
　　　　　　　　　　　会員の皆様は平成２２年の春のスタートに向けて、日々腕を磨いておられること

　　　　　　　　　　　と存じます。支部は昨年もプロ藤原里華さんのテニスクリニック(３回目）を行い

　　　　　　　　　　　ました。今回はお母様(美智子様）によるプロと相通じるダブルスフォーメーショ

　　　　　　　　　　　ン必勝法を指導して頂き、クリニックは大好評でした。特にお母様の楽しい爽や

　　　　　　　　　　　かなトークに感激しました。

　　　　　　　　　　   今はパソコン中心の世の中、各委員会が上手に運用して支部活動をして下さるの

　　　　　　　　　　　を側で感謝して見守っております。　（私はただメールを開くだけ・・・）

　　　　　　　　　　　最後に２０１０年は全国スポレク富山大会（県テニス協会主催）が開催されます。

　　　　　　　　　　　私達も応援して成功させましょう！
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                                        “                                        “                                        “                                        “　　　　感激感激感激感激とととと感謝感謝感謝感謝　　　　””””　      　　      　　      　　      　支部長　勢濃　敏子



緊張緊張緊張緊張のののの連続連続連続連続でしたでしたでしたでした～　(～　(～　(～　(桑名杯桑名杯桑名杯桑名杯）））） JuneJuneJuneJuneレディーステニスレディーステニスレディーステニスレディーステニス大会大会大会大会にににに優勝優勝優勝優勝してしてしてして

　　　　　　 　　  　     　　　　　　 　　  　     　　　　　　 　　  　     　　　　　　 　　  　     鬼原鬼原鬼原鬼原・・・・江淵江淵江淵江淵ペアペアペアペア（（（（魚津市魚津市魚津市魚津市TATATATA）））） 　　　　　　       　　　　　　　　　       　　　　　　　　　       　　　　　　　　　       　　　福井福井福井福井　　　　真澄真澄真澄真澄　(　(　(　(スポーツメイト)スポーツメイト)スポーツメイト)スポーツメイト)

桑名杯に参加して前回は４位、今回は優勝！！少しは 県予選は｢初戦突破｣が目標の私達でしたが、荒天に

上達したのかなと…まだまだ弱気な所があり、大事な も助けられ、無欲が幸いしたのか、June優勝するこ

ポイントをいつも落としている私達です。今回はただ とができました。練習会にも参加させて頂き、勝つ

ただボールを２人で追っかけ、無我夢中でプレーをし といい事が沢山あるなと思った１ヶ月でした。北陸

ていました。最後タイブレークもドキドキもので緊張 大会も何とか全勝し、富山県も優勝できて、勝つ事

の連続だったのを覚えています。でもあの時だけは強 の大事さを改めて感じました。田子さんと、温かく

気な一面が出たのが 厳しいアドバイスを下さった皆様に感謝。　　　　　　　　　　

優勝につながったの 　　　　　　　　　　

ではないかと思いま

す。又、強気な一面

が出れば良い結果が

出るのではと思って　

います。 　　　　　　　　　　　　　

富山県代表(富山県代表(富山県代表(富山県代表(no.1no.1no.1no.1））））になってになってになってになって　  　  　  　  毛呂毛呂毛呂毛呂　　　　博美博美博美博美（（（（大林大林大林大林テニステニステニステニス）））） 全国決勝大会全国決勝大会全国決勝大会全国決勝大会にににに出場出場出場出場して 　　　して 　　　して 　　　して 　　　荒谷荒谷荒谷荒谷　　　　美雪美雪美雪美雪　　　　(高岡(高岡(高岡(高岡ロイヤルロイヤルロイヤルロイヤル））））

昨年初めて全国レディース大会に出場して、より一層 まずはペアに感謝！（よくぞ私めと組んで下さいま

この大会の重みを感じ、もう一度あの舞台に立ちたい した）次に仲間達に感謝！（すばらしい戦いぶりで

と頑張ってきた一年でした。ドローが発表されてから した）そして陰で支えて下さった皆々様に感謝！！

第一シードのプレッシャーに苦しみ、厳しい予選でし 最後にこの大会に３回出場できた自分をほめつつ、

たが、なんとか代表になることができ、本当にうれし レディース大会の厳しさと楽しさを堪能できた事に

いです。個々の課題はなかなかクリアできませんが、 感謝！感謝！

1ポイント、1ポイントペアで話し合ってゲームをすす

めることが出来るようになったことは、この１年の進 監督監督監督監督をしてをしてをしてをして感感感感じたことじたことじたことじたこと

歩かなと思っています。これまでいろいろな方に練習 　                                         　　                                         　　                                         　　                                         　高橋  好江高橋  好江高橋  好江高橋  好江

していただき、ありがたいアドバイスもたくさんいた 今回のメンバーは、３人が３回目のレディースという

だきました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 ことでいろんな思いで参加しました。他のメンバーも

全国大会でその成果が出せるようペアで力を合わせが １回戦をなんとしても突破しなければという意気込み

んばってきたいと思います。 を話しながら大会に臨みました。

一つ一つのプレーは他県と差がないと感じたのですが

考え方や目のやり場の違い、たとえば相手の弱点を知

り、しつこくそこをせめたり、ラリーが続いたときの

相手の立ち位置を把握したりするなどが違い、学んだ

ことが沢山あったと思います。　

会場で手を握って応援してくださった方々、遠くから

　　          　　　　《全国レディース決勝大会にて》 念じてくださった方々、応援ありがとうございました

＊皆で力をあわせて初戦突破をされました。（ｋ談）

　             　　             　　             　　             　東美雪東美雪東美雪東美雪・・・・飛弾野朋子飛弾野朋子飛弾野朋子飛弾野朋子（（（（スポーツメイト・スポーツメイト・スポーツメイト・スポーツメイト・JSSJSSJSSJSS）））） 心を震わせ、意欲を掻き立ててくれる、誰もが一度は

初めての全国大会、緊張よりも嬉しさが勝って不思議 経験するに値する大会だと思います。一緒に出場でき

なくらい落ち着いて戦う事が出来ましたが、あと２ゲ た米沢・村田さんに感謝です。全国大会に向けて練習

ームが取れず負けてしまいました。終わった後は頑張 に駆けつけて頂いた皆様、応援して下さった皆様あり

った、楽しかったと思えたのですが時間が経つにつれ、 がとうございました。

もっと頑張れたはずという思いが強くなりました。今

思えば楽しむことに満足して勝ちに行くという気持ち

が足りなかったのだとわかりました。色々な県の人達

と交流ができ、技術を磨きあい、戦術・ポジショニン

グ等盛り沢山の仕入れ場所。必ず「もう一度行こう！」

「どこまで戦えるか確かめよう！」とテニスに対する

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全国大会全国大会全国大会全国大会にににに出場出場出場出場してしてしてして

ソニーソニーソニーソニー生命生命生命生命カップカップカップカップ全国全国全国全国レディーステニスレディーステニスレディーステニスレディーステニス全国決勝大会全国決勝大会全国決勝大会全国決勝大会にににに出場出場出場出場してしてしてして　　　　　　　　みごとみごとみごとみごと初戦突破初戦突破初戦突破初戦突破！！！！！！！！



　　　　男子男子男子男子のののの部部部部　    　    　    　    横田陽子横田陽子横田陽子横田陽子（（（（母母母母））））・・・・康世康世康世康世（（（（子子子子））））（（（（大林大林大林大林TSTSTSTS）））） 　　　　女子女子女子女子のののの部部部部　       　       　       　       村上薫(母村上薫(母村上薫(母村上薫(母））））・・・・嘉野(子嘉野(子嘉野(子嘉野(子））））（（（（大林大林大林大林TSTSTSTS））））

どしゃ降りの中運営して下さったスタッフの方々、出 「母と子のエンジョイテニス」は、私（薫）にとって

場された方々、本当にありがとうございました。 過去に長女と２度、二女（嘉野）と今回で２度目のチ

試合ではポイント毎にお互いが持ち味を生かせるよう ャレンジでした。練習で私のミスからポイントが取れ

話しながら進めました。ケンカしました。凡ミスもし ない→負ける→親子の絆が壊れる恐れ…という過程を

ました。ハイタッチもしました。結果は１位トーナメ 悟り、本番では「とにかく繋ぐこと」を課題にしまし

ントで１位でした。２度目の参加でしたが毎回楽しく、 た。力強いサーブやストロークでエースを何本も取っ

息子は「もっとやりたい」と言いながら帰路につきま ていく娘に感激しながら…終わってみると、娘の活躍

した。日頃は観戦している立場ですが同じコートに立 で『優勝』していました。よっちゃんありがとうね！

ち沢山得るものがありました。 楽しくプレイできた事、娘

テニスは我慢と挫折と喜びを と一緒に『優勝』できた事、

一度に学べる最高のスポーツ。 良い思い出ができました。

きっと今後の成長に大きな影 　お世話になったスタッフ

響を与えてくれるものと信 の皆様ありがとうございま

じています。 した。

テニスってテニスってテニスってテニスって楽楽楽楽しいしいしいしい♪♪♪♪（（（（２００９２００９２００９２００９プリンスプリンスプリンスプリンス）））） サマートーナメントでサマートーナメントでサマートーナメントでサマートーナメントで優勝優勝優勝優勝してしてしてして

     　　　　      鈴木     　　　　      鈴木     　　　　      鈴木     　　　　      鈴木　　　　千香子千香子千香子千香子　　　　(グリーンテニスクラブ)(グリーンテニスクラブ)(グリーンテニスクラブ)(グリーンテニスクラブ) 　　　　　　　     　　　　　　　     　　　　　　　     　　　　　　　     埜村埜村埜村埜村　　　　奈央奈央奈央奈央　　　　（（（（SEIBUSEIBUSEIBUSEIBUスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ））））

　昨年に引き続き、同じペアで同じ相手との決勝！ 私は６年生なので６年生以下の大会はもうほとんどあ

みんな違うプリンスさんのラケットを使い試行錯誤 りません。だから『サマートーナメントで優勝する！』

しながらテニスコートを走り回っていました。 という気持ちで挑みました。決勝はとても緊張しまし

風が強く、コートの中にボールを入れることだけを たが、その気持ちをおさえてリラックスして『自分の

考えてプレイしました。ペアのはしえちゃん（高橋 練習した成果を出せばいい。』と自分に言い聞かせて

さん）とは気が知れていてコンビネーションばっち 頑張り、優勝することが出来てとてもうれしかったで

りなので強い相手と戦っても物おじせず全力で望め す。大好きなテニスがもっとうまくなるように頑張り

たことが勝因だと思います。いつも楽しくテニスが ます。

できるように温かく見守ってくれるはしえちゃん、

家族、そして一緒に練習してくださる皆様、本当に 北信越北信越北信越北信越レディースレディースレディースレディース大会大会大会大会にににに参加参加参加参加してしてしてして

ありがとうございます。これからもテニスの楽しさ 　　　　　　　　      　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　      　　石崎石崎石崎石崎　　　　美知恵美知恵美知恵美知恵　　　　(Team Wish)(Team Wish)(Team Wish)(Team Wish)

をみんなで分かち合いましょうね♪　 　大先輩の得地美津子さんにお誘いいただき、初めて

参加しました。決勝戦は私が沈んでしまったので迷惑 

かけました。北信越大会ではもっとプレッシャーがか

かり、打てなくなるかもしれませんが、乗り越えられ

るよう頑張ります。交流会ではアダモちゃんでひと皮

むけます！

＊『アダモちゃんとフラダンスで、

　　      交流会はとても盛り上がりました』（ F 談 ）

　　　　                             　くまくらぶ ふれあいT.C
　　　　　　　　   　　　　熊木コーチのレッスンを アキレスでレッスンしている

　　　　　　　   　　　　　毎週木曜日に砺波の高道 メンバーがふれあい公園で練

　　　　　　　　  　　　　（たかんどう）体育館で 習しています。フレンズ大会

　　　　　　　　   　　　　受けています。メンバー がデビューでした。普段のテ

　　　　　　　　   　　　　７人の内４人が女子連に ニスが出来ず、プレッシャー

　　　　　　　　   　　　　入会しました。よろしく とたたかいました。

　　　　　　   　　 　　　お願いします。

母母母母とととと子子子子のエンジョイテニスのエンジョイテニスのエンジョイテニスのエンジョイテニス大会大会大会大会にににに出場出場出場出場してしてしてして

ようこそ女子連へ！ようこそ女子連へ！ようこそ女子連へ！ようこそ女子連へ！

今年登録の新サークルです。皆さんよろしく！



八ツ橋さんとのダブルスで今回 らの試合展開が、一番うまくいった大会で、お互いの

が３度目の挑戦でした。ベスト 長所を生かせるように、お互いが出来る事を励ましあ

４、ベスト８と、いい感じなが いながら、相手の状態なども観察しつつの展開が、優

らも悔しい思いを残しながら。 勝につながったのだと思います。私のテニス人生で絶

今回の静岡大会では、お互いに 対に忘れられない大会です！！年末に大阪に引越す事

ひそかに闘志を燃やしていた様 になると思いませんでした。思いのほか富山に長くい

で・・。とは言うものの、県外 たのは、春の都市対抗・秋のマスターズで頑張りなさ

のハイレベルなペアとの対戦を い！という事だったのかな？？と感じています。自分

とても喜んで楽しみながら（暑さもあり身体は悲鳴を の引き出しを増やしてどんな人とプレイする時も対応

あげていたけど）あとひとつ、あとひとつと最終日の 　　　　　　　　　出来る体制と、身体維持に努めた

決勝までたどりつきました。 　　　　　　　　　いと思います。富山女子連の皆様

富山県は仲間のまとまりがすごくあり、みんなの応援 　　　　　　　　　本当にお世話になりました。　　　　　

や夜の集いまで、全てが後押ししてくれた様に思いま 　　　　　　　　　大阪方面へお越しの際は、是非お

す。なにより、八ツ橋さんとの二人での話し合いなが 　　　　　　　　　待ちしています♪

【【【【競技委員会競技委員会競技委員会競技委員会】】】】 【【【【普及委員会普及委員会普及委員会普及委員会】】】】

Ｊｕｎｅレディース大会が今年からなくなりますが、 スポレクに向けてプロをお招きし、レッスンをして頂

代わりにピンクリボン大会からの代表者が一般・５０ きました。テニスを沢山の方々に楽しんで頂けるよう

歳以上共に１位…全国大会、２位…セカンドカップに 努めています。皆さんの参加をお待ちしています。

出場、一般の３位・４位・５位と５０歳以上の３位ペ

アが北陸地域Ｊｕｎｅレディース大会の代表者として

出場できます。またヨネックスチャレンジカップがチ

ャレンジクラス(全国大会予選を兼ねる）とルンルンク

ラスに分かれ、より会員の皆様が楽しんでいただける

よう企画しています。今年も多くのかたのご参加をお

待ちしています。 井上悦子プロ強化練習会　　　藤原里華プロテニスクリニック

【【【【ベテランベテランベテランベテラン委員会委員会委員会委員会】】】】

５０歳以上の会員の方、大会や練習会への参加をお待

ちしています！県外の方々との交流や楽しい大会が目

白押しです。練習会は有意義なレッスンになること間

違いなしです。レッスン日はHPでご確認ください！

【【【【ジュニアジュニアジュニアジュニア委員会委員会委員会委員会】】】】 　吉田友佳プロちびっこ＆ファミリーエンジョイテニスクリニック

暑い夏、皆様のお手伝いのお陰でスムーズに大会運営 【 編集後記 】【 編集後記 】【 編集後記 】【 編集後記 】

ができました。ありがとうございました。ジュニアの 原稿や写真の依頼など快く寄せて下さった方々に心か

大会はエントリー数が多く、沢山のスタッフが必要で ら感謝いたします。試合後すぐにいただいた原稿です

す。今年もよろしくお願いいたします。 ワクワクやドキドキ感が伝わると良いのですが。

【【【【総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会】】】】 ベストショットなど頂けると嬉しいです。スポレクも

周りにテニス愛好者はおられませんか？是非お誘い 楽しみな今年、皆様のご協力をお願いいたします。

ください。ひとりでも多くの方の入会をお待ちして 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 兵野 ）

います。

スポレクってスポレクってスポレクってスポレクって何何何何？？？？？？？？・・・第23回全国スポーツ・レクリエーション祭といって、国内最大の生涯スポーツの大会です！

　　　　　　　　開催期間開催期間開催期間開催期間　　2010　　2010　　2010　　2010年10月16日年10月16日年10月16日年10月16日（（（（土土土土）～10）～10）～10）～10月19日月19日月19日月19日（（（（火火火火））））

　　　　　計29種目を全市町村で開催します。

＊＊＊＊都道府県代表参加種目都道府県代表参加種目都道府県代表参加種目都道府県代表参加種目・・・・18・・・・18・・・・18・・・・18種目種目種目種目（各都道府県での予選あるいは選考で代表になった選手が参加します。）

＊＊＊＊フリーフリーフリーフリー参加種目参加種目参加種目参加種目　　　　　　　　　　　　・・・・・・・11・・・・・・・11・・・・・・・11・・・・・・・11種目種目種目種目（一定の条件を満たせばだれもが参加出来ます。）

　　　　　

ゲートボール・壮年サッカー・年齢別テニス・壮年ボウリング・マスターズ陸上競技など

ウォークラリー・フレッシュテニス・パークゴルフ・家庭婦人バレーボール・ペタンクなど

【主催】文部科学省・富山県・(財）日本体育協会・(財）日本レクリエーション協会・(社）全国体育指導委員連合

２００９２００９２００９２００９年日本年日本年日本年日本スポーツマスターズスポーツマスターズスポーツマスターズスポーツマスターズ全国大会全国大会全国大会全国大会にににに優勝優勝優勝優勝！！！！！！！！ 　　　　　　　　　　　　高田高田高田高田　　　　恵子恵子恵子恵子

第２３回全国スポーツ・レクリエーション祭

『『『『スポレクとやまスポレクとやまスポレクとやまスポレクとやま２０１０２０１０２０１０２０１０』』』』がやってくるがやってくるがやってくるがやってくる！！！！

委員会委員会委員会委員会からからからから


