つばき便り
日本女子テニス連盟長崎県支部
◆ ごあいさつ
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～ JLTF長崎県支部長 山口多惠子 ～

３月のリリー杯大会で 2016 年度の行事は全て無事に終了致しました。この大会は初めて 佐世保
総合グランドに会場を変更しての開催でした。参加数が減少したのは寂しかったのですが、昨年
までとは違って待ち時間が殆どなく、フル回転でコートに立つことになった選手の皆さんはどう
だったでしょうか。2017 年度も開催日や会場が変更になっている大会がいくつかあります。年間
行事予定表の中で会場や開催日の確認を必ずして下さい。会員の皆さんにとって、テニスを通じ
た仲間との楽しい時間が日々の生活の中でメリハリを与えてくれていると信じています。それぞ
れが全く異なったテニスとの出会いをしていると思いますが、初めてコートに立った日のことを
思い出して下さい。あの日の感激を忘れていつの間にか勝ち負けにとらわれてしまってはいませ
んか。楽しいはずの時間が苦痛になってはいませんか。
試合をすれば必ず勝者と敗者がでます。皆さんはどちらもきっ
と経験があるはずです。勝者と敗者は共にお互いをねぎらうた
めにこそ終了時には握手をします。さあ、今年も元気にコート
を駆け回れる健康に感謝しつつボールを追いかけましょう。支
部は「テニスを楽しむ。テニスを広める」というコンセプトで
活動しています。会員の皆さまが支部の行事に参加して「楽し
かった!!」といって帰って下さることを願って、この一年も
理事一同がんばります。どうぞよろしくお願いします。
～理事会の様子～
◆ 第２８回長崎ミックステニス大会 （４月３日実施）
★ベテラン６０優勝 峰・山口

◆ テニスエクスプレス

★ファミリー優勝 安藤・安藤

☆Aクラス優勝 吉田・吉田
☆Cクラス 優勝 堀・栗田
☆Bクラス優勝 松永・加藤
☆ベテラン５０優勝 峰・森
～９０ペアの参加をいただきました！～

初心者の皆さん、これからテニスをまた始め
てみようと思っている皆さん、ラケットを
もったその日から、多くのプレーヤーが簡単
なゲームまで楽しめるように考えられたプロ
グラムです。始めたその日にサービスから
ゲームが行えます。テニスエクスプレスで
テニスをはじめてみませんか？
☆お問い合わせは・・・
日本女子テニス連盟長崎県支部事務局
（095－821－0800）まで

◆ 第32回桑名杯大会 （５月１７日実施）（レギュラー：１１月２６・２７日九州大会沖縄県奥武山運動公園）
★レギュラー 優勝 松林・宇都宮 準優勝 神谷・小松
★オープン 優勝 榊・安藤 ★ベテラン 成枝・田中
九州大会 準優

≪松林・宇都宮ペア≫

3位 後田・斉藤

4位 鐘ヶ江・三根

11月２６、２７日に沖縄で行われた大会は、
２日目に雨の予報が出ていた為、初日に２試合することになりました。
１試合目の鹿児島に勝った勢いで次の福岡に臨むことができました。
出足の鈍いところがあるので、初日に２試合できたのは良かったかも
しれません。
２日目、雨の中宮崎との決勝は、先行するも突き放せず
６－５から６－８と及びませんでした。
大会前、練習会へ参加させていただいたり、試合中に応援やアドバイス
をいただきました。本当に多くの方々の支えを実感しながらのプレーでした。
これからもこの気持ちを忘れずに進みたいと思います。
☆宇都宮 里美
ありがとうございました。

「心にゆとり さわやかマナー！」 を標語として初心者が気軽に参加でき
テニス愛好家の底辺拡大を目的とし た楽しい大会です。

◆ 第１２回プリンスレディーステニス大会 （６月２日実施）
☆一般
優勝

☆ ベテラン
優勝

榊
安藤

ベストドレッサー

田川
田中

南浦
後田

◆ 第１４回ピンクリボンテニス大会県予選 （６月１９日） 全国決勝大会 （１０月１７日～１９日）神奈川県
優勝 一般

本田・松山

５０歳以上

準優勝

高田・随木

永山・山本
峰・岡田

ピンクリボン全国大会を終えて

優勝
神奈川

神奈川

３位
京 都

東 京
長 崎
４位
千 葉

私達一般ペアは初めての全国大会でしたが、高田さん・
随木さんは数多くの全国大会の経験があったことから、
先輩ペアに数多くのアドバイスを頂いたり、経験談を聞いたりす
ることで、初めてという緊張感をあまり感じることなく、試合までを
そして試合本番を楽しく過ごす事が出来ました。
初戦は強豪『東京』、「とにかく楽しもう」という思いで試合に入り、
まさかの5－0リード。そこから、あっという間に追いこされ……
「嫌だまだ終わりたくない！」と奮起して、追いつき、結果は
タイブレークで敗戦となりました。初戦で燃え尽きてしまったのか、
コンソレでは硬く、思い通りのプレーは出来ないまま、初戦敗退、
結局一度も勝つ事は無く、初めての全国大会が終わりました。
たった1日で終わった試合でしたが、東京戦での時間は、何もの
にも代え難い、貴重な体験をすることが出来ました。
またいつか参加出来るよう、練習を重ねたいと思います。
サポートして頂いた皆様に心から感謝いたします。
ありがとうございました。

準優勝
兵 庫

★一般代表 松山奈央・本田裕美★

◆ 審判講習会（６月３０日実施）

◆ 第８回ファミリーエンジョイテニス大会 （７月２１日実施）
松山市営テニスコートにて
３〜６歳のちびっ子 １７名
小学生３４名、保護者３２名の参加がありました！

エビカニクスの体操で笑顔でスタート！
お土産ゲットのちびっ子達は大喜び
また来年も会いましょう

◆ ソニー生命カップ第３８回全国レディーステニス大会 （９月３・４日予選、１１月９日～１２日 本戦 東京都）
県予選

優勝 新井・只安

準優勝 山本・野田

３位 本田・中尾

4位 平田・權藤

決 勝 大 会

ベスト１６

この度全国レディースに出場し、大変貴重な体験をさ
せて頂きました。
茨城県との1回戦。初戦で緊張感高まるなか、たくさ
んの茨城県応援団に取り囲まれ、完全アウェーでの試
合でした。
ファーストセットを取られてしまい劣勢でしたが…山
口支部長の心強い応援のおかげで平常心を取り戻し、
なんとか勝利を収めることができました。
４位
熊本県
・
・
・

優勝
神奈川県
神奈川県
３－０

今回ベスト１６まで勝ち進むことができたのは…平山
監督を始め、チームのみなさんと、チームをサポート
してくれた安藤さんのお陰だと感謝しております。あ

大分県
２－１

埼玉
３－０

神奈川
２－１

りがとうございました。

茨城県
2-1

来年はもっと良い結果を残せるよう、長崎支部の

長崎県
千葉県
準優勝
埼玉県

３位
東京都
【３位決定戦】
熊本

益々のご発展を祈念いたします。

新井

東京
３－０

寛子

東京

◆ 第３１回九州ブロックレディーステニス大会 （９月２８・２９日予選、１１月２６・２７日 本戦 沖縄県）
一般の部 福岡
優勝 福岡

写真

長崎

熊本

宮崎 ４位

佐賀

鹿児島

3位 大分

沖縄 準優勝
ベテランの部 福岡

優勝 福岡
長崎

鹿児島 ４位

大分

宮崎

3位 熊本

県予選

一般の部
優勝 松山・中嶋
50歳以上の部 優勝 藤井・深野
60歳以上の部 優勝 末岡・田中

準優勝 永山・山本
準優勝 樫山・小玉
準優勝 中島・福井

佐賀

3位 西村・山下
3位 田平・塚本
3位 原田・西村

沖縄 準優勝

4位 南浦・長
4位 水谷・桐原
4位 砂川・川原田

急激に寒くなった長崎を出て向かった沖縄はテニスをするにはちょうど良い 気候でした。昨年の大分大会と同じペアで挑んだ九州ブロックの沖縄大会。
昨年と違う 事といえば、 No.１での出場となったことでした。No.１のプレッシャーがあるよ！と 言われたこともありましたが、「いつも通りにするだけだ！」

くらいにしか 思っていませんでした。宮崎県との１回戦、勝てば本戦 負ければコンソレという大事な初戦。No.３が良い展開で勝ったコートに入る

事になりました。 「私たちが勝ったらチームの勝ちだ」勝たないと！一瞬でNo. １のプレッシャーが何なのかわかりました。
試合が始まってすぐにいつもと違う動きをしている！お 互いちぐはぐになっていることに気がつきました。
何とかくらいついてはいましたが結局、波に乗れそうで乗りきれないまま試 合が終わりました。相手を見すぎてボールを見てない。
お互いどこか 引いているなど、まさしく悪いときの自分たちの試合をしていました。どんな 内容であろうと勝ちを取りにいく試合にすべきでした。

試合後の落ち込みは 激しかったですが、これを良い経験としようと思います。 今回も良い仲間に出会えたことも良い経験でした。
そして、応 援してくださった皆様や引率してくださったお二人に勝利で恩 返しができなかったことをお詫びします。メンバーも今回の悔しさは
感じたと 思います。その悔しさをこれからのバネにして 少しずつレベルアップしていきたいと思います。
ありがとうございました！これからもよろしくお願いします！
♡ 一般の部 中嶋 幸 ♡

◆ 第１２回新春ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会 （2017年1月28日実施）

《Aクラス》 ★優勝 平田・黒氏

《Bクラス》 ★優勝 田代・三輪

準優勝

準優勝

林田・堀川

山口・田嶋

《ベテラン》 60歳以上★優勝 臼井・坂本
65歳以上★優勝 板倉・小川

◆ セルフジャッジ ５原則

① 判定が難しい場合は「グッド」（相手に有利に）！
② 「アウト」または「フォールト」はボールとラインの間に、はっきりと空間が見えたとき！
③ サーバーはサーブを打つ前、レシーバーに聞こえる声でスコアをアナウンス！
④ ジャッジコールは、相手に聞こえる声と、相手に見えるハンドシグナルを使って速やかに！
⑤ コートの外の人は、セルフジャッジへの口出しはしない！
◆ ２０１７(平成２９)年度行事予定
＊JLTF長崎県支部・九州ブロック ＊
日
行
事
月
4 ２(日）

第29回長崎ミックス大会

会

場

日

月

かきどまり庭球場 11 14(火)

総会

かきどまり会議室

5 9(火)

佐賀＆長崎チーム対抗戦 嬉野みゆき公園
第13回プリンスレディース大会 ※県営諫早コート

11(月)
2 ３(土)

予備日5/10(水)
6 1(木)

審判講習会

18(日)

21(金)

ファミリーエンジョイテニス・Ｐ＆Ｓ 平和公園松山庭球場

平和公園松山庭球場

29(土)・30(日) 第15回ピンクリボン長崎県大会 ※平和公園松山庭球場
9 2・3(土・日） 第39回ソニー生命全国大会 かきどまり庭球場
長崎県予選
10 5・6(水・木）

予備日9/4(月）
第32回九州ブロック大会

予備日10(火) 長崎県代表決定戦
県代表合同練習会
16(月)
五県合同練習会

場

かきどまり庭球場
福岡県 博多の森

ＪＬＴＦ50周年記念イベント かきどまり・松山
懇談会
かきどまり会議室
第13回新春ダブルス大会 県営諫早コート
第12回リリー杯大会
予備日3/8(木)

佐世保市総合グラウンド

＊JLTF本部主催行事予定 ＊
富山県岩瀬スポーツ公園
5 10・11(水・木) 第20回ＧＯＧＯ大会
ワンディテニス親睦会（賛助会員） 大阪府万博テニスガーデン
6 1(金)

5～7(月～水)

第36回日韓親善女子テニス大会

28・29(水・木)

第11回全国親睦テニス大会サエラ

7 4・5(火・水)

韓国ソウル
島根県

第10回グリーン・ヴィー大会 和歌山県つつじヶ丘ﾃﾆｽｺｰﾄ

※かきどまり庭球場 10 16～18(月～水) 第15回ピンクリボン全国大会 神奈川県荏原湘南ＳＣ

11 8～11(水～土) 第39回ソニー生命全国大会 東京都 昭和の森
かきどまり庭球場 11 ２０・２１(火・水) 第9回JLTFクレスト大会 東京都 昭和の森

技術講習会
20(金)

3 7(水)

桑名杯ﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽ大会2017 かきどまり庭球場

夏季レディース親睦大会

会

予備日2/１０(土)
平和公園松山庭球場

予備日6/20(火)
7 21(金)

第14回チーム対抗戦

21・22(火・水) 第32回九州ブロック大会

50周年記念イベントプレ大会 かきどまり庭球場 12 4・5(月・火)

26(水)

事

予備日11/16(木）

予備日4/8(土）
10(月）

行

12 ４・５(月・火)
福岡県 博多の森

親睦テニス旅行(賛助会員） 長崎市
(50周年記念親睦会と同時開催)

※昨年と会場が違いますので、気をつけてください。

◆ ホームページからの
お知らせ受信登録について
メールでHP更新等の
お知らせを致します。
クリック

【編集後記】
お忙しい中、原稿依頼に快く応じていただき
ありがとうございました。<(_ _)>
これからも、ご協力よろしくお願いします。
担当： 鮫島 ☆ 柿本

