　 　　　　 6/7～6/9

　　    　6/21・6/22

　　　 　　 7/5～7/7

 東部キッズ練習会 8/4

 ソニー生命カップ

第32回 全国レディーステニス大会

    <広島県大会>

第17回 レディスレインボーカップテニス2010

    <広島県予選大会>

第50回 秋季 ローズカップダブルス大会

    <東部地区>  10/14 予備日 10/21

第12回

 10/28 予備日 10/29

第13回 プリンセスカップ

第14回 JLTF広島

第21回 会員テニス大会  11/24

B級・C級・D級ダブルス大会

CD級11/11・B級11/12　決勝大会11/16

  9/6～9/10・9/13

　　  　 9/27～9/30

中国5県対抗戦<ももたろう岡山大会>

  11/1・11/2・11/4

2010 年度 広島県支部大会・行事予定表 

 会　員　募　集

　　　　　

 総　　　　　　　会  3/3

 東部行事報告会 　3/5

 東部会員親睦会  3/17

第6回 シングルスカップ

　　　　　　　　　

第4回 Ｄホップテニス大会

　　　　　　　　　 予備日 4/23

 ルール説明会  4/22

第49回 春季 ローズカップダブルス大会

    <東部地区>  4/21 予備日  4/28

第10回 クィーンズカップ

　　　　　　　　　

       2/1～2/28・8/15～9/30

　 　   4/12～4/15

4/21

　 　　 5/10～5/12


