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30th ANNIVERSARY

創立30周年を迎えるにあたって

宮城県支部　　　　　　　　　　
支部長　星　山　笑惟子　

　日本女子テニス連盟宮城県支部は 2016 年４月に創立 30 周年を迎えることとなりました。
　３代目の支部長としてこの大きな節目に関わることが出来、大変光栄に思います。
　これまでの 30 年間、当支部を導き支え続けて下さった本部役員の皆様、全国および当支部会
員の皆様、大会開催等を後援・協賛・協力という形で支え続けて下さった各社・各団体・関係者、
全ての皆様に心より感謝と御礼を申し上げます。
　当支部は小山初代支部長・中條前支部長を初めとする諸先輩理事の大変なご苦労により築き上
げて頂いた基盤と、歴代理事・現理事の創意工夫と努力によって、そして何よりも会員の皆様の
テニスを愛する気持ちが大きな原動力となって、発足当初から今日まで、発展し続ける事が出来
ました。
　私にとって 20 周年目からの 10 年は、新たな多くの出会いの中でさらに沢山の事を学ばせて頂
いたとても充実した 10 年でした。しかし、充実した思いの中に辛く悲しい思いが複雑に入り混
じっております。
　2011 年３月 11 日に発生した東日本大震災の情景は、今でも鮮明に蘇ってまいります。
　被災状況を案じて最初に連絡を下さったのが飯田会長でした。会長はその後、自らの足で被災
地を訪れ、自らの目で状況を確認され、さらには全国の会員に呼びかけ義援金を募って下さいま
した。
　会長の行動力は私達に、人の心の温かさと人と人との繋がりを気付かせて下さり、勇気をも与
えて下さいました。全国の皆様の励ましやご支援にも背中を押され、復興支援・親睦テニス大会
開催という形で、当支部は震災からの第一歩を踏み出す事が出来ました。施設の一部が使えない
などの苦労が有ったものの、徐々に通常の活動に戻る事も出来ました。
　会員の皆様がテニスを再開し笑顔を取り戻すようになると、テニスをしていて良かった！大会
を開催して良かった！皆の笑顔をまた見る事が出来て良かった！と心から嬉しく思いました。
　震災から４年半が過ぎましたが、復興は未だ道半ばです。これからもそれぞれの形で復興を支
え続けていくためにも、皆様にはテニスを通じて明るく元気に日々を過ごして頂きたいと心より
願っております。
　日本女子テニス連盟は、東北地域が元気を取り戻すようにと復興親睦講習会開催などの様々な
支援活動を継続して下さっており、今でも被災地に心を砕いて下さっております。
　このような全国の皆様の温かい心と人と人との繋がりを私達の心の支えとして、会員一同が一
丸となり宮城県支部の活性化を図り続け、さらなる発展に繋げてまいりたいと創立 30 周年を迎
えるにあたり思いを新たにしております。
　今後とも皆様のご指導ご鞭撻、そしてご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ
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宮城県支部 30 周年　おめでとうございます

日本女子テニス連盟　　　　　　　　　　
会　長　飯　田　　　藍　

　支部の発足に尽力された当時のみなさま、今日まで長きに亘り活動を支えてこられた会員のみ
なさま。記念すべき 30 周年を心よりお祝い申し上げます。中條多美子顧問から星山笑惟子現支
部長まで、軸になった方々の御苦労と会員の方々のたゆまないご協力の成果と思います。そして
東日本大震災では困難な状況の続く中、宮城県支部のたくさんの活動を通して地域の結束を強め
られました。スポーツの持つエネルギーが復興への課題に役立つと証明されましたね。ますます
のご健闘を全国から支援出来ればと願っております。
　このたび日本女子テニス連盟は、全国への普及活動を展開し社会貢献をしたことが評価され、
JOCオリンピック委員会より「女性スポーツ賞」を頂きました。これは全会員に授与されたも
のです。どの競技団体よりも先駆けた活動との誇りを持って、私達は日本女子テニス連盟の今後
を模索していきましょう。
　スポーツは成果への努力と共に、人と人の繋がりを大切にします。そして結果を共有する人た
ちに感動、元気、ひと時の安らぎをもたらす事ができます。「生涯スポーツ」として子供からシ
ニアまで、世代を超えてのファミリーテニスを楽しんでいきましょう。一人でも多くの仲間が増
えた大輪になりたいですね。女子連が推進するテニスがたくさんの人達に未来への希望を提示で
きますように。活動を次世代に繋げられるように頑張りましょう。
　2020 年にはオリンピックが日本で開催されます、みなさまの協力に期待します。

祝　　　辞
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お祝いの言葉

日本女子テニス連盟　　　　　　　　　　
副会長　武　正　八重子　

　日本女子テニス連盟宮城県支部創立 30 周年を迎えられます事を心よりお祝い申し上げます。
　永年にわたり歴代支部長をはじめ役員の皆様、支部会員の皆様が一丸となり熱意とご努力で日
本の女子テニス界の発展に多大な功績を納めてこられました。深く敬意を表し感謝申し上げま
す。
　日本女子テニス連盟は「女子のテニスは女子の手で」を目標に 1967 年に設立しました。テニ
スはラリーを通じて心と心を繋ぐ素晴らしいスポーツです。日本女子テニス連盟では、子どもか
らシニアまで世代を超えてファミリーでテニスを楽しむことが出来る様、環境作りや仲間の輪、
テニスの輪を広げ、テニスの普及と活性化に努めてまいりました。
　支部会員の皆様はテニスを心から楽しみ生活をエンジョイしておられることと存じます。役員
の皆様は会員の皆様の為に何が出来るか常に考え実行されてきました。幅広い年齢層が楽しめ
る「生涯テニス」「競技テニス」と取り組まれ、又、特にボランティア活動、障がい者テニスに
も先陣を切って取り組んでこられ他の模範となる活動をなさってこられました。
　2010 年の第 13 回 GOGOテニスフェスティバルが宮城県で開催いたしました折に宮城県支部
役員の皆様のチームワークと熱意を強く感じました。いろいろな面で、皆様のテニスに対する意
識、社会に対する意識が高く、また会員の皆様の結束力も堅く、努力を惜しまない姿勢の結果か
と存じます。まだまだ東日本大震災の爪痕が残されていますが皆が元気にテニスを楽しめる環境
に感謝し生涯スポーツとしてのテニスを一人でも多くの方に伝えていく活動を皆様と共にして
まいりたいと思います。
　これからも支部長様はじめ会員の皆様の温かいご支援ご協力を宜しくお願い申し上げます。
　宮城県支部の限りないご発展と皆様方のご健勝を心よりお祈り申し上げましてお祝いの言葉
と致します。

祝　　　辞
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宮城県支部設立30周年おめでとうございます

日本女子テニス連盟　　　　　　　　　　　
宮城県支部　前支部長　中　條　多美子　

　難産の末、設立された宮城県支部は東北地区で最後の全国加盟県でした。県テニス協会へも団
体として登録し、ようやく一人前に扱ってもらえたことを思い出しております。
　最初の宮城県女子テニス連盟としての仕事は桑名杯でした。中山テニスコートに本部理事をお
迎えし、支部全理事で立ち向かった最初の試合運営でした。すべてが新鮮かつ？？？？？　選
手からは「なにこれ？」「なんで？」の連続。それでも全理事で対応しどうにかこうにか最初の
試合運営が終了いたしました。本部理事さんの呆れ顔が浮かんできます。こんな調子では無理！
その年の朝日レディース全国大会で「支部運営のお断り」を胸に秘め本部副理事長のお部屋へ行
きました。副理事長は開口一番。「断れませんよ！」挨拶より先にこの言葉を戴いてしまいました。
　意を決しその時から腹をくくりました。その後、東北地区最後の本部加盟県として遅れた分は
各県先輩支部長のアドバイスを仰ぐため、たくさんの「報・連・相」に明け暮れた思いがよみが
えります。
　支部が宮城県テニス協会にその足跡を残したのは言うまでもなく「2001 年宮城国民体育大会」
での実績です。成功に導くために３年の時間を要しました。この大会のために支部全会員の協力
体制は並の尺度では測れなかったと今でも思っております。
　宮城県支部は当時の全国理事長にお褒めの言葉をいただきました。全支部会員の力が結集し模
範的な運営だったと自負いたしております。最初の桑名杯の失敗が見事に改善し教訓を生かした
結果と今でも心地よく思い出しております。私はその後、現支部長星山さんにその任をお願いし、
現在に至っております。東北地区をまとめ、本部のお手伝いまでお引き受けしている現理事さん
に敬意を表しお祝いにいたします。

祝　　　辞
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30th ANNIVERSARY祝　　　辞

ご　挨　拶

宮城県テニス協会　会長　　　　　　　　　　
衆議院議員　小野寺　五　典　

　日本女子テニス連盟宮城県支部設立 30 周年、誠におめでとうございます。
　この慶びの節目を迎えられましたことは、歴代の会長をはじめ関係各位の粉骨砕身のご努力の
賜と敬意を表し感謝申し上げます。
　貴支部は、昭和 61 年に「テニスを通じて親睦を深め、健全な心身の育成とテニス技術の向上
を図る」ことを目的として設立され、大会の開催、講習会、普及活動等の実施により、宮城県の
女子テニス発展に貢献され、また、ねんりんピック 2012 をはじめとする宮城県内で開催された
全国大会や障害者テニスへの協力等、テニスの発展のみならず福祉活動等にも貢献されて参りま
した。
　そして、４年前、未曾有の東日本大震災後、活動を躊躇われたこともありましたが、全国から
の温かい激励やご支援もあり、復興支援・親睦テニス大会を開催され、活動を再開、前向きにあ
らたな一歩を踏み出されました。
　私も、テニスに汗することを無常の楽しみとしている一人として、日頃より時間を見つけては
プレーに励み、また、宮城県テニス協会会長、東北車いすテニス協会会長を努めさせていただき、
国政の場においても、テニス推進議員連盟の一員として、テニスの普及、発展に尽力しておりま
す。
　最近の錦織圭選手の活躍は社会現象化し、テニス界は注目を集めております。
　私も貴支部の皆様方と力を合わせて、宮城県、日本のテニス界の発展に取り組ませていただき
たいと存じます。
　設立 30 周年記念テニス大会での会員皆様方のはつらつとしたプレーを通して、世界中に宮城
県、日本が復興への道を着実に歩んでいる姿を示していただければ幸いです。
　最後に、設立より 30 年間、貴支部、テニス界の発展にご尽力された関係各位に重ねて敬意を
表しますとともに、衷心より感謝を申し上げ、被災地の一日も早い復興をお祈りし、ご挨拶とさ
せていただきます。
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日本女子テニス連盟宮城県支部30周年

宮城県テニス協会　　　　　　　　　　
前理事長　樋　口　博　信　

　祝！女子連宮城県支部 30 周年　おめでとうございます。
　これからの益々のご発展をお祈り申し上げます。
　私と女子連さんとのお付き合いは、「2001 年新世紀みやぎ国体」からです。当時の支部長さん
は、美人の中條多美子先生でした。東北学院大学の先生で、きれいな方でした。まあ、テニスは
昔ながらのクラシックなテニスでしたが。「みやぎ国体」の一番の課題は、審判員の養成でした。
ゼロからの出発でした。前年のリハーサル大会が終わって、やめていった方がたくさんいました。
そこで、中條先生と知恵を絞ったのが、なんと「同伴出勤」。審判講習会に、お友達を一人連れ
てきてください。審判員の絶対数が足らないので、先催県のマニュアルを大幅に変更して「宮
城方式」を作り、何とか、間に合わすことができました。中條先生には、足を向けて眠れません。
お住まいは、何区でしたか、五輪オリンピック。
　「みやぎ国体」が終わって、宮城支部長に、またまた、美人の星山笑惟子現支部長が就任され
ました。気立ては優しく力持ち。フォアハンドは、絶品。一時は、国体選手になろうかという
勢いでした。スタンドから手を合わせてお願いしました、「このぐらいで若い者を許してくださ
い。」の意が通じたのか、勝利を若者に譲っていただきました。テニスの腕前は、それほど、す
ばらしいものでした。
　この時、私は、宮城県テニス協会の理事長に無理矢理、嫌々させられました。以来、星山支部
長のいうことに逆らわないように、ついて行くだけでした。それから、女子連の皆様のお力をい
ただき、東日本オープンベテラン選手権は今年で 11 回を数えることができました。一時は、ルー
ルブックのお勉強で、戦々恐々としていました皆さんが、今は、威風堂々、大会運営に精通さ
れるようになりました。ただ、難点をいえば、ちと（ちょっと）お喋りが多いときがありますが、
まあ、いいか。
　今後、益々ルールを勉強して頂き、立派に一本立ちして頂ければ、私も、もう思い残すことが
ございません。
　先日、あるコートで、女性４人がテニスをしていました。うまい下手を別にして、何かすば
らしいひとときを過ごしていらっしゃるようで、テニスに巡り会って、「テニスって本当にすば
らしいですね！」と、思いました。下手は下手なりに、大いにテニスを堪能してください。でも、
自分より上手な方とテニスをすると、テニス人生が大きく開けてきますので、機会がありました
ら私をご指名していただければ幸いです。
　宮城県テニス協会は、菅原宏之新理事長の下、数々の難題を解決して、テニス界の発展に寄
与していただけるものと思っております。異例ではございますが、副理事長として、微力ながら、
宮城県テニス協会並びに菅原理事長を補佐していければと思っております。今後とも、女子連さ
んには、宮城県テニス界を支えていただきますよう、隅から隅まで、ずず、ずいっと、御願い立
てまつります。
　日本女子テニス連盟宮城県支部の益々のご発展を願って、「よぉー、一本締め」。ちゃんちゃん。
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1985年（昭和60年）
11月13日 第１回発起人会

1986年（昭和61年） 会員数62名
４月１日 宮城県支部結成 初代　小山千枝支部長就任
４月11日 日本女子テニス連盟定時総会により宮城県支部発足 全国で37番目
５月24日 セゾンカップ女子ダブルステニストーナメント 支部発足を記念し開催

井上早苗氏　藤倉喜代氏	来仙
７月28日 第１回親睦会
８月30日 第８回朝日レディーステニス宮城県予選大会 宮城県支部初の代表選考会開催
10月13日 第１回MMC桑名杯フレッシュレディーステニス	'86

11月５日～７日 第８回朝日レディーステニス全国決勝大会 前夜祭で支部旗の授与
11月16日 第１回壮年テニス連盟対抗戦

1987年（昭和62年） 会員数357名
３月20日 日本女子テニス連盟創立20周年祝賀会
３月25日 第１回県支部理事会総会 ２代　中條多美子支部長就任
７月９日 第１号「会員の皆様へ」発行 第４号まで発行

10月22日～26日 第１回宮城県レディーステニストーナメント
1988年（昭和63年） 会員数395名

６月28日 第１回さくらんぼ交流会 山形県理事との交流会
1989年（平成元年） 会員数360名

３月16日 ３周年会員懇親会
９月 ミニ国体運営手伝い

1990年（平成２年） 会員数352名
５月15日 「菜の花大会」春季親睦会
６月12日 審判講習会	兼	朝日生命テニス教室
７月17日 第１回MMC桑名杯南東北大会
８月１日 巡回講習会開始 普及指導委員会（鶴ヶ丘レディース訪問）

９月18日・19日 第１回東急レディーステニス	'90宮城大会
10月15日 支部会報「みやぎ」創刊号発行 広報委員会発足
11月１日 「コスモス大会」秋季親睦会

12月３日・４日 第１回東急レディーステニス全国大会
1991年（平成３年） 会員数402名

５月９日 ５周年記念親睦「菜の花大会」
５月30日 ５周年記念パーティー イズミティ21　70名参加

1992年（平成４年） 会員数459名
７月28日 第１回	'92リーボック杯「母と子のテニストーナメント」

1993年（平成５年） 会員数480名
５月19日 三菱自動車桑名杯フレッシュレディース	'93（名称変更）
７月８日 サークル訪問「みんなでテニス」開始（名称変更） （鹿島台ファミリー訪問）
７月30日 第４回三菱自動車桑名杯南東北大会（名称変更） 山形　福島　宮城　対抗戦

宮城県支部 20 年のあゆみ

あ　ゆ　み

1985年（昭和60年）
第１回発起人会

宮城県支部 20 年のあゆみ
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1994年（平成６年） 会員数511名
５月１日 10周年記念行事準備実行委員会発足

1995年（平成７年） 会員数663名
５月９日～11日 10周年記念大会
５月30日・31日 桑名杯フレッシュレディース	'95（名称変更）

６月30日 10周年記念パーティー
10周年記念誌発行

仙台東急ホテル　126名参加

1996年（平成８年） 会員数649名
５月23日・24日 日本テレコム桑名杯レディーステニストーナメント

（名称変更）
７月27日 第５回母と子のテニストーナメント（名称変更）

９月28日・29日 第10回東北レディーステニス県団体対抗戦 宮城県で開催
（東北テニス協会主催）

11月12日・13日 第１回東北三菱自動車杯コスモス大会 年齢別対抗戦
（～45歳、～50歳、51歳以上）

1997年（平成９年） 会員数618名
４月30日 日本女子テニス連盟30周年記念パーティー キャピタル東急ホテルにて

５月27日・28日 桑名杯レディーステニストーナメント	'97（名称変更）
９月27日・28日 第11回東北レディーステニス県団体対抗戦 （JLTF東北地域連絡会主催に変更）

1998年（平成10年） 会員数568名
５月28・29日 エメラルド杯レディーステニストーナメント	'98

桑名杯レディーステニストーナメント	'98

東北レディース県団体対抗戦
50歳以上代表　選手選考
東北レディース県団体対抗戦
桑名杯代表　選手選考

６月９日～11日 '98レディーステニスアムウェイ杯宮城大会 東北初の団体戦
６月24日 ちびっこテニス講習会 宮城黎子会長　来仙

1999年（平成11年） 会員数546名
８月２日～４日 '99レディーステニスアムウェイ杯全国大会出場
11月17日～19日 第21回朝日レディーステニス全国決勝大会 ベスト４

2000年（平成12年） 会員数475名
５月25日・26日 桑名杯ミナミスポーツレディーステニス大会2000

（名称変更）
６月７日・８日 '00レディーステニスアムウェイ杯宮城大会終了
７月20日～24日 全国都市対抗テニス大会 SCU、ロービングアンパイア、運営

協力
７月31日～８月２日 '00レディーステニスアムウェイ杯全国大会終了
11月19日・20日 第11回東急レディース全国大会終了

2001年（平成13年） 会員数501名
５月30日～６月１日 ルビー杯ミナミスポーツレディーステニス大会 Bクラス　エメラルド杯、桑名杯と

同時開催
10月13日～17日 第56回全国国民体育大会 運営協力

2002年（平成14年） 会員数482名
４月 宮城県支部　新体制へ ３代　星山笑惟子支部長就任

５月29日・30日 ルビー杯ミズノレディーステニストーナメント2002
エメラルド杯ミズノレディーステニストーナメント2002

あ　ゆ　み

仙台東急ホテル　126名参加
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10月16日・17日 東急レディース宮城大会終了 個人戦終了
11月５日～８日 朝日レディースから全国レディースへ名称変更 2002～2004年

昭和の森SCで開催
2003年（平成15年） 会員数492名
５月13日～15日 第１回パール杯ミズノレディーステニストーナメント2003

５月28日 第１回東北道３県（栃木、福島、宮城）テニス交流会
６月12日・13日 第１回ピンクリボンレディーステニス大会
７月８日・９日 第17回東北レディーステニス県団体対抗戦第１回宮城県

予選大会
一般・30歳以上・40歳以上の部

10月１日・２日 東急レディーステニス大会2003 100歳以上のペア含む６人の団体
戦へ変更

10月30・31日 第１回ピンクリボンレディーステニス大会全国決勝大会 神奈川県荏原湘南スポーツセンター
2004年（平成16年） 会員数512名

２月24日 20周年記念行事実行委員会発足
５月13日～15日 第１回サファイア杯ミズノレディーステニストーナメント

2004
第４回ルビー杯ミズノレディーステニストーナメント2004

兼	東北道３県（栃木・福島・宮城）
テニス交流会代表選手選考会
兼	東北道３県（栃木・福島・宮城）
テニス交流会代表選手選考会

８月７日・８日 第18回東北レディース県団体対抗戦第２回宮城県予選
大会

50歳以上の部（エメラルド杯から
移行）

10月５日・６日 オータムレディーステニス2004 東急レディーステニスより名称変更
11月９日～12日 第26回全国レディーステニス大会全国決勝大会 ベスト８

11月25日 第24回日韓親善テニス選手選考会 シェルコムせんだい
2005年（平成17年） 会員数512名
５月31日～６月２日 第24回日韓親善テニス大会 ソウル韓国オリンピックテニスコート

（宮城県№２選手として参加）
10月27日・28日 宮城県支部20周年記念大会 記念誌発行・記念品配布
11月９日～11日 ソニー生命カップ第27回全国レディース

テニス大会全国決勝大会（名称変更）

（大会の新規および終了、名称変更を抜粋）

ソウル韓国オリンピックテニスコート

記念誌発行・記念品配布
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女子連の発展

宮城県支部　元理事　菊　地　ちか子　

　宮城県支部 30 周年おめでとうございます。
　もう 30 年になるのですね。私は 30 代で支部創設から携って何もわからず先輩達の後を追いか
けてました。
　10 周年は記念大会と東急ホテルでパーティー。本部の方々もご列席いただき、いつも凛とし
ていた中條前支部長が花束贈呈の時涙を流した事を思い出しました。そして 20 周年、思い思い
の仮装したまま試合をする記念大会、思うように動けず笑いをとったりと楽しい大会でした。
　30 代、40 代と朝日レディース大会を経験、大会会場の独特の雰囲気で緊張したものです。又、
監督という貴重な経験もさせてもらいました。宮城県は過去に全国ベスト４になった輝かしい歴
史があります。この時は中條前支部長始め皆応援に駆けつけた事も忘れられません。理事を退い
て早いもので 10 年になります。私は女子連理事だったからこそ色々人とかかわる事を経験し学
び、人間として成長させてもらったと思っています。
　女子連大会も以前より多く、それでも数多く出来るようリーグ戦を取り入れ、レベルアップに
プロのクリニック、交流試合、協会の手伝いや色々な企画、そして近年は私が理事の頃には出来
なかったホームページを立ち上げる等忙しく努力していただいています。スムーズな運営も有能
な人材と星山支部長の統率と信頼なのでしょう。東日本大震災の時も支援物資の調達に奔走して
いた姿が記憶に残っています。
　それから日本人として初のグランドスラム決勝進出、快挙を成し遂げた錦織選手に世界中、日
本中が沸き感動をもらいました。この偉大な活躍によって、キッズ、ジュニアが夢をもって錦
織選手の背中を追ってもらいたいと思います。又、テニス愛好者が増えて女子連にも繋がる事を願っ
てやみません。私も微力ながら楽しいテニスを伝授しつつ女子連に貢献出来たらと考えます。次の

40 年に向かって宮城県支部の更なる発展を願っております。ガンバロー‼宮城‼

あ　ゆ　み
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宮城県支部21年～30年のあゆみ

2006 年（平成 18 年） 会員数 546 名
４月 11 日 菜の花大会（雨天のため午前中で大会終了）
４月 28 日 菜の花大会（予備日使用）
５月上旬 支部だより「みやぎ」第 32 号発行

５月 22 日～ 25 日 桑名杯レディーステニス大会 2006
ルビー杯ミズノレディーステニストーナメント 2006
サファイア杯ミズノレディーステニストーナメント 2006
パール杯ミズノレディーステニストーナメント 2006

６月８日 東北道３県（栃木・福島・宮城）テニス交流会
６月 21 日・22 日 第４回ピンクリボンレディーステニス大会宮城県大会
７月 12 日・13 日 第 20 回東北・北海道レディース団体対抗戦第４回宮城県予選大会（※）

９月２日 母と子のテニス大会 2006
９月６日～８日 ソニー生命カップ第 28 回全国レディーステニス大会宮城県大会
９月 23 日・24 日 第 20 回東北・北海道

レディーステニステニス
団体対抗戦

10 月４日～６日 オータムレディース
テニス 2006

10 月 24 日～ 26 日 第 20 回宮城県レディース
テニストーナメント

10 月 30 日・31 日 第４回ピンクリボンレディーステニス大会全国決勝大会
11 月８日～ 10 日 ソニー生命カップ第 28 回全国レディーステニス大会全国決勝大会
11 月 14 日～ 16 日 第 11 回東北三菱自動車杯コスモス大会

12 月中旬 支部だより「みやぎ」第 33 号発行

※東北レディースに北海道が加わる（～ 2008 年）

2007 年（平成 19 年） 会員数 483 名
４月 12 日 菜の花大会
４月下旬 支部だより「みやぎ」第 34 号発行

５月 15 日～ 17 日 桑名杯レディーステニス大会 2007
ルビー杯ミズノレディーステニストーナメント 2007
サファイア杯ミズノレディーステニストーナメント 2007
パール杯ミズノレディーステニストーナメント 2007

６月７日 東北道３県（栃木・福島・宮城）テニス交流会
５月 15 日～ 17 日 第５回ピンクリボンレディーステニス大会宮城県大会

６月 30 日 母と子のテニス大会 2007
７月 10 日・11 日 第 21 回東北・北海道レディース団体対抗戦

第５回宮城県予選大会
９月３日～５日 ソニー生命カップ第 29 回全国レディーステニス大会

宮城県大会

あ　ゆ　み

宮城県支部21年～30年のあゆみ

2006 年（平成 18 年） 会員数 546 名
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10 月９日～ 11 日 オータムレディーステニス 2007
10 月 23 日～ 25 日 第 21 回宮城県レディーステニストーナメント
10 月 29 日～ 31 日 第５回ピンクリボンレディーステニス大会全国決勝大会
11 月７日～９日 ソニー生命カップ第 29 回全国レディーステニス大会全国決勝大会
11 月 14 日・15 日 第 12 回東北三菱自動車杯コスモス大会
11 月 20 日・21 日 第 21 回東北・北海道レディース団体対抗戦	

11 月 22 日 第 27 回日韓親善大会予選会
12 月中旬 支部だより「みやぎ」第 35 号発行

１月 16 日 サークル訪問　アクアマリンテニスクラブ
８月 27 日 サークル訪問　けあきレディースクラブ

2008 年（平成 20 年） 会員数 530 名
４月 16 日 菜の花大会
４月下旬 支部だより「みやぎ」第 36 号発行

５月７日～９日 桑名杯レディーステニス大会 2008
by	DUNLOP
ルビー杯ミズノレディーステニス
トーナメント 2008
サファイア杯ミズノレディーステニストーナメント 2008
パール杯ミズノレディーステニストーナメント 2008

５月 28 日～ 30 日 第 27 回日韓親善テニス大会（会場：青森県）
６月 10 日 東北道３県（栃木・福島・宮城）テニス交流会

６月 19 日・20 日 第６回ピンクリボンレディーステニス大会宮城県大会
７月８日・９日 第 22 回東北・北海道レディース団体対抗戦第６回宮城県予選大会

８月 12 日 母と子エンジョイテニス 2008
９月２日～４日 ソニー生命カップ第 30 回全国レディーステニス大会宮城県大会
９月 27 日・28 日 第 22 回東北・北海道レディース団体対抗戦	
10 月１日・２日 オータムレディーステニス 2008

10 月 15 日 第１回南東北３県（福島・山形・宮城）	対抗戦
10 月 21 日～ 23 日 第 22 回宮城県レディーステニストーナメント
10 月 30 日・31 日 第６回ピンクリボンレディーステニス大会全国決勝大会
11 月５日～７日 ソニー生命カップ第 30 回全国レディーステニス大会全国決勝大会
11 月 11 日・12 日 第 13 回東北三菱自動車杯コスモス大会

12 月下旬 支部だより「みやぎ」第 37 号発行

６月 17 日 サークル訪問　多賀城レディース
７月 16 日 サークル訪問　けあきレディースクラブ

2009 年（平成 21 年） 会員数 509 名
４月 14 日 菜の花大会
４月下旬 支部だより「みやぎ」第 38 号発行

５月 20 日～ 22 日 桑名杯レディーステニス大会 2009	by	DUNLOP

あ　ゆ　み
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ルビー杯ミズノレディーステニストーナメント 2009
サファイア杯ミズノレディーステニストーナメント 2009
パール杯ミズノレディーステニストーナメント 2009

５月 29 日 第７回東北道３県（栃木・福島・宮城）テニス交流会
６月 10 日・11 日 第 12 回井上早苗杯GoGo テニスフェスティバル 2009 視察（岐阜県）
６月 18 日・19 日 第７回ピンクリボンレディーステニス大会宮城県大会
７月７日・８日 第 23 回東北レディース県団体対抗戦第７回宮城県予選大会

８月 22 日 2009 ファミリーエンジョイテニス（第 18 回）
９月 1日～ 3日 ソニー生命カップ第 31 回全国レディーステニス大会宮城県大会
９月 23 日・24 日 第 23 回東北レディース団体対抗戦	
10 月５日・６日 第７回オータムレディーステニス 2009

10 月７日 全国レディース代表選手３県（山形・福島・宮城）合同練習会
10 月 14 日 第２回南東北３県（福島・山形・宮城）対抗戦	

10 月 19 日・21 日・22 日 第 23 回宮城県レディーステニストーナメント
10 月 21 日～ 23 日 第７回ピンクリボンレディーステニス大会全国決勝大会
11 月３日～６日 ソニー生命カップ第 31 回全国レディーステニス大会全国決勝大会
11 月 10 日・11 日 第 14 回東北三菱自動車杯コスモス大会

12 月下旬 支部だより「みやぎ」第 39 号発行

７月 15 日 サークル訪問　けあきレディースクラブ
８月 27 日 サークル訪問　アクアマリン

2010 年（平成 22 年） 会員数 527 名
４月 13 日 菜の花大会
４月下旬 支部だより「みやぎ」第 40 号発行

５月 17 日・18 日 サファイア杯ミズノレディーステニストーナメント 2010
ルビー杯ミズノレディーステニストーナメント 2010

５月 18 日・19 日 桑名杯レディーステニス大会 2010	by	DUNLOP
パール杯ミズノレディーステニストーナメント 2010

５月 25 日 第８回東北道４県（栃木・群馬・福島・宮城）テニス交流会　※群馬県初参加
６月 31 日～７月１日 第 13 回井上早苗杯GoGo テニスフェスティバル 2010
６月 23 日・24 日 第８回ピンクリボンレディーステニス大会宮城県大会
７月６日・７日 第 24 回東北レディース県団体対抗戦第８回宮城県予選大会

７月 31 日 2010 ファミリーエンジョイテニス（第 19 回）
９月７日～９日 ソニー生命カップ第 32 回全国

レディーステニス大会宮城県大会
９月８日・９日 第１回 Step	up	マーガレット杯

第１回カトレア杯
９月 25 日～ 26 日 第 24 回東北レディース県団体対抗戦	
９月 29 日・30 日 第８回オータムレディーステニス 2010

10 月６日 第３回南東北３県（福島・山形・宮城）対抗戦	
10 月６日 全国レディース代表選手４県（新潟・山形・福島・宮城）合同練習会

10 月 19 日～ 21 日 第 24 回宮城県レディーステニストーナメント
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10 月 21 日・22 日 第８回ピンクリボンレディーステニス大会全国決勝大会
11 月９日・10 日 第 15 回東北三菱自動車杯コスモス大会
11 月 17 日～ 19 日 ソニー生命カップ第 32 回全国レディーステニス大会全国決勝大会

12 月下旬 支部だより「みやぎ」第 41 号発行

７月 14 日 サークル訪問　けあきレディースクラブ

2011 年（平成 23 年） 会員数 436 名
４月 12 日 菜の花大会　　※東日本大震災の為中止
４月 19 日 ルール審判講習会　　※東日本大震災のため中止

５月 18 日・19 日 サファイア杯ミズノレディーステニストーナメント 2011　※中止
ルビー杯ミズノレディーステニストーナメント 2011　※中止

５月 19 日・20 日 パール杯ミズノレディーステニストーナメント 2011　※中止
５月 18 日・19 日 元気になるぞ ! ！復興支援・親睦テニス大会	第１弾

５月 25 日 第９回東北道４県（栃木・群馬・福島・宮城）テニス交流会　※中止
６月３日 元気になるぞ ! ！復興支援・親睦テニス大会	第２弾

６月 20 日・21 日 第９回ピンクリボンレディーステニス大会宮城県大会
７月６日 第７回ヨネックスレディースチャレンジカップ 2011 宮城県大会
７月 26 日 桑名杯レディーステニス大会 2011	by	DUNLOP

７月 27 日・28 日 第 25 回東北レディース県団体対抗戦	第９回宮城県予選大会
８月９日 2011 ファミリーエンジョイテニス

（第 20 回）
９月５日～７日 ソニー生命カップ第 33 回全国

レディーステニス大会宮城県大会
９月６日 第２回 Step	up	マーガレット杯

第２回カトレア杯
９月 24 日・25 日 第 25 回東北レディース県団体対抗戦		兼	第 15 回東北地域桑名杯大会
９月 26 日・27 日 第９回オータムレディーステニス 2011

10 月６日 全国レディース代表選手４県（新潟・山形・福島・宮城）合同練習会
10 月７日 第４回南東北３県（福島・山形・宮城）対抗戦	

10 月 18 日～ 20 日 第 25 回宮城県レディーステニストーナメント
10 月 21 日・22 日 第９回ピンクリボンレディーステニス大会全国決勝大会
11 月２日・４日 第 16 回東北三菱自動車杯コスモス大会

11 月 15 日～ 18 日 ソニー生命カップ第 33 回全国レディーステニス大会全国決勝大会
11 月 25 日・26 日 ヨネックスレディースチャレンジカップ 2011 全国決勝大会

12 月下旬 支部だより「みやぎ」第 42 号発行

宮城県支部ホームページ開設

2012 年（平成 24 年） 会員数 555 名
３月７日 審判（SCU）育成講習会
４月 11 日 復興・親睦	菜の花大会第１弾
４月 24 日 復興・親睦	菜の花大会第２弾	兼	本部主催東北復興支援親睦会

５月 15 日・17 日 サファイア杯ミズノレディーステニストーナメント 2012

あ　ゆ　み



15

30th ANNIVERSARYあ　ゆ　み

ルビー杯ミズノレディーステニストーナメント 2012
５月 16 日・17 日 パール杯ミズノレディーステニストーナメント 2012

クリスタル杯ミズノレディーステニストーナメント 2012（新設）
５月 22 日 第９回東北道４県（栃木・群馬・福島・宮城）テニス交流会

６月 20 日・21 日 第 10 回ピンクリボンレディーステニス大会
宮城県大会

７月２日・４日 第 27 回桑名杯レディーステニス大会 2012
by	DUNLOP

７月３日・４日 第 26 回東北レディース県団体対抗戦
第 10 回宮城県予選大会

７月 18 日 第８回ヨネックスレディースチャレンジカップ 2012 宮城県大会
7月 21 日 2012 ファミリーエンジョイテニス（第 21 回）・2012	PLAY+STAY（第１回）

９月 11 日～ 13 日 ソニー生命カップ第 34 回全国レディーステニス大会宮城県大会
９月 12 日 第３回 Step	up	マーガレット杯

第３回カトレア杯
９月 29 日・30 日 第 26 回東北レディース県団体対抗戦	兼	第 16 回東北地域桑名杯大会
10 月１日・２日 第 10 回オータムレディーステニス 2012

10 月４日 全国レディース代表選手４県（新潟・山形・福島・宮城）合同練習会
10 月４日 第５回南東北３県（福島・山形・宮城）対抗戦	

10 月 22 日～ 24 日 第 10 回ピンクリボンレディーステニス大会全国決勝大会
10 月 30 日～ 11 月１日 第 26 回宮城県レディーステニストーナメント
11 月 14 日～ 17 日 ソニー生命カップ第 34 回全国レディーステニス大会全国決勝大会
11 月 20 日・21 日 第 17 回東北三菱自動車杯コスモス大会
12 月 13 日～ 15 日 ヨネックスレディースチャレンジカップ 2012 全国決勝大会

３月下旬 支部だより「みやぎ」第 43 号発行

2013 年（平成 25 年） 会員数 547 名
４月 11 日 2013 復興・親睦	菜の花大会

５月 15 日・16 日 サファイア杯ミズノレディーステニストーナメント 2013
ルビー杯ミズノレディーステニストーナメント 2013

５月 16 日・17 日 パール杯ミズノレディーステニストーナメント 2013
クリスタル杯ミズノレディーステニストーナメント 2013

６月４日 第 10 回東北道４県（栃木・群馬・福島・宮城）テニス交流会
６月 17 日・18 日 第 28 回桑名杯レディーステニス大会 2013	by	DUNLOP

第 27 回東北レディース県団体対抗戦第 11 回宮城県予選大会
７月９日・10 日 第 11 回ピンクリボンレディーステニス大会宮城県大会

７月 27 日 2013 ファミリーエンジョイテニス（第 22 回）・2013	PLAY+STAY（第２回）
７月 30 日 第９回ヨネックスレディースチャレンジカップ 2013 宮城県大会

９月９日～ 11 日 ソニー生命カップ第 35 回全国レディーステニス大会宮城県大会
９月 10 日・11 日 第４回 Step	up	マーガレット杯

第４回カトレア杯
９月 17 日 ヨネックス㈱プロによる復興支援講習会

（第一弾）
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９月 28 日・29 日 第 27 回東北レディース県団体対抗戦	兼
第 17 回東北地域桑名杯大会

９月 30 日 第２弾本部主催東北復興支援講習会
10 月３日 第６回南東北３県（福島・山形・宮城）対抗戦	

10 月７日・８日 第 11 回オータムレディーステニス 2013
10 月 10 日 全国レディース・ピンクリボン代表選手合同練習会

10 月 21 日～ 23 日 第 11 回ピンクリボンレディーステニス大会全国決勝大会
10 月 23 日～ 25 日 第 27 回宮城県レディーステニストーナメント

10 月 29 日 全国レディース代表選手４県（新潟・山形・福島・宮城）合同練習会
11 月６日・７日 第１回東北６県ハッピーシニア親睦大会（会場：山形県）

11 月 13 日～ 16 日 ソニー生命カップ第 35 回全国レディーステニス大会全国決勝大会
11 月 18 日・19 日 第 18 回東北三菱自動車杯コスモス大会
11 月 28 日～ 30 日 ヨネックスレディースチャレンジカップ 2013 全国決勝大会

３月下旬 支部だより「みやぎ」第 44 号発行

毎月第１水曜日 水曜ビギナーズ開催

2014 年（平成 26 年） 会員数 492 名
４月 10 日 2014 復興・親睦	菜の花大会

５月 22 日・23 日 ルビー杯ミズノレディーステニストーナメント 2014
クリスタル杯ミズノレディーステニストーナメント 2014

５月 23 日 パール杯ミズノレディーステニストーナメント 2014
５月 23 日・６月６日 サファイア杯ミズノレディーステニストーナメント 2014

６月 13 日 第 11 回東北道４県（栃木・群馬・福島・宮城）テニス交流会
６月 23 日・24 日 第 29 回桑名杯レディーステニス大会 2014	by	DUNLOP

第 28 回東北レディース県団体対抗戦第 12 回宮城県予選大会
７月５日 第 28 回東北レディース県団体対抗戦第 12 回宮城県予選大会（一般の部）

７月８日・９日 第 12 回ピンクリボンレディーステニス大会宮城県大会
７月 24 日 第 10 回ヨネックスレディースチャレンジカップ 2014 宮城県大会
８月 30 日 2014 ファミリーエンジョイテニス（第 23 回）・2014	PLAY	&	STAY（第３回）

９月８日～ 10 日 ソニー生命カップ第 36 回全国レディーステニス大会宮城県大会
９月９日 第５回 Step	up	マーガレット杯

第５回カトレア杯
９月 17 日 ヨネックス㈱プロによる講習会

９月 27 日・28 日 第 28 回東北レディース県団体対抗戦	兼
第 18 回東北地域桑名杯大会

10 月２日 第７回南東北３県（福島・山形・宮城）対抗戦	
10 月６日・７日 第 12 回オータムレディーステニス 2014

10 月 13 日 本部主催東北復興支援テニス講習会 in 七ヶ浜
10 月 21 日・22 日 第 12 回ピンクリボンレディーステニス大会全国決勝大会
10 月 21 日・23 日 第 28 回宮城県レディーステニストーナメント（Ｓクラス ･Ａクラス ･Ｄクラ

ス）　※Ｓクラス新設
10 月 23 日・11 月 13 日 第 28 回宮城県レディーステニストーナメント（Ｂクラス ･Ｃクラス）

10 月 30 日 全国レディース代表選手４県（新潟・山形・福島・宮城）合同練習会

あ　ゆ　み
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10 月 31 日 30 周年記念行事実行委員会発足
11 月５日・６日 第２回東北６県ハッピーシニア親睦大会（会場：福島県）
11 月 10 日・11 日 第 19 回東北三菱自動車杯コスモス大会
11 月 13 日～ 15 日 ソニー生命カップ第 36 回全国レディーステニス大会全国決勝大会
11 月 28 日・29 日 ヨネックスレディースチャレンジカップ 2014 全国決勝大会

12 月 15 日 ウィンターエンジョイテニス（オータムレディーステニス 2014 参加者対象）
３月下旬 支部だより「みやぎ」第 45 号発行

毎月第１水曜日 水曜ビギナーズ開催

2015 年（平成 27 年）
４月 16 日 2015 復興・親睦	菜の花大会

５月 20 日・21 日 ルビー杯ミズノレディーステニストーナメント 2015
サファイア杯ミズノレディーステニストーナメント 2015

５月 21 日・22 日 パール杯ミズノレディーステニストーナメント 2015
クリスタル杯ミズノレディーステニストーナメント 2015

５月 26 日 第 12 回東北道４県（栃木・群馬・福島・宮城）テニス交流会
６月 11 日・12 日 第 30 回桑名杯レディーステニス大会 2015	by	DUNLOP

第 29 回東北レディース県団体対抗戦第 13 回宮城県予選大会
６月 12 日 第 29 回東北レディース県団体対抗戦第 13 回宮城県予選大会（一般の部）

７月 14 日・15 日 第 13 回ピンクリボンレディーステニス大会宮城県大会
７月 25 日 本部主催東北復興支援活動

・ PLAY	&	STAY	:	tennis10s	指導者講習会
・ 2015 ファミリーエンジョイテニス（第 24 回）
・ 2015	PLAY	&	STAY（第４回）

８月 18 日・19 日 第 11 回ヨネックスレディースチャレンジ
カップ 2015 宮城県大会

９月７日～９日 ソニー生命カップ第 37 回全国レディース
テニス大会		宮城県大会

９月８日・９日 第６回 Step	up	マーガレット杯
第６回カトレア杯

９月 26 日・27 日 第 29 回東北レディース県団体対抗戦	兼	第 19 回東北地域桑名杯大会
10 月１日 第８回南東北３県（福島・山形・宮城）対抗戦	

10 月 13 日～ 15 日 日本女子テニス連盟宮城県支部 30 周年記念テニス大会
第 13 回オータムレディーステニス 2015

10 月 20 日・21 日 第 13 回ピンクリボンレディーステニス大会全国決勝大会
10 月 23 日 全国レディース代表選手４県（新潟・山形・福島・宮城）合同練習会

10 月 27 日～ 29 日 第 29 回宮城県レディーステニストーナメント
11 月４日・５日 第３回東北６県ハッピーシニア親睦大会（会場：秋田県）

11 月 12 日～ 14 日 ソニー生命カップ第 37 回全国レディーステニス大会全国決勝大会
11 月 16 日・17 日 第 20 回東北三菱自動車杯コスモス大会
11 月 27 日・28 日 ヨネックスレディースチャレンジカップ 2015 全国決勝大会

３月下旬 支部だより「みやぎ」第 46 号発行

毎月第１水曜日 水曜ビギナーズ開催
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沢山の幸せに恵まれて…

第 26 回全国レディース全国決勝大会　ベスト８　赤　間　裕美子　

　宮城県支部設立 30 周年おめでとうございます。
　そして…いつも選手の為に有難うございます。
　私の女子連初登録は、平成４年の桑名杯初出場時。無我夢中でボールを追っては必死で打ち返
し…終わってみれば《初優勝》の御褒美付きでした。それからもペアに恵まれて数々の思い出が
…。
　真夏の有明コートで、とてつもない暑さと肘の痛みに耐えながらも団体戦で盛り上がったアム
ウェイの全国大会。
　数年間決勝で涙をのみ、やっと代表を獲得した年が最後の開催となった東急レディースの全国
大会。
　横浜国際プールの上に作られた独特な感触のコートで試合をするYONEX杯。前夜祭のゲス
トにクルム伊達選手が来た時は大興奮でした。
　たった１日の中で実に様々なテニスを体感出来る東北４県交流会。
　各県７ペアの為、３vs ３で自分達に県の運命がかかった時の緊張はハンパない東北レディー
ス大会。遠征先での夕食会（？）は試合時にも負けない団結感がたまりません。
　50 歳になりたてで出場出来た念願のピンクリボン大会。年代別なので全レとも違う緊張感が
味わえます。帰りに寄った鎌倉も楽しい思い出です。
　そして…全国レディーステニス大会。「１回出たい‼」の目標達成で意気揚揚と久我山コート
に乗り込むも初戦の東京で訳が分らないうちに終了。リベンジを誓った２回目は昭和の森テニス
コートへ…各ペアが似たタイプとの戦いに勝ち…気付けばベスト８‼本当に嬉しかった。「区切
りの３回目。後悔しない様に」の意気込みで三重と対戦。フルセットでの勝利‼自分のやれる事
を出し切ったと思える程、大満足の試合でした。
　５年の休み明け…悩みましたが全レ独特の空気を吸いたくて再挑戦を決めました。若いペアを
見つけたと喜んでいたのにもっと若い娘＋どっしり構えたお母さんペアの神奈川に木端微塵と
やられてしまいました。
　その他にも、日韓親善テニス大会（ソウル）に日本代表選手として参加、長男と一緒に出た母
と子、大盛り上がりで大騒ぎのオータムレディース、美味しいお肉のコスモス杯等々、本当に沢
山の幸せに恵まれました。
　２度のアキレス腱断裂から立ち直れたのは、支えてくれた友達や心配して声を掛けてくださっ
た諸先輩方のおかげです。本当にありがとうございました。
　諸先輩方を見習って、これからも頑張りますので…デッカい赤間を何卒宜しくお願いします。
　女子連宮城県支部の益々の御発展をお祈り致します。

あ　ゆ　み
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夢の実現に向けて

第 26 回全国レディース全国決勝大会　ベスト８　須　田　恵　美　

　日本女子テニス連盟宮城県支部 30 周年おめでとうございます。
　私も気が付けばテニス歴が 25 年になりました。
　初めて女子連の試合に出た時は、緊張で膝がガクガク震えていたのを憶えています。
　結果は０－６でしたが、楽しくて楽しくて帰り道には次回の試合の事を考えていました。子供
を幼稚園に送り、幼稚園併設のコートで、お迎えの時間まで（時間が過ぎても…）練習に没頭す
る毎日でした。
　当時は（あら、だいぶ前になりますね）全国レディーステニス大会出場が目標でした。苦節ウ
ン十年、そして、ついに憧れの全国レディーステニス大会宮城県代表！それは本当に素晴らしい
大会でした。
　チーム６人と監督一致団結して、全国の強豪相手に戦い、ベスト８になった経験は私のテニス
人生の中で、今でもキラキラと輝いている思い出の一つです。
　そんな、テニスに明け暮れる日々でしたが、2010 年３月に事故で右足大腿部１／２切断して
しまいました。
　入院中ベットの中で、大好きなテニスが出来なくなってしまった…とばかり考えていました。
私には何が出来るのか？何度も問いかけて突然ひらめいたのが車椅子テニスでした。10 年以上、
車椅子テニス大会のボランティアスタッフをしていたので、それからは電光石火でした。知人頼
み、病院にテニス車を持ってきてもらい、病院内のテニスコートで（テニスコートがある病院に
入院した事に運命感じます！）リハビリの先生やテニス仲間と練習するのが嬉しくて楽しくて大
好きなテニスが出来る事に感謝感激の毎日でした。
　今では、福岡、大阪、神戸、韓国 etc. 試合に行き、いろいろ
な経験を積んでいます。そして試合に行くと、必ず各県支部の
女子連の方々のお世話になっております。大会運営の一切、審
判としての毅然とした態度、選手への細やかな気配り、スタッ
フとの協力体制にいつも感心させられます。
　それだけにとどまらず、昨年は東北車椅子テニス協会、ジュ
ニア達にテニス車を寄贈して頂きました。微力ながら、私もジュ
ニア育成のお手伝いさせていただいております。
　これからも選手として技術向上に精進し、ジュニア育成に携
わりながら共に、東京オリンピック・パラリンピックを目指し
（いったい何歳になっているんでしょう？）大好きなテニスを通
して、出会えた仲間達に支えられながら夢を実現したいと思っ
ております。

あ　ゆ　み
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2011年3月11日14時46分　東日本大震災起こる
　年度始めの行事、「親睦　菜の花大会」の準備を進めていた途中の出来事でした…。
大会は１ヶ月遅れで「元気になるぞ ! ！復興支援・親睦テニス大会	第１弾」として開催。
支部会員から寄せられた支援物資は、被害の大きかった石巻テニス協会と気仙沼向陽高
校へ送りました。また、全国の女子連会員の皆様からいただいた心温まる義援金は、被
災調査の上、会員の見舞金や復興親睦大会の費用として活用させていただきました。

2014年10月13日　本部主催復興支援講習会 in 七ヶ浜
　飯田藍会長と指導委員会樗木聖・西野栄
両氏のご指導の下、七ヶ浜町屋内運動場に
て『PLAY	&	STAY』を行いました。幼稚
園児から 60 代まで約 100 名の方が参加さ
れ、笑顔あふれる楽しい講習会となりまし
た。これを機に、七ヶ浜テニス協会では「普
及のためのテニス教室」を実施することに
なりました。

2011年3月11日14時46分　東日本大震災起こる
　年度始めの行事、「親睦　菜の花大会」の準備を進めていた途中の出来事でした…。
大会は１ヶ月遅れで「元気になるぞ ! ！復興支援・親睦テニス大会	第１弾」として開催。
支部会員から寄せられた支援物資は、被害の大きかった石巻テニス協会と気仙沼向陽高
校へ送りました。また、全国の女子連会員の皆様からいただいた心温まる義援金は、被
災調査の上、会員の見舞金や復興親睦大会の費用として活用させていただきました。

2014年10月13日　本部主催復興支援講習会 in 七ヶ浜
　飯田藍会長と指導委員会樗木聖・西野栄
両氏のご指導の下、七ヶ浜町屋内運動場に
て『PLAY	&	STAY』を行いました。幼稚
園児から 60 代まで約 100 名の方が参加さ
れ、笑顔あふれる楽しい講習会となりまし
た。これを機に、七ヶ浜テニス協会では「普
及のためのテニス教室」を実施することに
なりました。
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第13回井上早苗杯GoGoテニスフェスティバル
　2010 年５月 31 日・６月１日の両日、生涯ス
ポーツ普及の為に提案されたシニアのお楽しみ
大会が宮城県で開催されました。北は北海道、
南は沖縄まで全国各地から 260 名（55 歳以上、
最高年齢 88 歳）の選手が参加され、テニス・
懇親会・観光と１年に一度の年代を超えた交流
が和やかに行われました。

東北６県ハッピーシニア親睦大会
　「年齢別シニアの大会を東北６県で…」という趣旨の下、2013 年
（H25）より始まりました。50 歳以上の会員なら誰でも参加できる大
会です。テニスと温泉と懇親会と三拍子揃った笑顔あふれるシニア
の輪は今後も広がっていくことでしょう。

開　　催　　日 会　　　　　　　場
第１回　2013年（H25）

11月６日・７日
山形県総合運動公園テニスコート
懇親会：天童ホテル　　136名参加（宮城県32名）

第２回　2014年（H26）
11月５日・６日

福島市庭球場
懇親会：ホテル吉川屋　160名参加（宮城県21名）

第３回　2015年（H27）
11月４日・５日

秋田県立中央公園テニスコート
懇親会：秋田温泉さとみ

第５回東エリア研修会
　2014 年３月 25 日に東エリア（北海道・青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島・茨城・
栃木・群馬・埼玉・東京・千葉・神奈川・山梨）の日本女子テニス連盟理事を対象にし
た研修会がエリア活動５年目の節目として東北エリアの宮城県で開催されました。
　・エリアテーマ　「本気のラジオ体操」
	 安彦　桂子氏
	 山崎　道隆氏
　　　　　　　　　「ルール講習会」
	 八木　真理氏
　・本部テーマ　　「tennis	Xpress」
	 田辺　　学氏

第13回井上早苗杯GoGoテニスフェスティバル
　2010 年５月 31 日・６月１日の両日、生涯ス
ポーツ普及の為に提案されたシニアのお楽しみ
大会が宮城県で開催されました。北は北海道、
南は沖縄まで全国各地から 260 名（55 歳以上、
最高年齢 88 歳）の選手が参加され、テニス・
懇親会・観光と１年に一度の年代を超えた交流
が和やかに行われました。

第５回東エリア研修会
　2014 年３月 25 日に東エリア（北海道・青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島・茨城・
栃木・群馬・埼玉・東京・千葉・神奈川・山梨）の日本女子テニス連盟理事を対象にし
た研修会がエリア活動５年目の節目として東北エリアの宮城県で開催されました。
　・エリアテーマ　「本気のラジオ体操」
	 安彦　桂子氏
	 山崎　道隆氏
　　　　　　　　　「ルール講習会」
	 八木　真理氏
　・本部テーマ　　「tennis	Xpress」
	 田辺　　学氏

第５回東エリア研修会

　「年齢別シニアの大会を東北６県で…」という趣旨の下、2013 年
（H25）より始まりました。50 歳以上の会員なら誰でも参加できる大
会です。テニスと温泉と懇親会と三拍子揃った笑顔あふれるシニア
の輪は今後も広がっていくことでしょう。

開　　催　　日 会　　　　　　　場
第１回　2013年（H25）

11月６日・７日
山形県総合運動公園テニスコート
懇親会：天童ホテル　　136名参加（宮城県32名）

第２回　2014年（H26）
11月５日・６日

福島市庭球場
懇親会：ホテル吉川屋　160名参加（宮城県21名）

第３回　2015年（H27）
11月４日・５日

秋田県立中央公園テニスコート
懇親会：秋田温泉さとみ

東北６県ハッピーシニア親睦大会
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№１ №２ №３ 監　　督 参加
組数 戦　　績

第１回
　1979（S54）

斉藤久仁子
浜野　京子

高橋　明子
山本美緒子

池田　陽子
安藤　節子 吉田　弘子 ２回戦

第２回
　1980（S55）

石川　靖子
小林レエ子

志賀　千年
武田　孝子

重信百合子
宮地　澄子 川島　利章 ２回戦

第３回
　1981（S56）

河野　郁子
田口　京子

本田　広子
平田　てい

小林　公恵
吉川　洋子 石川　靖子 １回戦

第４回
　1982（S57）

武田　孝子
志賀　千年

斉藤久仁子
高木　滋子

宮地　澄子
池田　陽子 石川　靖子 ３回戦

第５回
　1983（S58）

斉藤久仁子
池田　陽子

石川　靖子
志賀　千年

田口　京子
本間　和子 小山　千枝 １回戦

第６回
　1984（S59）

冨田　佳子
庄子　頴子

五十嵐雅子
本間　和子

菊地　美岐
高木　滋子 小山　千枝 ３回戦

第７回
　1985（S60）

冨田　佳子
斉藤久仁子

庄子　頴子
高木　滋子

蓑浦セイ子
中井　慶子 志賀　千年 １回戦

第１回～第７回は日本女子テニス連盟宮城県支部発足前のものです。
第８回
　1986（S61）

佐藤　貞子
織田るみ子

加賀　幸子
荒木　朱美

斉藤久仁子
宮野　悦子 中條多美子 ２回戦

第９回
　1987（S62）

冨田　佳子
志賀　千年

織田るみ子
氏家百合子

高木　滋子
佐藤　貞子 武田　孝子 ２回戦

第 10 回
　1988（S63）

渡辺　秀子
戸叶千代子

曽根　恵子
氏家百合子

高木　滋子
菊地　美岐 庄子　頴子 ２回戦

第 11 回
　1989（H１）

後藤美枝子
武田　澄子

渡辺　秀子
川緑美智子

藤島　玲子
菊地　美岐 武田　孝子 ３回戦

第 12 回
　1990（H２）

増田　誓子
相沢あい子

佐藤　貞子
藤島　玲子

後藤美枝子
武田　澄子 武田　孝子 50 ２回戦

第 13 回
　1991（H３）

星山笑惟子
深谷　令子

菊地ちか子
古川　直美

佐藤満智子
斉藤由希子 後藤美枝子 59 ２回戦

第 14 回
　1992（H４）

藤島　玲子
佐藤千寿子

星山笑惟子
深谷　令子

遠藤みつえ
小林　幸子 冨田　佳子 68 ２回戦

第 15 回
　1993（H５）

長谷川洋子
佐藤　弘子

菊地ちか子
古川　直美

佐藤千寿子
遠藤みつえ 冨田　佳子 85 １回戦

第 16 回
　1994（H６）

長谷川洋子
佐藤　弘子

星山笑惟子
深谷　令子

株木美千代
古川　直美 藤島　玲子 86 ３回戦

第 17 回
　1995（H７）

佐藤　弘子
菊谷希和子

戸叶千代子
渋谷　優子

長谷川洋子
武田　澄子 藤島　玲子 55 ３回戦

第 18 回
　1996（H８）

鈴木　静江
鈴木　ひさ

相原阿城子
生野　照子

戸叶千代子
志賀　千年 冨田　佳子 62 ２回戦

第 19 回
　1997（H９）

丹野　恭子
鈴木千登世

菊谷希和子
渋谷　優子

山内　理恵
星　佳代子 中條多美子 74 ３回戦

第 20 回
　1998（H10）

小山　泰子
山内　伸子

山内　理恵
星　佳代子

城戸　八澄
木村　七枝 菊地ちか子 73 ２回戦

第 21 回
　1999（H11）

鈴木　ひさ
星　佳代子

小山　泰子
山内　伸子

後藤美枝子
若生　浩子 63 ベスト４

第 22 回
　2000（H12）

立花きわ子
上岡　康子

梅沢　美知
梅沢能理子

二階堂和枝
山本　佳織 67 １回戦

第 23 回
　2001（H13）

武田　澄子
渋谷　優子

赤間裕美子
城戸　八澄

立花きわ子
上岡　康子 59 ２回戦

全国レディーステニス大会全国決勝大会

大 会 記 録
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第 28 回　2006（H18）　　参加組数　68

№１　髙　橋　いづみ・大　沼　明　子
№２　兵　藤　順　子・洞　口　由　紀
№３　佐　藤　弥　生・米　川　俊　子

１回戦　宮　城１－２愛　媛

第 29 回　2007（H19）　　参加組数　70

№１　佐　藤　弥　生・佐　藤　裕美子
№２　渋　谷　優　子・赤　間　裕美子
№３　今　野　奈美子・佐　藤　由美子
監督　藤　島　玲　子　　　　　　　　

２回戦　宮　城１－２三　重

第 30 回　2008（H20）　　参加組数　86

№１　渋　谷　優　子・佐　藤　弘　子
№２　佐　藤　弥　生・佐　藤　裕美子
№３　須　田　恵　美・渡　辺　　　薫
監督　藤　島　玲　子　　　　　　　　

２回戦　宮　城０－３新　潟

第 31 回　2009（H21）　　参加組数　83

№１　今　野　奈美子・佐　藤　由美子
№２　竹ヶ原　靖　子・阿　部　淳　子
№３　佐　藤　弘　子・渋　谷　優　子
監督　藤　島　玲　子　　　　　　　　

２回戦　宮　城０－３埼　玉

№１　髙　橋　いづみ・大　沼　明　子 №１　佐　藤　弥　生・佐　藤　裕美子

№１　渋　谷　優　子・佐　藤　弘　子 №１　今　野　奈美子・佐　藤　由美子

№１ №２ №３ 監　　督 参加
組数 戦　　績

第 24 回
　2002（H14）

武田　澄子
山本　佳織

二階堂和枝
木村　七枝

川原　知里
鈴木　有香 60 ３回戦

第 25 回
　2003（H15）

武田　澄子
山本　佳織

千葉　晋子
真嶋　優美

須田　恵美
渡辺　　薫 63 ３回戦

（３位の川原知里・鈴木有香組の辞退の為、４位の須田・渡辺組が繰り上がり出場）
第 26 回
　2004（H16）

赤間裕美子
城戸　八澄

須田　恵美
渡辺　　薫

立花きわ子
上岡　康子 65 ベスト８

第 27 回
　2005（H17）

佐藤裕美子
高瀬　　薫

木村　七枝
川島ひとみ

高橋いづみ
加藤　奈古 67

２回戦
宮城 2-1 鹿児島

３回戦
宮城 1-2 京都
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第 34 回　2012（H24）　　参加組数　95

№１　大　友　香　織・櫻　井　志　保
№２　山　田　由美子・洞　口　由　紀
№３　鈴　木　小　巻・畠　山　知　子
監督　佐　藤　由美子　　　　　　　　

２回戦　宮　城１－２広　島

第 35 回　2013（H25）　　参加組数　95

№１　赤　間　裕美子・大　友　香　織
№２　阿　部　淳　子・目　黒　昭　美
№３　山　田　由美子・畠　山　知　子
監督　竹ヶ原　靖　子　　　　　　　　

２回戦　宮　城０－３神奈川

第 36 回　2014（H26）　　参加組数　84

№１　鈴　木　千登世・髙　橋　明　子
№２　佐　藤　弥　生・森　谷　友　子
№３　鈴　木　小　巻・菅　野　　　愛
監督　佐　藤　由美子　　　　　　　　

１回戦　宮　城０－３奈　良

第 37 回　2015（H27）　　参加組数　82

№１　赤　間　裕美子・竹ヶ原　靖　子
№２　今　野　奈美子・佐　藤　由美子
№３　佐　藤　弥　生・森　谷　友　子
監督　洞　口　由　紀　　　　　　　　

№１　大　友　香　織・櫻　井　志　保 №１　赤　間　裕美子・大　友　香　織

№１　鈴　木　千登世・髙　橋　明　子 №１　赤　間　裕美子・竹ヶ原　靖　子

大 会 記 録

第 32 回　2010（H22）　　参加組数　88

№１　竹ヶ原　靖　子・阿　部　淳　子
№２　髙　橋　いづみ・櫻　井　志　保
№３　今　野　奈美子・佐　藤　由美子
監督　星　山　笑惟子　　　　　　　　

１回戦　宮　城２－１島　根
２回戦　宮　城２－１佐　賀
３回戦　宮　城１－２滋　賀

ベスト 16

№１　竹ヶ原　靖　子・阿　部　淳　子

第 33 回　2011（H23）　　参加組数　82

№１　大　友　香　織・櫻　井　志　保
№２　棚　橋　有　紀・雨　宮　美　那
№３　鈴　木　小　巻・森　谷　友　子
監督　佐　藤　由美子　　　　　　　　

１回戦　宮　城０－３福　岡

№１　大　友　香　織・櫻　井　志　保
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桑名杯レディーステニス大会

優　　　　　勝 準　　優　　勝 参加組数

  第 1 回　1986（S61） 戸　田　恵　子　・　首　藤　紀　子 118

  第 2 回　1987（S62） 菊　池　啓　子　・　酒　井　美代子 酒　井　倭　子　・　渋　谷　陽　子 111

  第 3 回　1988（S63） 遠　藤　美紀子　・　高　橋　千　恵 三　本　佐枝子　・　東海林　祐　子 98

  第 4 回　1989（H １） 羽根田　律　子　・　板　垣　千恵美 佐々木　千鶴子　・　岡　田　ナナ子 82

  第 5 回　1990（H ２） 板　橋　京　子　・　菊　池　孝　子 呉　田　珠　子　・　添　田　恵　子 93

  第 6 回　1991（H ３） 河　野　浩　子　・　有　賀　昌　子 石　井　好　子　・　青　木　美智子 107

  第 7 回　1992（H ４） 赤　間　裕美子　・　阿　部　萬　美 増　子　恵美子　・　渡　辺　啓　子 113

  第 8 回　1993（H ５） 阿　部　喜多子　・　石　川　信　子 上　原　幸　子　・　諸　井　弘　子 82

  第 9 回　1994（H ６） 横　井　美代子　・　木　村　七　枝 後　藤　二三子　・　玉　田　明　美 81

第 10 回　1995（H ７） 海　和　栄　子　・　岩　片　一　江 郷右近　勝　子　・　日　高　澄　子 101

第 11 回　1996（H ８） 千　代　真理子　・　立　花　たえ子 塚　井　礼　子　・　小　野　絹　子 63

第 12 回　1997（H ９） 中　村　真理子　・　滑　澤　佳　苗 佐々木　佳　子　・　中　野　祐　子 58

第 13 回　1998（H10） 横　山　陽　子　・　遠　藤　京　子 菅　野　美江子　・　横　山　喜久江 86

第 14 回　1999（H11） 福　井　亮　子　・　佐　藤　ひろみ 我　妻　和　子　・　佐　藤　百合子 57

第 15 回　2000（H12） 糸　井　郁　子　・　松　田　智　子 吉　野　玲　子　・　倉　方　行　子 47

第 16 回　2001（H13） 練　田　千　秋　・　矢　本　令　子 佐　藤　智恵子　・　一之瀬　美都子 41

第 17 回　2002（H14） 長谷川　かよ子　・　松　永　智　子 阿　部　博　子　・　千　葉　すみ江 20

第 18 回　2003（H15） 菅　野　　　愛　・　大　野　春　美 相　沢　邦　江　・　中　川　奈　美 31

第 19 回　2004（H16） 目　黒　昭　美　・　山　本　恭　子 南　城　たかよ　・　宇　田　　　薫 44

第 20 回　2005（H17） 大　場　美　紀　・　深　澤　正　子 村　上　悦　子　・　福　王　千鶴子 50

第 21 回　2006（H18） 佐　藤　まゆみ　・　庄　司　明　美 庄　子　晴　美　・　荒　木　美　枝 44

第 22 回　2007（H19） 武　田　ユ　カ　・　小笠原　久美子 伊　藤　富　代　・　石　山　祐　子 46

第 23 回　2008（H20） 小　林　淳　子　・　佐　藤　淑　枝 足　立　敦　子　・　長　沼　恵久子 41

第 24 回　2009（H21） 栗　城　励　子　・　大　塚　典　子 田　村　　　操　・　八　柳　真　紀 41

第 25 回　2010（H22） 中　鉢　裕　美　・　堀　川　幸　子 千　葉　恭　子　・　小　野　直　美 54

第 26 回　2011（H23） 伊　藤　美　香　・　藤　野　良　子 渡　部　真　理　・　山　田　加奈子 33

第 27 回　2012（H24） 石　山　祐　子　・　秋　葉　洋　子 森　　　　　薫　・　丸　山　由美子 52

第 28 回　2013（H25） 稽古庵　良　枝　・　斎　藤　美奈子 青　木　美由紀　・　桑　原　里　花 49

第 29 回　2014（H26） 森　　　千代子　・　橋　口　敏　子 畠　山　千代子　・　根　本　久美子 48

第 30 回　2015（H27） 菅　野　寿美子　・　森　　　洋　子 田　辺　法　子　・　山　本　久　美 33
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ピンクリボンレディーステニス大会

ヨネックスレディースチャレンジカップ

一　般　の　部 50 歳以上の部
全国大会（優勝者）参加

組数 優　勝 準優勝 参加
組数 優　勝 準優勝

第1回2003（H15） 63 埣浦　一恵
大沼　明子

森本　芳子
佐藤裕美子 18 木坂　裕子

松浦ミヨ子
萱野　晴江
黒田　葉子 ２回戦　宮　城 0-2 福　岡

第2回2004（H16） 83 渡邉　千尋
佐藤　弥生

高嶋　俊子
河田　文子 10 堀　　節子

根木　和子
三浦るり子
斉藤由希子 ２回戦　宮　城 1-2 愛　媛

第3回2005（H17） 89 佐藤裕美子
高瀬　　薫

竹ヶ原靖子
中川　奈美 11 福本　静子

荒井りつ子
野島かよ子
久保田季子 ２回戦　宮　城 0-2 神奈川

第4回2006（H18） 89 米川　俊子
佐藤　弥生

遠藤　順子
藤山　敏子 13 久保田季子

野島かよ子
木坂　裕子
川原　悦子

１回戦　宮　城 2-1 兵　庫
２回戦　宮　城 0-2 三　重

第5回2007（H19） 72 竹ヶ原靖子
中川　奈美

須田　厚美
目黒　昭美 18 渋谷　優子

佐藤　弘子
木坂　裕子
大山千鶴子

２回戦　宮　城 2-1 鹿児島
３回戦　宮　城 0-2 奈　良

第6回2008（H20） 71 渡邉　千尋
本郷　正江

須田　恵子
阿部まゆみ 18 埣浦　一恵

木皿　里美
大山千鶴子
野島かよ子 １回戦　宮　城 1-2 愛　媛

第7回2009（H21） 68 竹ヶ原靖子
阿部　淳子

吉田ひとみ
青木亜紀子 22 赤坂　節子

斎藤　敦子
斎藤佐枝子
斉藤　和枝 １回戦　宮　城 0-2 大　阪

第8回2010（H22） 68 高橋　祥子
河田　文子

細谷恵美子
引地　愛子 30 本郷　正江

山田由美子
国分美枝子
五十嵐悦子

１回戦　宮　城 2-1 沖　縄
２回戦　宮　城 1-2 石　川

第9回2011（H23） 48 渡邉　千尋
安達佳代子

渡辺　澄子
小山内　玲 28 木村　七枝

木皿　里美
袖山　沙月
川島ひとみ

１回戦　宮　城 2-1 長　崎
２回戦　宮　城 0-2 千　葉

第10回2012（H24） 56 高橋　祥子
河田　文子

吉田ひとみ
佐藤　淑枝 39 洞口　由紀

山田由美子
城戸　八澄
川島ひとみ

１回戦　宮　城 2-1 愛　媛
２回戦　宮　城 1-2 山　口

第11回2013（H25） 56 渡邉　千尋
兵藤　順子

山本　恭子
目黒　昭美 39 城戸　八澄

赤間裕美子
木村　七枝
川島ひとみ

１回戦　宮　城 2-0 鹿児島
２回戦　宮　城 0-2 福　岡

第12回2014（H26） 53 山本　恭子
斎藤佐枝子

福岡　美鈴
佐藤　弥生 42 鈴木千登世

髙橋　明子
安達佳代子
真浦　増美 ２回戦　宮　城 0-2 滋　賀

第13回2015（H27） 52 城戸　八澄
真浦　増美

髙橋いづみ
竹ヶ原靖子 50 今野奈美子

佐藤由美子
根木　和子
小山内　玲

Step up の部 全国大会決勝の部
全国決勝大会

（全国大会決勝の部優勝者）参加
組数 優　勝 準優勝 参加

組数 優　勝 準優勝

第７回2011（H23） 9 大西　朋子
村上　祐子

阿部多賀栄
鈴木　弥生 51 佐藤　弘子

小山　泰子
本郷　正江
木皿　里美

３・４位トーナメント
１Ｒ　宮　城 4-1 岩　手
２Ｒ　宮　城 1-4 徳　島

第８回2012（H24） 20 丸山由美子
森　　　薫

青木美由紀
飯沼恵美子 85 丹野　恭子

鈴木千登世
鈴木　小巻
畠山　知子

３・４位トーナメント
２Ｒ　宮　城 4-2 北海道
３Ｒ　宮　城 1-4 三　重

第９回2013（H25） 13 野際　由香
鈴木久美子

黒木かほる
下之園理津子 82 雨宮　美那

洞口　由紀
佐藤　弥生
森谷　友子

３・４位トーナメント優勝
２Ｒ　宮　城 4-2 千　葉
３Ｒ　宮　城 4-3 山　梨
ＳＦ　宮　城 4-3 岡　山

　　Ｆ　宮　城 4-3 長　崎　
　

第10回2014（H26） 12 高橋美千代
林　　陽子

米地亜由美
船木　史代 64 浜野　浩美

脇元　千佳
高橋　祥子
河田　文子

３・４位トーナメント
１Ｒ　宮　城 1-4 大　分

第11回2015（H27） 8 高橋　美幸
柳　　順子

赤坂　香織
大友　真紀 64 赤間裕美子

竹ヶ原靖子
石垣由喜子
山本　恭子

※第７回大会より日本女子テニス連盟宮城県支部主管により予選会が行なわれる

大 会 記 録
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ミズノレディーステニストーナメント

ル　ビ　ー　杯 サファイア杯

参加
組数 優　　　勝 準　優　勝 参加

組数 優　　　勝 準　優　勝

第６回
2006（H18） 56 中　川　奈　美

大　友　香　織
伊　藤　加代子
日　高　ひとみ

第３回
2006（H18） 32 佐　藤　弥　生

米　川　俊　子
今　野　奈美子
佐　藤　由美子

第７回
2007（H19） 56 須　田　恵　子

阿　部　まゆみ
新　迫　美枝子
中　角　久美子

第４回
2007（H19） 41 竹ヶ原　靖　子

阿　部　淳　子
今　野　奈美子
佐　藤　由美子

第８回
2008（H20） 45 髙　橋　理　花

森　谷　友　子
大　場　美　紀
豊　田　光　子

第５回
2008（H20） 37 加　納　優　子

小　山　泰　子
丹　野　恭　子
蘇　武　智恵子

第９回
2009（H21） 54 遠　藤　のり子

髙　橋　和　子
大　場　美　紀
豊　田　光　子

第６回
2009（H21） 32 兵　藤　順　子

細　谷　恵美子
髙　橋　いづみ
赤　間　裕美子

第 10 回
2010（H22） 48 芳　賀　朱　美

菊　池　ミ　サ
高　橋　美智子
佐　藤　淑　枝

第７回
2010（H22） 39 高　橋　祥　子

河　田　文　子
鈴　木　ひ　さ
赤　間　裕美子

2011（H23） 東日本大震災の為中止 2011（H23） 東日本大震災の為中止

第 11 回
2012（H24） 65 大　西　朋　子

金　盛　千　穂
山　田　加奈子
渡　部　真　理

第８回
2012（H24） 46 高　橋　祥　子

河　田　文　子
髙　橋　いづみ
今　野　奈美子

第 12 回
2013（H25） 63 田　中　眞理恵

山　下　理　恵
阿　部　博　子
鈴　木　茂　子

第９回
2013（H25） 45 安　達　佳代子

髙　橋　明　子
渡　邉　千　尋
兵　藤　順　子

第 13 回
2014（H26） 55 八　巻　美　恵

後　藤　京　子
立　野　由　美
佐　藤　美　和

第 10 回
2014（H26） 48 赤　間　裕美子

大　友　香　織
小　山　泰　子
佐　藤　由美子

第 14 回
2015（H27） 52 加　藤　幸　枝

橋　口　敏　子
米　地　亜由美
船　木　史　代

第 11 回
2015（H27） 45 佐　藤　由美子

今　野　奈美子
佐　藤　弥　生
森　谷　友　子

パ　ー　ル　杯 クリスタル杯

参加
組数 優　　　勝 準　優　勝 参加

組数 優　　　勝 準　優　勝

第４回
2006（H18） 6 菊　池　啓　子

岡　田　ナナ子
糸　井　郁　子
金　谷　まゆみ

第１回
2012（H24） 22 吉　田　泰　子

根　本　真　弓
中　川　かがり
相　澤　　　歩

第５回
2007（H19） 7 日　高　登志子

山　崎　由美子
西　城　さち江
大　槻　律　子

第２回
2013（H25） 22 加　藤　恵　美

飯　野　亜矢子
斎　藤　秋　実
菊　地　あつ子

第６回
2008（H20） 4 木　坂　裕　子

大　山　千鶴子
川　原　悦　子
南　谷　綾　乃

第３回
2014（H26） 25 米　地　亜由美

藤　田　恵　美
五十嵐　雅　子
土　井　美貴子

第７回
2009（H21） 11 木　坂　裕　子

引　地　愛　子
大　山　千鶴子
埣　浦　一　恵

第４回
2015（H27） 18 松　居　和　世

阿　部　百合子
須　田　る　み
古　川　悦　子

第８回
2010（H22） 16 木　坂　裕　子

野　島　かよ子
川　原　悦　子
大　山　千鶴子

2011（H23） 東日本大震災の為中止

第９回
2012（H24） 11 木　坂　裕　子

梅　沢　美　智
菊　地　ちか子
斉　藤　由希子

第 10 回
2013（H25） 5 加　藤　志津子

斉　藤　由希子
鈴　木　賀代子
川　原　悦　子

第 11 回
2014（H26） 8 木　坂　裕　子

梅　沢　美　智
木　村　七　枝
川　島　ひとみ

第 12 回
2015（H27） 18 赤　坂　節　子

柴　山　いなみ
佐　藤　茂　子
水　戸　真理子
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クラス 参加組数 優　　　勝 準　優　勝

第 19 回
2005（H17）

Ａ 52 本　郷　正　江　・　米　川　俊　子 渋　谷　優　子　・　鈴　木　ひ　さ
Ｂ 54 中　川　奈　美　・　菅　野　　　愛 大　友　香　織　・　佐　野　広　美
Ｃ 30 福　王　千鶴子　・　村　上　悦　子 樋　口　美也子　・　菊　地　千鶴子
Ｄ 12 野　村　真砂子　・　竹　内　栄　子 大　塚　史　子　・　鈴　木　早　苗

第 20 回
2006（H18）

Ａ 48 本　郷　正　江　・　高　嶋　俊　子 髙　橋　いづみ　・　大　沼　明　子
Ｂ 44 遠　藤　のり子　・　芳　賀　朱　美 岩　切　和　佳　・　辺　見　真寿子
Ｃ 21 植　松　利江子　・　藤　田　ななえ 畠　山　知　子　・　工　藤　直　子
Ｄ 20 柿　崎　貞　子　・　小　幡　あつ子 平　川　節　子　・　森　　　千代子

第 21 回
2007（H19）

Ａ 47 髙　橋　いづみ　・　赤　間　裕美子 大　沼　明　子　・　渡　辺　美智子
Ｂ 37 山　本　恭　子　・　庄　子　　　緑 大　場　美　紀　・　豊　田　光　子
Ｃ 25 藤　澤　紀　子　・　佐　藤　ほずみ 村　上　みち子　・　阿　部　佳　代
Ｄ 17 阿　部　芳　江　・　田　中　眞理恵 大　西　朋　子　・　金　盛　千　穂

第 22 回
2008（H20）

Ａ 49 加　納　優　子　・　小　山　泰　子 渋　谷　優　子　・　佐　藤　弘　子
Ｂ 44 小　林　淳　子　・　髙　橋　和　子 雨　宮　美　那　・　佐　藤　　　忍
Ｃ 26 長　沼　恵久子　・　山　下　理　恵 中　鉢　裕　美　・　伊　藤　美　香
Ｄ 29 大　塚　典　子　・　中　川　栄　子 秋　本　正　江　・　下井田　佳　枝

第 23 回
2009（H21）

Ａ 51 武　田　澄　子　・　鈴　木　ひ　さ 赤　間　裕美子　・　木　皿　里　美
Ｂ 42 佐　藤　茂　子　・　大　嶋　真由美 折　橋　律　子　・　石　畠　弘　恵
Ｃ 26 柴　田　あゆみ　・　姉　帯　　　泉 足　立　敦　子　・　小　野　みゆき
Ｄ 32 四　倉　浩　子　・　加　藤　信　美 土　井　美貴子　・　菅　野　今日子

第 24 回
2010（H22）

Ａ 53 鈴　木　ひ　さ　・　赤　間　裕美子 木　皿　里　美　・　藤　山　俊　子
Ｂ 48 長　沼　恵久子　・　山　下　理　恵 宍　戸　和　子　・　長　田　みどり
Ｃ 31 中　川　栄　子　・　田　中　眞理恵 四　倉　浩　子　・　加　藤　信　美
Ｄ 26 岩　瀬　京　子　・　石　崎　真由美 阿　部　多賀栄　・　小　國　早由里

第 25 回
2011（H23）

Ａ 50 鈴　木　小　巻　・　畠　山　知　子 山　田　由美子　・　洞　口　由　紀
Ｂ 37 片　山　千恵美　・　八　巻　美　恵 植　松　利江子　・　田　中　眞理恵
Ｃ 27 松　浦　木綿子　・　佐　川　美　涼 山　田　加奈子　・　渡　部　真　理
Ｄ 17 阿　部　多賀栄　・　小　鹿　美　香 中　川　かがり　・　南　　　史　恵

第 26 回
2012（H24）

Ａ 48 鈴　木　小　巻　・　畠　山　知　子 赤　坂　節　子　・　熊　谷　智　子
Ｂ 29 大　西　朋　子　・　金　盛　千　穂 藤　野　良　子　・　庄　司　明　美
Ｃ 27 青　木　美由紀　・　千　田　祐　子 斎　藤　みゆき　・　五十嵐　由美子
Ｄ 17 畠　山　千代子　・　小　幡　聖　子 高　橋　美　幸　・　菊　地　康　子

第 27 回
2013（H25）

Ａ 48 小　山　泰　子　・　佐　藤　由美子 佐　藤　弥　生　・　森　谷　友　子
Ｂ 29 村　上　句　美　・　山　陰　あや子 七　崎　朱　美　・　藤　田　ななえ
Ｃ 30 橋　口　敏　子　・　森　　　千代子 丸　山　由美子　・　森　　　　　薫
Ｄ 16 大　竹　淳　子　・　松　村　加奈子 米　地　亜由美　・　菅　野　ゆきえ

第 28 回
2014（H26）

Ｓ 12 鈴　木　ひ　さ　・　赤　間　裕美子 佐　藤　弥　生　・　森　谷　友　子
Ａ 41 阿　部　まゆみ　・　西　村　亜希子 五十嵐　悦　子　・　渡　辺　澄　子
Ｂ 27 橋　口　敏　子　・　森　　　千代子 森　　　　　薫　・　丸　山　由美子
Ｃ 23 米　地　亜由美　・　船　木　史　代 門　間　篤　子　・　村　上　祐　子
Ｄ 14 伊　藤　恵　理　・　橋　浦　好　美 後　藤　伸　恵　・　笹　谷　文　恵

大 会 記 録
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オータムレディーステニス

優　　　勝 準　優　勝

第４回 2006（H18）
参加組数37組（222名）

「六福星」
武田　澄子　　渋谷　優子　　小山　泰子
鈴木　ひさ　　赤間裕美子　　髙橋いづみ

「とりあえずキリン」
大沼　明子　　大山千鶴子　　本郷　正江
石亀　幸子　　米川　俊子　　佐藤　弥生

第５回 2007（H19）
参加組数30組（180名）

「豚・珍・乾」
渋谷　優子　　佐竹　英子　　加納　優子
城戸　八澄　　赤間裕美子　　桐井　節子

「敵は自分」
川島ひとみ　　木村　七枝　　戸叶千代子
須田　恵美　　渡辺　　薫　　安達佳代子

第６回 2008（H20）
参加組数39組（234名）

「敵は自分」
川島ひとみ　　渡辺　　薫　　佐藤由美子
木村　七枝　　須田　恵美　　今野奈美子

「Jaga bee」
飯田千加子　　大山千鶴子　　本郷　正江
野島かよ子　　埣浦　一恵　　佐藤　弥生

第７回 2009（H21）
参加組数36組（216名）

「ひとまかせ→かみだのみ」
渋谷　優子　　佐藤　弘子　　渡辺　　薫
小山　泰子　　鈴木　ひさ　　須田　恵美

「えらいこっちゃ」
川島ひとみ　　木村　七枝　　城戸　八澄
菅野　　愛　　竹ヶ原靖子　　阿部　淳子

第８回 2010（H22）
参加組数37組（222名）

「えらいこっちゃⅢ」
川島ひとみ　　木村　七枝　　竹ヶ原靖子
城戸　八澄　　菅野　　愛　　阿部　淳子

「ピンクで勝負‼」
柴原　文恵　　山田由美子　　河田　文子
本郷　正江　　高橋　祥子　　根木　和子

第９回 2011（H23）
参加組数39組（234名）

「バラエティパック '11」
安達佳代子　　木村　七枝　　本郷　正江
笹原　祥子　　渡邉　千尋　　遠藤　明子

「なじょした・ジャポン」
大山千鶴子　　兵藤　順子　　山内　伸子
埣浦　一恵　　大沼　明子　　細谷恵美子

第 10 回 2012（H24）
参加組数39組（234名）

「すったもんだで…」
大友　香織　　木村　七枝　　笹原　祥子
島崎寿美子　　櫻井　志保　　木皿　里美

「よらんせ」
佐藤　茂子　　瀧澤　厚子　　滝口　政子
遠藤　慶子　　赤澤　康子　　石畠　弘恵

第 11 回 2013（H25）
参加組数50組（300名）

「デンジャラスゾーン」
髙橋いづみ　　武田　澄子　　今野奈美子
大友　香織　　赤間裕美子　　佐藤由美子

「おもてナッシー」
城戸　八澄　　遠藤　明子　　笹原　祥子
阿部　淳子　　安達佳代子　　髙橋　明子

第 12 回 2014（H26）
参加組数46組（276名）

「バブル・ん♪」
澤口千雅子　　大山千鶴子　　小山　泰子
山田由美子　　渡邉　千尋　　細谷香名子

「他人の関係」
真浦　増美　　城戸　八澄　　高橋　祥子
河田　文子　　髙橋いづみ　　安達佳代子
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ
優　勝 準優勝 優　勝 準優勝 優　勝 準優勝

第 10 回 2005（H17）
佐藤　弥生
渡辺美智子

米川　俊子
大沼　明子

兵藤　順子
洞口　由紀

佐藤裕美子
堀　　節子

霜出　泰子
柴山　文恵

木坂　裕子
川原　悦子

参加
組数

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
36 70 12

第 11 回 2006（H18）
渡邉　千尋
大沼　明子

渋谷　優子
赤間裕美子

前田　幸代
真浦　増美

本郷　正江
大山千鶴子

木村　七枝
川島ひとみ

庄子　和恵
菊地千鶴子

参加
組数

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
46 52 25

第 12 回 2007（H19）
佐藤裕美子
佐藤　弥生

岡部恵理子
赤間裕美子

加納　優子
小山　泰子

丹野　恭子
大沼　明子

渋谷　優子
佐藤　弘子

木村　七枝
川島ひとみ

参加
組数

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
46 41 22

第 13 回 2008（H20）
髙橋いづみ
赤間裕美子

竹ヶ原靖子
加藤　奈古

鈴木　ひさ
佐藤　弥生

本郷　正江
大沼　明子

木村　七枝
川島ひとみ

柴原　文恵
根木　和子

参加
組数

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
32 47 28

第 14 回 2009（H21）
佐藤　弥生
細谷恵美子

浦野佳代子
目黒　昭美

岡部恵理子
赤間裕美子

木村　七枝
鈴木　ひさ

武田　澄子
佐藤　弘子

柴原　文恵
根木　和子

参加
組数

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
40 43 31

第 15 回 2010（H22）
髙橋いづみ
伊藤　由理

鈴木　有香
大沼　明子

赤間裕美子
鈴木　ひさ

遠藤　順子
斉藤　和枝

佐藤　弘子
小山　泰子

赤坂　節子
熊谷　智子

参加
組数

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
38 39 45

第 16 回 2011（H23）
大沼　明子
佐藤　弥生

雨宮　美那
棚橋　有紀

阿部まゆみ
引地　愛子

赤坂　節子
熊谷　智子

柴原　文恵
根木　和子

川島ひとみ
澤口千雅子

参加
組数

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
51 41 9

第 17 回 2012（H24）
佐藤由美子
櫻井　志保

渡邉　千尋
兵藤　順子

山田由美子
洞口　由紀

鈴木　ひさ
赤間裕美子

川島ひとみ
平　真喜子

木村　七枝
佐藤　弘子

参加
組数

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
44 39 17

第 18 回 2013（H25）
大友　香織
今野奈美子

佐藤　弥生
森谷　友子

赤間裕美子
鈴木　ひさ

兵藤　順子
小山　泰子

川島ひとみ
木村　七枝

佐藤　弥生
武田　澄子

参加
組数

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
47 41 24

第 19 回 2014（H26）
赤間裕美子
大友　香織

佐藤　　忍
佐藤麻衣子

今野奈美子
竹ヶ原靖子

小山　泰子
佐藤由美子

渡邉　千尋
佐藤　弘子

川島ひとみ
斎藤佐枝子

参加
組数

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
27 43 35

大 会 記 録
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東北道３県・東北道４県テニス交流会

東北道３県（栃木・福島・宮城）テニス交流会 参加選手（サファイア杯より８名、ルビー
杯より６名による代表選手）

第４回
2006（H18）

６月８日

佐　藤　弥　生・米　川　俊　子　　　今　野　奈美子・佐　藤　由美子
赤　間　裕美子・木　皿　里　美　　　高　瀬　　　薫・小　山　泰　子
中　川　奈　美・大　友　香　織　　　伊　藤　加代子・日　高　ひとみ
大　場　美　紀・松　永　智　子

福島県郡山市庭球場
３位

第５回
2007（H19）

６月７日

竹ヶ原　靖　子・阿　部　淳　子　　　今　野　奈美子・佐　藤　由美子
高　瀬　　　薫・米　川　俊　子　　　佐　藤　弥　生・佐　藤　裕美子
須　田　恵　子・阿　部　まゆみ　　　新　迫　美栄子・中　角　久美子
吉　田　ひとみ・森　谷　友　子

福島市庭球場
１位

第６回
2008（H20）

６月 10 日

加　納　優　子・小　山　泰　子　　　丹　野　恭　子・蘇　武　智恵子
大　沼　明　子・髙　橋　いづみ　　　山　田　由美子・真　浦　増　美
髙　橋　理　花・森　谷　友　子　　　大　場　美　紀・豊　田　光　子
庄　司　明　美・髙　橋　和　子

福島県郡山市庭球場
２位

第７回
2009（H21）

5 月 29 日

兵　藤　順　子・細　谷　恵美子　　　髙　橋　いづみ・赤　間　裕美子
竹ヶ原　靖　子・阿　部　淳　子　　　松　原　ひろみ・遠　藤　明　子
遠　藤　のり子・髙　橋　和　子　　　大　場　美　紀・豊　田　光　子
庄　子　　　緑・雨　宮　美　那

福島市庭球場
優勝

東北道４県（群馬・栃木・福島・宮城）テニス交流会 代表選手（サファイア杯より８名、ルビー
杯より８名）16 名の代表選手

第８回
2010（H22）

５月 25 日

高　橋　祥　子・河　田　文　子　　　鈴　木　ひ　さ・赤　間　裕美子
洞　口　由　紀・大　沼　明　子　　　今　野　奈美子・佐　藤　由美子
芳　賀　朱　美・菊　池　ミ　サ　　　高　橋　美智子・佐　藤　淑　枝
栗　城　励　子・大　塚　典　子　　　西　川　まゆみ・水　戸　真理子

福島県郡山庭球場
２位

2011（H23） 東日本大震災の為中止　＊宮城を除く３県で親睦テニス大会開催

第９回
2012（H24）

５月 22 日

高　橋　祥　子・河　田　文　子　　　髙　橋　いづみ・今　野　奈美子
兵　藤　順　子・赤　間　裕美子　　　川　島　ひとみ・佐　藤　由美子
大　西　朋　子・金　盛　千　穂　　　山　田　加奈子・渡　部　真　理
伊　藤　美　香・岡　田　法　子　　　村　上　悦　子・長谷山　真姫子

福島県郡山庭球場
３位

第 10 回
2013（H25）

６月４日

安　達　佳代子・髙　橋　明　子　　　渡　邉　千　尋・兵　藤　順　子
木　村　七　枝・佐　藤　由美子　　　澤　口　千雅子・斎　藤　佐枝子
田　中　眞理恵・山　下　理　恵　　　阿　部　博　子・鈴　木　茂　子
庄　司　明　美・藤　野　良　子　　　四　倉　浩　子・加　藤　信　美

福島県郡山庭球場
３位

第 11 回
2014（H26）

６月 13 日

赤　間　裕美子・大　友　香　織　　　小　山　泰　子・佐　藤　由美子
渡　邉　千　尋・佐　藤　弘　子　　　鈴　木　小　巻・菅　野　　　愛
八　巻　美　恵・後　藤　京　子　　　立　野　由　美・佐　藤　美　和
大　嶋　真由美・青　木　美由紀　　　岩　瀬　京　子・泉　田　利美子

福島県郡山庭球場
２位

第 12 回
2015（H27）

5 月 26 日

佐　藤　由美子・今　野　奈美子　　　佐　藤　弥　生・森　谷　友　子
目　黒　昭　美・阿　部　淳　子　　　鈴　木　小　巻・西　村　亜希子
加　藤　幸　枝・橋　口　敏　子　　　米　地　亜由美・船　木　史　代
森　　　千代子・菊　地　さとみ　　　細　谷　香名子・藤　田　ななえ

（サファイア杯４位　佐藤弘子・渡邉千尋組が欠場の為、鈴木・西村組が繰り上がり出場）

福島県郡山庭球場
２位
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日韓親善テニス大会
新青森県総合運動公園（青い森アリーナ）

№１ №２ №３ 団　長 監　督 結　果
第 27 回

2008（H20）
５月 28 日～ 30 日

佐藤　弥生
佐藤裕美子
（宮城県）

工藤ゆかり
金石麻由子
（北海道）

越田　幸代
増本　尚子
（青森県）

飯田　　藍 星山笑惟子 日本１－２韓国

南東北３県（福島・山形・宮城）対抗戦
３県による団体対抗戦　１チーム 10 ペア　５種目
◦全国レディーステニス大会　各県大会 ４位・５位
◦ピンクリボンレディーステニス大会　各県大会　一般の部 ２位・３位
◦ピンクリボンレディーステニス大会　各県大会　50 歳以上の部 ２位・３位
◦桑名杯レディーステニス大会 by DUNLOP　各県大会 ２位・３位
◦東北レディース県団体対抗戦大会　各県予選大会　60 歳以上の部 ２位・３位

開　　　催　　　日 会　　　　　　　　　　場
第１回　2008 年（H20）　10 月 15 日 シェルコムせんだい
第２回　2009 年（H21）　10 月４日 山形県総合運動公園テニスコート
第３回　2010 年（H22）　10 月６日 福島県郡山庭球場
第４回　2011 年（H23）　10 月７日 シェルコムせんだい
第５回　2012 年（H24）　10 月９日 山形県総合運動公園テニスコート
第６回　2013 年（H25）　10 月３日 福島県福島市庭球場
第７回　2014 年（H26）　10 月２日 シェルコムせんだい
第８回　2015 年（H27）　10 月１日 山形県総合運動公園テニスコート

大 会 記 録

　全国大会、東北大会まであと一歩届
かなった選手が力をつけるために始
まった対抗戦。３県持ち回りで開催し
ています。
　スキルアップをして来年こそは…　
代表に！
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東北レディース県団体対抗戦

大 会 記 録

参　　加　　選　　手 会　　　場 戦績

第20回
2006（H18）

９月23日・24日

一　　般 佐　藤　弘　子　　　小　山　泰　子

盛岡市立スポーツセンター ５位

30 歳以上 佐　藤　弥　生　　　米　川　俊　子
40 歳以上 岡　部　恵理子　　　鈴　木　ひ　さ
50 歳以上 渋　谷　優　子　　　武　田　澄　子
桑 名 杯 庄　子　晴　美　　　荒　木　美　枝

桑名杯優勝者　佐藤まゆみ・庄司明美組が欠場の為、
庄子・荒木組が出場

第21回
2007（H19）

11月20日・21日

一　　般 岡　部　恵理子　　　赤　間　裕美子

泉総合運動場　泉庭球場
　シェルコムせんだい ５位

30 歳以上 斎　藤　佐枝子　　　細　谷　恵美子
40 歳以上 今　野　奈美子　　　佐　藤　由美子
50 歳以上 渋　谷　優　子　　　城　戸　八　澄
60 歳以上 置　田　真樹子　　　安　藤　伸　子
桑 名 杯 武　田　ユ　カ　　　小笠原　久美子

第22回
2008（H20）

９月27日・28日

一　　般 岡　部　恵理子　　　赤　間　裕美子

秋田中央公園テニスコート ５位

30 歳以上 髙　橋　いづみ　　　大　沼　明　子
40 歳以上 鈴　木　ひ　さ　　　佐　藤　弥　生
50 歳以上 丹　野　恭　子　　　蘇　武　智恵子
60 歳以上 安　藤　伸　子　　　置　田　真樹子
桑 名 杯 小　林　淳　子　　　佐　藤　淑　枝

（2006～2008北海道が参加）

第23回
2009（H21）

９月23日・24日

一　　般 岡　部　恵理子　　　赤　間　裕美子

郡山市庭球場 優勝

30 歳以上 髙　橋　いづみ　　　小　山　泰　子
40 歳以上 今　野　奈美子　　　佐　藤　由美子
50 歳以上 渋　谷　優　子　　　佐　藤　弘　子
60 歳以上 本　野　ゆみ子　　　冨　田　佳　子
桑 名 杯 栗　城　励　子　　　大　塚　典　子

第24回
2010（H22）

９月25日・26日

一　　般 鈴　木　ひ　さ　　　赤　間　裕美子

山形県総合運動場 ３位

30 歳以上 髙　橋　いづみ　　　伊　藤　由　理
40 歳以上 高　橋　祥　子　　　河　田　文　子
50 歳以上 木　皿　里　美　　　藤　山　敏　子
60 歳以上 柴　原　文　恵　　　武　田　澄　子
桑 名 杯 中　鉢　裕　美　　　堀　川　幸　子

第25回
2011（H23)

９月24日・25日

一　　般 今　野　奈美子　　　佐　藤　由美子

新青森県総合運動公園
　テニスコート ３位

30 歳以上 竹ヶ原　靖　子　　　阿　部　淳　子
40 歳以上 武　田　澄　子　　　鈴　木　ひ　さ
50 歳以上 佐　藤　弘　子　　　小　山　泰　子
60 歳以上 本　野　ゆみ子　　　岡　田　ナナ子
桑 名 杯 伊　藤　美　香　　　藤　野　良　子
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参　　加　　選　　手 会　　　場 戦績

第26回
2012（H24)

９月29日・30日

一　　般 鈴　木　ひ　さ　　　赤　間　裕美子

盛岡市太田スポーツセンター
　テニスコート ４位

30 歳以上 本　郷　正　江　　　佐　藤　弥　生
40 歳以上 高　橋　祥　子　　　河　田　文　子
50 歳以上 佐　藤　弘　子　　　小　山　泰　子
60 歳以上 根　木　和　子　　　菊　地　ちか子
桑 名 杯 石　山　祐　子　　　秋　葉　洋　子

30 歳以上の優勝者　遠藤のり子・五十嵐悦子組が欠場
の為、本郷・佐藤組が出場

第27回
2013（H25)

９月28日・29日

一　　般 森　谷　友　子　　　佐　藤　弥　生

秋田県立中央公園
　テニスコート 3 位

30 歳以上 鈴　木　ひ　さ　　　赤　間　裕美子
40 歳以上 今　野　奈美子　　　髙　橋　いづみ
50 歳以上 小　山　泰　子　　　佐　藤　由美子
55 歳以上 熊　谷　智　子　　　赤　坂　節　子
60 歳以上 佐　藤　弘　子　　　武　田　澄　子
桑 名 杯 青　木　美由紀　　　桑　原　里　花

桑名杯優勝者　稽古庵良枝・斎藤美奈子組が欠場の為、
青木・桑原組が出場

第28回
2014（H26)

９月27日・28日

一　　般 佐　藤　弥　生　　　森　谷　友　子

泉総合運動場　泉庭球場
　シェルコムせんだい 優勝

30 歳以上 鈴　木　ひ　さ　　　赤　間　裕美子
40 歳以上 高　橋　祥　子　　　河　田　文　子
50 歳以上 小　山　泰　子　　　佐　藤　由美子
55 歳以上 城　戸　八　澄　　　赤　坂　節　子
60 歳以上 武　田　澄　子　　　佐　藤　弘　子
桑 名 杯 森　　　千代子　　　橋　口　敏　子

第29回
2015（H27)

９月26日・27日

一　　般 鈴　木　千登世　　　髙　橋　明　子

福島市庭球場 優勝

30 歳以上 鈴　木 　ひ　さ　　　大　友　香　織
40 歳以上 鈴　木　小　巻　　　渡　邉　千　尋
50 歳以上 今　野　奈美子　　　佐　藤　由美子
55 歳以上 兵　藤　順　子　　　小　山　泰　子
60 歳以上 佐　藤　弘　子　　　武　田　澄　子
桑 名 杯 菅　野　寿美子　　　森　　　洋　子

大 会 記 録
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母と子のテニス大会

母と子のテニス大会
種　　目 参　加　数 優　　　勝 準　優　勝

第 15 回
2006（H18)

９月２日

小学生　低学年の部 ８ 阿部　淳子・仁実 本野ゆみ子・安達　理奈
小学生　高学年の部 15 田中　佳子・美帆 太田まり子・風花
初 心 者 講 習 会 子供 33 名　大人 24 名

第 16 回
2007（H19)
６月 30 日

小学生　低学年の部 ８ 青木亜紀子・一真 岡崎　晶子・智季
小学生　高学年の部 12 後藤　京子・雅仁 阿部　淳子・仁実
中　学　生　の　部 ５ 日下　直子・恵理香 佐藤　恵理・碧乃
高校生　男子の部 ５ 今野奈美子・夏樹 田島　成子・紀政
高校生　女子の部 ３ 阿部美智子・愛理奈 熊谷　智子・紀恵
初 心 者 講 習 会 子供 16 名　大人 12 名

母と子のエンジョイテニス
種　　目 参　加　数 優　　　勝 準　優　勝

第 17 回
2008（H20)

8 月 12 日

小学生　低学年の部 ４ 八柳　真紀・朝陽 影山千恵子・隼也
小学生　高学年の部 19 千葉　智恵・理沙 小鹿　美香・なつめ
中　学　生　の　部 ４ 田中　佳子・美帆 新迫美栄子・亮介
高校生　男子の部 ３ 佐々木浩子・理帆 尾嵜恵美子・裕哉
初 心 者 講 習 会 子供 15 名　大人 13 名

ファミリーエンジョイテニス
種　　目 参　加　数 優　　　勝 準　優　勝

第 18 回
2009（H21）

８月 22 日

小学生３・４年の部 ７ 田畑　裕美・大智 八柳　真紀・朝陽
小学生５・６年の部 ８ 望月　秀子・友吾 阿部　淳子・仁実
講　習　会　の　部 子供 18 名　保護者 21 名

第 19 回
2010（H22)
７月 31 日

小学生４・５年の部 ５ 八柳　真紀・朝陽 奥山　　綾・瑞希
小 学 生 ６ 年 の 部 ６ 伊藤　由理・早希 畠山　知子・湧志
講　習　会　の　部 子供 35 名　保護者 33 名

第 20 回
2011（H23)

８月９日

小学生２・３・４年の部 ３ 後藤　京子・亮太
小 学 生 ６ 年 の 部 ４ 八柳　真紀・朝陽
講　習　会　の　部 子供 29 名　保護者 20 名

ファミリーエンジョイテニス（スポンジボール使用） PLAY & STAY（レッドボール使用）
参　　　加　　　数 参　　　加　　　数

第 21 回
2012（H24）

７月 21 日
未就学児 26 名　　保 護 者 24 名

第
１
回

小学生 24 名　　保護者 17 名

第 22 回
2013（H25）

７月 27 日
未就学児 26 名　　保 護 者 22 名

第
２
回

小学生 18 名　　保護者 17 名

第 23 回
2014（H26）

８月 30 日
未就学児 20 名　　保 護 者 20 名

第
３
回

小学生 32 名　　保護者 23 名

第 24 回
2015（H27）

７月 25 日
未就学児 13 名　　保 護 者 13 名

第
４
回

小学生 27 名　　保護者 18 名
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─ 母と子の思い出 ─

泉　田　利美子　

　息子が高１で国体選手になった頃から『泉田峻君のお母さんです』と紹介されることが多くな
りました。そんな息子がテニスと出会ったのは私のテニス教室がきっかけです。
　私が初めてテニスをしたのは仙台市のテニス教室で、貸しラケットからのスタートでした。そ
れから 17 年になります。テニスの魅力に取り付かれた私は、子供にも同じ楽しさを体験させた
いと思い、小学校３年生だった息子をクラブに通わせ始めました。
　私は試合に出てもなかなか勝てないというレベルだったにもかかわらず、息子が小、中、高と
３回も一緒に試合に出ています。そのうち２回は『母と子のテニス大会』です。
　最初は６年生の時でした。参加者が少なかったからか、息子が所属していたテニスクラブの
育成ジュニアと女子連役員さんの仮親子ペアが何組か結成されていました。早生まれで小柄だっ
た息子と経験値の低い私ではあっさりと負けてしまいました。
　お母さん達は対戦相手の子供さんにうっかり本気ボールを打たないように注意しながらのプ
レー。でも、お母さん達の甘いボールにジュニア達は容赦なしです。試合によっては子供同士、
母同士の対決だったりもします。
　リベンジをかけて、息子が中２の時にもう一度出ました。私に出来ることは、試合毎に孤軍奮
闘している息子の足を引っ張らないようにするだけでした。何とか優勝、記念撮影で頂いたポラ
ロイド写真は、私よりも身長が 10 センチ程低く、まだ幼さが残る息子とのツーショット。
　社会人になった今でも、東京で実業団の試合などに出てテニスを続けています。テニス観戦が
好きな私は息子の全小コンソレから始まって、国体、インターハイ、インカレなど全国大会は全
て観戦してきましたが、そろそろ終わりになりそうです。
　沢山の思い出をもらいました。

大 会 記 録
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思い出のスナップ集
2005 ～ 2015
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泉パークタウンテニスクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　
　多くの緑に囲まれた自然豊かな環境のもと、
老若（？）男女が集い、好きな時に、好きなだ
けテニスを楽しんでいます。
　メンバーはエンジョイ派から競技志向の方ま
でと、レベルの幅が広く、また、年齢の幅も広
いため、それぞれに合った楽しみ方で、様々な
テニスをプレイしています。
　誰とでも気軽に楽しめる、そんな和気あいあ
いとした雰囲気のクラブです。

テ ニ ス ク ラ ブ
＆

サークル紹介（50 音順）

アクアマリンテニスクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　
　仙台市泉区で活動している主婦中心の硬式テニスサーク
ルです。火・木 10 時～ 12 時、泉総合運動場庭球場、七北
田公園庭球場にて月５回レッスンを行っています。
　現在 17 名のメンバーで２コートに分かれて、レベルアッ
プを目指して楽しくプレイしています。初級者から上級者
まで年齢層も幅広く和気藹々と練習しています。
　現在メンバー募集中ですので興味のある方は是非体験参
加においで下さい。
　賑やかなメンバーと一緒にテニスを楽しみましょう。

アニーズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　私達アニーズは、毎週火曜日・木曜日の午後、主にシェ

ルコム、泉コートでメンバーを中心としたゲーム形式練習

をしています。梅雨時、冬場でもテニスを楽しめるよう室

内コートで活動していますので、お時間の合う方、試合前

など、関心のある方の参加、おまちしております。

　私達アニーズは、毎週火曜日・木曜日の午後、主にシェ

ルコム、泉コートでメンバーを中心としたゲーム形式練習

をしています。梅雨時、冬場でもテニスを楽しめるよう室

内コートで活動していますので、お時間の合う方、試合前

など、関心のある方の参加、おまちしております。
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インドアスポーツコート　ディアス中山テニススクール　　　　
　仙台市の中心部から車で 15 分、青葉区中山に 2014 年秋

に新規オープンしました。冷暖房完備のインドアコート２

面、休憩ラウンジ、更衣室、シャワールーム、トイレ、無

料駐車場など充実した設備を完備しています。一般・ジュ

ニアテニススクールや、どなたでもご利用できるプライ

ベートレッスン、テーマ別特別レッスン、コートレンタル

などあらゆるテニスシーンを応援、サポートします。

ウイニングショット　あすと長町校　　　　　　　　　　　　　

　男女一緒のレベル別クラスは、若い方、年配の方いろいろな方がいます。勢い

のあるボール、味のあるボールなど毎回多彩なボールが練習できます。

　またジュニアのほか、女子にも競技者向けのレディースダブルスクラスがあり、

それぞれペアを組んで大会に出る人が増えています。どんなお揃いのウエア（仮

装？）にするか、テニス以上にみんなで力を合わせています。

ＳＴ－ＰＡＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　女子連 30 周年おめでとうございます。

　ST-PAL も 18 年になりました。

　メンバーも若干変わりましたが、気持ち

はあの頃のまま、湿布はる事も多くなった

けど、いつも元気に頑張っています。

泉レディーステニスクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　
　私たち泉レディーステニスクラブは、数十年前に出来た
サークルです。
　主に泉コートで、週２回（水曜・金曜ＡＭ）活動してい
ます。メンバーは、30 代～ 70 代の主婦がメインです。
　ひとクラス十数名で３クラスあり、コーチの指導の下、
毎回色々なメニューで、練習をしています。レッスン後に
は、有志でコートを借りて、ゲームをしたりと、和気あい
あいとしたサークルです。
　随時会員を募集しています。見学も大歓迎です。是非遊
びにいらして下さい。

　私たち泉レディーステニスクラブは、数十年前に出来た
サークルです。
　主に泉コートで、週２回（水曜・金曜ＡＭ）活動してい
ます。メンバーは、30 代～ 70 代の主婦がメインです。
　ひとクラス十数名で３クラスあり、コーチの指導の下、
毎回色々なメニューで、練習をしています。レッスン後に
は、有志でコートを借りて、ゲームをしたりと、和気あい
あいとしたサークルです。
　随時会員を募集しています。見学も大歓迎です。是非遊
びにいらして下さい。
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オレンジフィールド　インドアテニススクール　　　　　　　　
　ボールに追いつき、思い通り返した時の心地よさは最
高！「ナイスショット」の声も嬉しい。「一緒にテニスし
てみない？」と体調があまり芳しくなかった私に、娘の一
言。膝が痛くて屈めない私に代わり、孫が頑張ってボール
を拾ってくれました。オレンジ歴４年。今はボール拾いも
でき、ラリーも続きます。テニスは私の生きがいです。（お
客様の声）
　会員様の笑顔と喜びのお声を励みにして、「テニスの魅
力を伝え繋ぐ」を、オレンジフィールドの理念に掲げ創業
35 年になります。

ｃｏｌｏｒｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　colors は結成約 10 年。活動は主に金曜、卸町コートで

10 時から 13 時です。ふだんはそれぞれでレッスンを受け

ているメンバーがその日はお菓子や飲み物持参で集まりま

す。いつもは和気あいあいと、たまには真剣にゲーム練習

をしています。お楽しみはその後のランチ。テニスの話で

何時間も盛り上がります。

　ずっと細く長く仲良く続けられたらと思っています。

クローバー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　家事も子育ても大事だけど、試合にもたくさん出たいテ
ニス大好きメンバーです。テニスをしているだけでも楽し
いけれど、やっぱり「勝ちたい！」という気持ちで練習に
励んでいます。
　技術からメンタルまでしっかりとサポートしてくれる淳
ちゃんコーチ。淳ちゃんコーチ独特の表現がとにかく分か
りやすい！イメージでとらえられるのでアラフィフの私達
にはぴったり♪いつの日か○クラスで優勝狙えるかな (＾ｖ＾)
　メンバーは３、４人の少人数制。毎週水曜日、卸町のコー
トで練習しています。

　colors は結成約 10 年。活動は主に金曜、卸町コートで

10 時から 13 時です。ふだんはそれぞれでレッスンを受け

ているメンバーがその日はお菓子や飲み物持参で集まりま

す。いつもは和気あいあいと、たまには真剣にゲーム練習

をしています。お楽しみはその後のランチ。テニスの話で

何時間も盛り上がります。

　ずっと細く長く仲良く続けられたらと思っています。

エムズテニスパーク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　名取の山奥（ナスパ）で四季を感じながらのびのびと
テニスをしていた私達……太陽、風、雨、雪とお友達だっ
た私達……山から町へ降り、エムズテニスパークとなり
すっかり温室育ちになりました。
　どんな天候でも行けばテニスが出来る環境と充実した
設備は、とても有難く幸せな事です。このような所でジュ
ニアからシニアまでがそれぞれのレベルで、健康の為、
技術向上の為、朝から夜遅くまで可愛い女性コーチと熱
血男性コーチと共にテニスを楽しみながら上達を目指し
ています。皆さんも是非遊びに来て下さい。

設備は、とても有難く幸せな事です。このような所でジュ
ニアからシニアまでがそれぞれのレベルで、健康の為、
技術向上の為、朝から夜遅くまで可愛い女性コーチと熱
血男性コーチと共にテニスを楽しみながら上達を目指し
ています。皆さんも是非遊びに来て下さい。

　名取の山奥（ナスパ）で四季を感じながらのびのびと
テニスをしていた私達……太陽、風、雨、雪とお友達だっ
た私達……山から町へ降り、エムズテニスパークとなり
すっかり温室育ちになりました。
　どんな天候でも行けばテニスが出来る環境と充実した
設備は、とても有難く幸せな事です。このような所でジュ設備は、とても有難く幸せな事です。このような所でジュ
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ＳＫＹ（スカイ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　日本女子テニス連盟宮城県支部 30 周年おめでとうござ
います。
　2002 年仙台市のテニスレッスン参加者の仲良しグループ
から始まった「SKY（スカイ）」です。当初指導していた
だいた横山コーチには女ダブの奥深さをたくさん教えてい
ただきました。小学生だった子供たちは今大学生になり、
そして私たちも…。でもテニスを楽しむ気持ちは昔のまま
です。勝ち負けよりも楽しいが優先なのが良いのか悪いの
かは⁉これからも元気で仲良くEnjoy	Tennis ！

須田塾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　『祝・宮城県支部発足 30 周年』
　須田塾は、女子ダブルス平行陣を軸とした戦術を学ぶ通
常のレッスン他、テーマレッスン、パターン、ゲーム練習
会など、様々なメニューが盛り沢山です。特色は、コーチ
の熱血指導です。熱い！とにかく熱い！声を枯らしながら
の熱弁は、もとより…試合が近づくと…生徒よりMAXハ
イテンション！そんなコーチの想いに応えるべく、皆それ
ぞれの目標に向かって日々、練習に励んでいます。
　３・11 を機に改めて気付いた “ テニスが出来る日常 ” の
喜び、感謝も感じながら…。

スポーツクラブ＆スパルネサンス仙台南光台　　　　　　　　　
　ルネサンス仙台南光台は、完全室内・冷暖房完備のテニ
ススクールです。天候に左右されずに定期的に練習ができ
るのが魅力です。１期２ケ月の 80 分レッスンで、毎回テー
マに沿って、球出し・ラリー・ゲーム形式で、集団指導と
個人指導で練習を行っています。初心者から上級者まで、
それぞれのレベルに応じた丁寧な指導が受けられます。ル
ネサンステニスのモットーはエンジョイ・テニスで、元気
で明るいコーチと共に、幅広い年代の人達がテニスを楽し
んでいます。レッスン後は、併設のスポーツクラブの温浴
施設を利用できるので、気持ちも体もリフレッシュできま
す。

けあきレディーステニスクラブ　　　　　　　　　　　　　　　
　女子テニス連盟宮城県支部様、30 周年おめでとうござい
ます。これからも末永いご運営をお願い致します。
　私達「けあき」は、約 20 年以上も泉区の泉庭球場や七
北田公園庭球場をホームコートとし活動をしています。月
曜日と水曜日に約 30 名が 3 つのレベルに分かれ、コーチ
３名により各々がテーマ別の練習をしています。いつも
コーチとの会話も弾み、笑い声と笑顔が絶えません。また、
パワーのあるメンバー揃いなので、元気‼刺激‼が貰える
楽しいサークルです。

　女子テニス連盟宮城県支部様、30 周年おめでとうござい
ます。これからも末永いご運営をお願い致します。
　私達「けあき」は、約 20 年以上も泉区の泉庭球場や七
北田公園庭球場をホームコートとし活動をしています。月
曜日と水曜日に約 30 名が 3 つのレベルに分かれ、コーチ
３名により各々がテーマ別の練習をしています。いつも
コーチとの会話も弾み、笑い声と笑顔が絶えません。また、
パワーのあるメンバー揃いなので、元気‼刺激‼が貰える
楽しいサークルです。

の熱血指導です。熱い！とにかく熱い！声を枯らしながら
の熱弁は、もとより…試合が近づくと…生徒よりMAXハ
イテンション！そんなコーチの想いに応えるべく、皆それ
ぞれの目標に向かって日々、練習に励んでいます。
　３・11 を機に改めて気付いた “ テニスが出来る日常 ” の
喜び、感謝も感じながら…。
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セルヴァンテ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　サークルの名前は、イタリア語セルヴァンテス（「奉仕
する騎士」という意味）から名づけられました。メンバー
は現在 17 名。幅広い年齢層で、テニスのテクニックも多
彩な、バラエティーに富んだメンバーたちです。当番や係
を決め、いろいろ協力し合いながら、今年で 13 年目を迎
えました。毎週日曜日、午後１時～４時まで多賀城コート
で和気あいあいゲームを楽しんでいます。また、春は総会、
秋はテニス合宿、新年会などの行事も行いコミュニケー
ションを取りながら楽しく活動しています。

多賀城レディース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　本当に 30 周年おめでとうございます。あれからの思い

があります。

　女子連の皆さまには、陰なり日向なりお世話になりとて

も感謝ばかりです。

　被災した多賀城ですが、以前の活気が戻ることを願いつ

つ、みんなで頑張りますので末永くこれからもよろしくお

願いします。

ダンロップスポーツクラブ仙台　　　　　　　　　　　　　　　
　キリン→キッツ→ダンロップと名前を変えた我がスクー
ル。通い出して 15 年が過ぎ、現在のテニス中心の生活の
きっかけになったことを思い返します。ご年配の方から男
性までたくさんのコーチや会員の方々とボールを追いかけ
て、基礎からフォーメーションまでレッスンしてきました。
同じクラスの方々と親睦が深まるとテニス以外のお付き合
いがあったりして、スクールに行くのが楽しみになります。
現在は青空の下スクールが開催されていますが、新築され
るインドアコートで新しい出会いがあることを心待ちにし
ています。

　本当に 30 周年おめでとうございます。あれからの思い

があります。

　女子連の皆さまには、陰なり日向なりお世話になりとて

も感謝ばかりです。

　被災した多賀城ですが、以前の活気が戻ることを願いつ

つ、みんなで頑張りますので末永くこれからもよろしくお

願いします。

スポーツステージ　リベラ鶴巻　　　　　　　　　　　　　　　
　試合で必要とされる確かな技術の向上を目指す。リベラ
では、各コーチが持ち味を生かしてレベルに合わせた内容
の濃いレッスンをしています。その上で毎日サポートクラ
スがあり、ラリー中心にひたすらボールを打つことで対応
力を鍛え、個人として戦える技術を定着させていきます。
また４人限定のダブルスサポートは試合を想定した細かな
動きや配球を学び、田口プロの球出しクラスは、感覚をフ
ルに使いしなやかなで効率の良いフォームとフットワーク
を目指すなど、様々な方法と充実の内容で楽しみながら上
達していきます。

　試合で必要とされる確かな技術の向上を目指す。リベラ
では、各コーチが持ち味を生かしてレベルに合わせた内容
の濃いレッスンをしています。その上で毎日サポートクラ
スがあり、ラリー中心にひたすらボールを打つことで対応
力を鍛え、個人として戦える技術を定着させていきます。
また４人限定のダブルスサポートは試合を想定した細かな
動きや配球を学び、田口プロの球出しクラスは、感覚をフ
ルに使いしなやかなで効率の良いフォームとフットワーク
を目指すなど、様々な方法と充実の内容で楽しみながら上
達していきます。
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ひまわりレディース　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ひまわりレディースは、毎週木曜 10 ～ 12 時、若林体育
館や卸町コートで活動しています。３クラスに分かれ、鈴
木ひさＣ山口真澄Ｃ佐藤慎也Ｃの熱い指導の下、楽しく練
習に励んでいます。１ヶ月毎にコーチが交替するので各々
の特色ある実践的なプレーを学べます。会員は 30 ～ 50 代
中心で、ひまわり娘？の様に明るく和やかなサークルです。
親睦を深めるお楽しみ会忘年会もあり盛り上がります。
　只今会員募集中‼主に屋内なので風雨や紫外線の心配も
無くレッスンに集中できますよ。初心者も歓迎♡一緒に上
達を目指しましょう。

フレンズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　私たちフレンズは、元々は子供の幼稚園サークルでした
が、今はメンバーの紹介制で入会でき、18 名が所属して
います。活動内容は、毎週水曜日と金曜日に泉区のコート
で、曜日ごとそれぞれのコーチに教えて頂いています。コー
チはお二人方とも私たちと同年代の女性の方なので、テニ
スのこと以外も相談しやすく親身に話を聞いてくださりま
す。メンバーの中には、試合に出て競技テニスをする方、
体力維持のためテニスを楽しむ方がいますが、みんなテニ
スが好きで、和気あいあいとした楽しい雰囲気の中活動し
ています。

　ひまわりレディースは、毎週木曜 10 ～ 12 時、若林体育
館や卸町コートで活動しています。３クラスに分かれ、鈴
木ひさＣ山口真澄Ｃ佐藤慎也Ｃの熱い指導の下、楽しく練
習に励んでいます。１ヶ月毎にコーチが交替するので各々
の特色ある実践的なプレーを学べます。会員は 30 ～ 50 代
中心で、ひまわり娘？の様に明るく和やかなサークルです。
親睦を深めるお楽しみ会忘年会もあり盛り上がります。
　只今会員募集中‼主に屋内なので風雨や紫外線の心配も
無くレッスンに集中できますよ。初心者も歓迎♡一緒に上
達を目指しましょう。

ニューフロンティアテニスクラブ　　　　　　　　　　　
　女子連宮城県支部 30 周年おめでとうございます。
　平成 20 年に産声を上げたニューフロンティアテニスク
ラブ。まだまだヒヨッコですが、アットホームなクラブで、
芋煮会やクリスマスの行事の時は、コーチもスクール生も
みんなで大盛り‼みんなで厳しく⁉そして、何よりも笑顔
で楽しく活動しています。
　ニューフロンティアテニスクラブのスクール生が、女子
連の試合で優勝出来る日を目指して頑張ります！

　女子連宮城県支部 30 周年おめでとうございます。
　平成 20 年に産声を上げたニューフロンティアテニスク
ラブ。まだまだヒヨッコですが、アットホームなクラブで、
芋煮会やクリスマスの行事の時は、コーチもスクール生も
みんなで大盛り‼みんなで厳しく⁉そして、何よりも笑顔
で楽しく活動しています。
　ニューフロンティアテニスクラブのスクール生が、女子
連の試合で優勝出来る日を目指して頑張ります！

パスティーズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　私たちは、コーチのいつも優しく、時に厳しい（？）指
導のもと、毎回楽しく活動しています。メンバーの中には、
試合のドキドキ感に耐えられないと、まだ試合には参加し
たことのないメンバーもいます。一方、昨年度は南東北３
県対抗戦に参加したメンバーもいて、試合前の練習会や試
合当日の話を聞いてサークルにとって良い刺激となりまし
た。テニスに対する意識や目的、目標等、それぞれ違って
いますが、これからも楽しい仲間たちと共にテニスを続け
ていけたら幸せだなと思います。
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ＦＵＮＦＵＮ	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　1999 年のサークル結成以来、週２回の練習日には何はさ
ておき集合し、ボールを追いかけコートを走り回っている
元気が何より取り柄のFUNFUNです。
　結成当初は、練習欠席の理由が子供の体調や学校関係
だったのに対し、今では親の体調や病院関係に取って代わ
り、月日の流れを感じずにはいられませんが、「テニスが
縁で切れぬ縁」となった仲間たちの大切なサークルです。
これからも、身体は老いても心は若くをモットーにボール
を追い続けます‼

ふたばテニスサークル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ふたばTCは、幼稚園児ママ・園OGを主メンバーとし
たサークルです。
　楽しくリフレッシュをモットーに、コーチのご指導の元、
初心者から試合参加レベルまでのメンバーが、交代で子守
りをしながら活動しています。子供の夏・冬休みはお休み
になりますが、秋にはサークル内フレンドリーマッチや、
他幼稚園テニスサークルとの交流試合も行っています。
　各自のレベルアップはもちろん、メンバー仲良く、楽し
く元気になるテニスができるよう、全員で協力しながら活
動していきます。

ＦＲＩ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　15 年程前「金曜日（FRIDAY）にテニスしよ」と近所のお母さん友達が集まっ

たのがFRI の始まりです。

　当時はハードコートや日焼けも気にせず毎週にぎやかに遊びました。現在は

月に１、２回のレッスンと自主練です。

　レッスンをスポンジの様に吸収し、優雅に発揮するのが理想ですが程遠いの

が現実で…⤵それでも黄色いボールを追いかけながら、あーだこーだと充分に

楽しんでいる若干５名のFRI メンバーです。

　ふたばTCは、幼稚園児ママ・園OGを主メンバーとし
たサークルです。
　楽しくリフレッシュをモットーに、コーチのご指導の元、
初心者から試合参加レベルまでのメンバーが、交代で子守
りをしながら活動しています。子供の夏・冬休みはお休み
になりますが、秋にはサークル内フレンドリーマッチや、
他幼稚園テニスサークルとの交流試合も行っています。
　各自のレベルアップはもちろん、メンバー仲良く、楽し
く元気になるテニスができるよう、全員で協力しながら活
動していきます。

ＨＯＰＥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　30 周年おめでとうございます。
　発足６年目の若いサークルです。現在８名のメンバーで
ゲーム形式で練習をしています。それぞれが他の所でも
レッスンを受けていて週１回集まり、お互い刺激しあい、
上達向上をめざしています。ゲーム練習も試合に生かせる
ように思いきったプレーでテニスを楽しみます。また１週
間ぶりに会うと話題もつきず、話にも花が咲きます。
　いつまでも長くみんなでテニスができるといいねと話し
ています。
　希望に向かって‼HOPE‼

　30 周年おめでとうございます。
　発足６年目の若いサークルです。現在８名のメンバーで
ゲーム形式で練習をしています。それぞれが他の所でも
レッスンを受けていて週１回集まり、お互い刺激しあい、
上達向上をめざしています。ゲーム練習も試合に生かせる
ように思いきったプレーでテニスを楽しみます。また１週
間ぶりに会うと話題もつきず、話にも花が咲きます。
　いつまでも長くみんなでテニスができるといいねと話し
ています。
　希望に向かって‼HOPE‼
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６丁目テニスクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　設立 30 周年、心よりお祝い申し上げます。
　６丁目テニスクラブは会員制として、初心者から上級者
まで様々な方がレベル、年代を問わずに快適にテニスライ
フを楽しんでいただけるテニスクラブです。
　これからテニスを始める方やレベルアップを目指す方、
ジュニアから成人クラスまで幅広いテニススクールも行っ
ております。
　初めての方から経験者の方までぜひ見学して、又体験し
て、会員制のすばらしさを味わっていただきたいと思いま
す。

ｗａｉ・ｗａｉ－ＴＣ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「宮城県支部設立 30 周年おめでとうございます。」

　2010 年に大人の部活動をしたくスタートいたしました。常に４～８人で活動

しております。サークル名は国分さんが名付けてくれました。コーチはおりま

せん。メンバー皆は色々な所で練習していますので、サークルの日は各自の発

表の場であるかのように打つ打つ打つ‼喋る喋る喋る‼そして練習後は可愛い

ママとなり帰ります。これからも大人の部活動がずっとできますように。

　新メンバー募集中です。

まいぺぇ～す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　楽しく、たのしく、そしてたのしく

4 4 4 4

をモットーに活動し
ており、それぞれが自分のペース（まいぺぇ～す）でテニ
スを楽しんでいます。テニスはもちろん、おしゃべりやお
でかけも大好きで、テニスと同じノリ

4 4

で行くおでかけは毎
回記憶に残る珍道中を繰り広げ、みんなで思い出しては大
笑いしています。
　何と言っても、楽しい仲間達と出会わせてくれたテニス
に感謝しています。これからも心身の健康を保つため、黄
色いボールを追いかけます‼

　楽しく、たのしく、そして
ており、それぞれが自分のペース（まいぺぇ～す）でテニ
スを楽しんでいます。テニスはもちろん、おしゃべりやお
でかけも大好きで、テニスと同じ
回記憶に残る珍道中を繰り広げ、みんなで思い出しては大
笑いしています。
　何と言っても、楽しい仲間達と出会わせてくれたテニス
に感謝しています。これからも心身の健康を保つため、黄
色いボールを追いかけます‼



48

30th ANNIVERSARY 宮城県支部歴代理事

宮城県支部歴代理事
　小　山　千　枝	 志　賀　千　年	 齋　藤　久仁子	 庄　子　頴　子
　冨　田　佳　子	 武　田　孝　子	 遠　藤　幸　子	 高　木　滋　子
　加　賀　幸　子	 長谷川　恵　子	 瀬　戸　春　代	 青　田　清　子
　半　田　て　い	 佐　藤　貞　子	 長谷川　栄　子	 戸　叶　千代子
　菊　地　ちか子	 中　條　多美子	 菅　野　志津子	 中　井　慶　子
　井　澤　三　幸	 首　藤　紀　子	 高　橋　八重子	 高　松　光　子
　本　間　和　子	 小　泉　孝　子	 宮　田　房　子	 渡　辺　美世子
　坂　爪　み　や	 石　川　靖　子	 酒　井　倭　子	 後　藤　美枝子
　結　束　クミ子	 菊　池　啓　子	 美　尾　澄　子	 棚　橋　美恵子
　山　木　正　子	 鈴　木　桂　子	 毛　呂　一　美	 藤　島　玲　子
　山　村　紀美子	 野　口　豊　子	 佐　藤　満智子	 南　谷　綾　乃
　栗谷川　益　子	 北　畠　さ　と	 富　樫　清　子	 河　野　浩　子
　荒　木　朱　美	 山　家　玲　子	 安　藤　一　恵	 熊　谷　京　子
　石　橋　りつ子	 深　谷　令　子	 岡　田　ナナ子	 佐　藤　弘　子
　及　川　和　枝	 倉　中　敏　子	 星　山　笑惟子	 半　沢　紀江子
　斉　藤　由希子	 菊　谷　希和子	 小　林　幸　子	 阿　部　喜多子	
　和　泉　いみ子	 長谷川　洋　子	 稲　沢　禎　子	 三　島　み　き
　山　内　伸　子	 澤　口　千雅子	 新　田　留美子	 森　本　芳　子
　洞　口　由　紀	 里　山　典　子	 河　田　文　子	 木　皿　里　美
　中　村　真理子	 斉　藤　和　枝	 佐　藤　由美子	 阿　部　春　美
　斎　藤　佐枝子	 花　澤　郁　子	 斎　藤　敦　子	 竹ヶ原　靖　子
　野　口　奈々子	 平　出　育　子	 山　本　恭　子	 村　上　悦　子
　畠　山　知　子	 松　原　ひろみ	 目　黒　昭　美	 小　山　邦　子
　芳　賀　朱　美	 藤　野　良　子

宮城県支部現理事
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30th ANNIVERSARY協賛各社御芳名

協賛各社御芳名（五十音順）

IF∞テニス工房ベルサンピアみやぎ泉テニススクール
泉パークタウンテニスクラブ
泉MK歯科クリニック
医療法人社団洞口会名取中央クリニック
ウイニングショットインドアテニススクールあすと長町校
オレンジフィールドインドアテニススクール
桂マッサージセンター
株式会社植松商会
株式会社エムズテニスパーク
株式会社国見地所・国見造園
株式会社サトー商会
株式会社澤口協同会計事務所
株式会社ジャワ商会
株式会社ダンロップスポーツマーケティング
株式会社松原印刷社
ごはん＋カフェ鈴家
須田塾
ストリングショップ110
髙橋　俊明
ダンロップスポーツクラブ仙台
東北東急会
東北三菱自動車販売株式会社
日本女子テニス連盟
ニューフロンティアテニスクラブ
HANZO	Shop
ブリヂストンスポーツ株式会社
ほぐしテック
マカニオルオルフラスタジオ
丸菱産業株式会社仙台支店
ミズノ株式会社
三井農林株式会社日東紅茶
宮城県テニス協会
みやこ薬局
有限会社山田建設
ヨネックス株式会社
リベラ鶴巻テニススクール
６丁目テニスクラブ

ご協賛いただきありがとうございました。
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022-259-2181 仙台市宮城野区鶴巻１-２-２６ 
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 〒９８１－１２４２ 

 名取市高舘吉田字前沖１０４ 

  TEL 022-398-4189  FAX 022-398-4389 

 株式会社エムズテニスパーク 

  代表取締役 村田裕之 

テニスのことならエムズテニスパークへ！ 

 エムズテニスパーク 検索 

無料体験レッスン、毎日開催しておりま

すのでお気軽にご参加ください。 

ください。 

☆祝３０周年！おめでとうございます！☆ 
 

 
インドアコート３面 

アウトドアコート２面 完備 

シーズン通して快適テニス！！ 
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〒980-0803 仙台市青葉区国分町 1-8-13 仙台協立第一ビル 

TEL 022-263-3011  FAX 022-263-3012 

医療機器認証番号 222AGBZX00168000 

適応症…肩こりの緩解・マッサージ効果・麻痺した筋肉の萎縮の予防 

運動障害、腰の痛み、筋肉

痛、腕の痛み、膝関節痛な

どでお悩みの方に、家庭で

簡単にご使用頂ける 

「サンマッサー」 

温熱導子で温めながら 

治療できます。 

泉ＭＫ歯科クリニック
院長　福　原　経　世

■診療時間
────────────────
　月・水・木・金・土曜日
　午前　9：00～13：00
　午後15：00～19：00
────────────────
　日曜日
　午前　9：00～13：00
　〈昼休み／なし〉
■休診日／火・祝祭日
■予約制
■新患、急患随時受付しております。
────────────────
■保険診療適用

〒981-3124　仙台市泉区野村字菅間前52-5
ヨークタウン泉野村敷地内

TEL022-373-0020
FAX022-373-0040

http://izumimk.hospi.jp/
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相続・贈与ご相談相続・贈与ご相談相続・贈与ご相談
会社設立支援から帳簿作成、相続・税務申告

http://www.sawaguchi-acc.jp/　〒981-0904 仙台市青葉区旭ヶ丘３丁目1-3サワグチビル

㈱澤口協同会計事務所
税理士・行政書士　澤口勝弥
税理士・行政書士　澤口豊彰　博士（商学）

☎代表 022（275）8455
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祝
日本女子テニス連盟宮城県支部設立30周年

宮 城 県 テ ニ ス 協 会
会　長　小野寺五典
理事長　菅原　宏之

事務局：〒983-0852　仙台市宮城野区榴岡２丁目2-8　コーポ童子201
Tel：022-292-1300　Fax：022-292-1121

E-mail：mtajimu@nifty.com　URL：http://homepage3.nifty.com/mta-tennis

983-0024 1-16-38

冷暖房完備の室内インドアテニスコート♪ レンタルコート予約受付中 !!

祝 30 周年！！ 日本女子テニス連盟宮城県支部
宮城支部会員様・関係者様一般

ジュニア
スクール

テニスができる
今、この時が
テニスができる
今、この時が

人生という旅の中で巡る
一つの名所です。
人生という旅の中で巡る
一つの名所です。

祝・日本女子テニス連盟
宮城県支部30周年

須田塾須田塾
❖YUMIKO•SUDA❖

sudajuku.08@gmail.com

体験レッスン随時受付中です。

勝つ喜び、負ける悔しさ
夢や目標に向かう為のプロセス
そして、その時間、同じ時代
一緒に過ごせた仲間
ライバルとの出逢い…

全部知って、テニスの、ダブルスの
楽しさを味わってほしい…
これが須田塾のマインドです
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☆スポーツマッサージ・指圧専門店☆

桂マッサージセンター

◆受付時間　　月曜日～日曜日・祝日　　　
◆休　　診　　木曜日　　　　　　　　　　
◆〒 981-3134　宮城県仙台市泉区桂 3-1-3
　　　　　　　　　　　　　　　リヴ薬局内

【予約優先】　　　　　　　　　　　　　　　

TEL 022-218-8507

日本女子テニス連盟宮城県支部 設立３０周年 おめでとうございます 

株式会社 植松商会 

〒984-0015 仙台市若林区卸町三丁目７－５ TEL:022-232-5171 FAX：022-284-3801 
営業所： 八戸・宮古・北上・一関・古川・石巻・仙台大和・仙南・福島・白河・横浜  

地域の発展と技術革新に挑むリーディングカンパニー 
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㊗日本女子テニス連盟
宮城県支部 30 周年

髙　橋　俊　明

　 　漢方・自然薬研究会

健康は血液から！‥松
し ょ う じ ゅ せ ん

寿仙
みやこ薬局
薬剤師			星山　征毅

〒 981-3102　仙台市泉区向陽台 4-17-13
　　　　　　　☎ 022-351-2717　	（日祝休）

　　　日本女子テニス連盟宮城県支部 様
　　　　　　　設立30周年おめでとうございます。

これからも、ますますのご活躍をお祈り申しあげます。

株式会社 松 原 印 刷 社　　　

三井農林㈱仙台支店
〒 981-3133
宮城県仙台市泉区泉中央 4-1-5（SAKAE 泉中央ビル） 
TEL 022-772-2123 　FAX 022-772-2124 

会員制テニスクラブ
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編　集　後　記

編　集　後　記

　広報に携わり、「テニスー！大好き‼」と声をかけ続け、あっという間の 10 年。
30 周年記念誌の発刊の年となりました。アナログな私で大丈夫かなと自問自
答もしましたが「心強い頼もしい仲間がいるもの…できるできる！」とプラス
思考。しっかりサポートして頂き、「完成」にたどり着けました。会員の皆様
が笑顔になる様な記念誌であればと願っております。
　原稿をお寄せ頂きました皆様、ご協賛頂きました各企業、団体、個人の皆様
に心より御礼申し上げます。
　全ての皆様のお力のもと、宮城県支部はこれからも歩み続けます。
　輝け！日本女子テニス連盟宮城県支部‼

洞口　由紀　

30 周年記念誌編集委員

日本女子テニス連盟宮城県支部
30 周年記念誌

発　行　日　　平成 27 年 10 月
発　　　行　　日本女子テニス連盟宮城県支部
発行責任者　　星　山　笑惟子
印　　　刷　　株式会社松原印刷社

星山笑惟子・斎藤佐枝子・阿部　春美・洞口　由紀・山本　恭子・村上　悦子
藤島　玲子・中村真理子・新田留美子・斎藤　敦子
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