広報だより 第41号ー１

今年から新しく『広報だよりyou&me』が始まります！
明るく楽しくお伝えしたいと思っております。
どうぞよろしくお願い致します。
〜YONEX九州大会を終えて〜

ヨネックスレディースチャレンジカップ九州大会
H31年3月13日（水）・14日（木）パークドーム熊本

大分代表メンバー
No.1 浅見・香下ペア
No.2 冨久・植木ペア
No.3 安藤・長ペア

慣れないミックスダブルス
でもあり、強風との戦いで
もあり、、色々と足を引っ
張ってしまいましたが、最
後までフォローしてくれた
ペアの深水くんと、暖かく
見守ってくださった方々に
感謝してます。ありがとう
ございました。 堤 知子

堤
深水

6人で力を合わせて頑張ろう!と大会前にチームで練習
し結束を固くし挑んだYONEX九州大会。大会初日の予
選では、鹿児島、沖縄、福岡に対し3ペアとも全勝で好
発進!優勝に夢を膨らませ挑んだ二日目の本戦では、
準決勝で長崎と当たり全勝。いざ福岡と決勝戦へ！
昨日は勝てたから大丈夫!と信じ挑みましたが…No.1は
勝利、No.2、No.3は残念ながら負けてしまいまい準優
勝で幕を閉じました。全員悔しい思いで大分へ戻って
きました。全員さらなるレベルアップを目指して頑張ろ
う!と誓いました。
今回、このような経験をさせて頂けた事に感謝するとと
もに、一緒に一喜一憂した仲間に、側で励まし応援し
て下さった藤井さん、栗原さんに感謝の気持ちでいっ
ぱいです。有難うございました。

知子（オリーブ）
大地（宇佐クラブ）

渡辺
渡辺

第38回JLTFミックステニス大会
お疲れさまでした～

H31年3月17日（日）

豊後企画大分駄原テニスコート

良いお天気♪

作戦TIME?
ペアを労わる
優しき心

カモミール 長 英美

美佐子（樹の里）
三治（樹の里）
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17年間お疲れ様でした

豊後企画大分駄原テニスコート

運営 普及審判部

好天に恵まれ、コートで笑い
声が響いて、楽しく過ごして
いただけたかなと一安心でし
た。親睦テニス大会は女子
連に入っていない方も参加
できます。ぜひお友達も誘っ
てきて下さいね！
普及部部長 池田 圭子

平成31年4月１１日

1位と2位チーム

じゃんけん大会

み ん な の エイ エイ オォ

女子連HP内フェイスブックにて大会で撮影した写真を多数ご覧になれます
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今年は両大会雨天となりましたが

雨でも笑顔
AB級 優勝

C級 優勝

プリンスレディーストーナメント2019
4/24（水）豊後企画大分駄原テニスコート

惜しくも敗れた薬師寺さんの感想

ベストドレッサー賞

お買い得品がいっぱい♪

決勝戦5-5の40-40で私の 大園美穂子・藤井千恵ペア 倉迫末美・高畑由美子ペア
（日出ローンTC）
（NTCクラブ）
リターンです。クロスに普
C級 準優勝
通に返してポーチで決め AB級 準優勝
られ、すごく後悔。ペアに
も悪いなぁと思い反省しま
した！負けたので反省出
来たということで、又次に
生かしたいと思います。
薬師寺美恵
薬師寺美恵・福岡久美ペア 村谷明美・雄山加代子ペア
（キャマラード）（Link up）

（カモミール）（ファインT.C）

第17回ピンクリボンレディーステニス大会
大分県大会
5/19（日）豊後企画大分駄原テニスコート

優勝 おめでとうございます

一般の部

50歳以上の部

浅見碧・香下璃穂ペア 本田江里子・中井弘美ペア
（フリーライン）
（ 日田LTC ）（Be- ラ ビ ッ ト）

色々あるよ！ピンクリボン♪

永谷園賞
やっぱりWilsonでしょ～！

Wilson「CLASH CUP」

貴女は靴のサイズ
合っていますか？

初戦敗退でしたが、CLASH CUPでコンソレ優勝
することができました。ボールをコントロールで
きず苦戦しましたが、お互いを奮い立たせ乗り
越えることができました。初めて使うWilsonのラ
ケットもしっくりきましたよ！
長浜志保

広報だより 第41号－4

桑名杯レディーステニス大会2019

6月1日（土）豊後企画大分駄原テニスコート

お花に勝る輝く笑顔です

A
級

優勝

昇
参加賞の紫陽花と
級
を
B級優勝した直後の感想
か
桑名杯、すっごく暑くてヘロヘロ
の私を、ペアがカバー&アタック
け
を沢山してくれたので凄く助け
た
られた大会でした！疲れたけ
ど楽しかったーー！！(笑)
熱
冨久あさみ
き
戦
桑名杯は「初心者 い
にこそチャンスを与
え、勇気づけ、励ま 桑
そう」とういう精神が
こめられています。 名
C級優勝の
杯
荻本中村ペアは

準優勝

大園美穂子・藤井千恵
日出ローンテニスクラブ

優勝

B
級

植木真奈美・冨久あさみ
Free Mammy

優勝

荻本理恵・中村礼子
Elefanta

C
級

福岡久美・薬師寺美恵
Link up キャマラード

準優勝

生野宏美・萬里洋子
コダバンブー

準優勝

岡村裕美・小林瞳
Peach100%

九州大会へ！

アナタが試合の時に
持参しているものは何ですか？

第21回ベルフィーユ親睦テニス大会
in佐賀
5月29・30日（水・木）

楽しかったよ～♪

多数派
バナナ
塩分タブレット
芍薬甘草湯
梅干し
栄養ドリンク
お菓子
薬（痛み止め等）
日焼け止め
少数派
塩
氷嚢
赤飯
あんこ
扇風機 保冷剤
お守り 塩きゅうり
デオドラントシート
手作りのお菓子
ストロングリップ（手汗対策）
アロマペンダント
ダイヤモンドを身につける
新品の物を身に着ける
ネイル 気持ち

ソニー生命カップ
第41回全国レディーステニス大会大分県大会
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２０１９年８月３１日（土）・９月１日（日）
豊後企画大分駄原テニスコート

荻本 理恵・中村 礼子
（Elefanta)

攻
追

恒例のかき氷と抽選♪

大分県代表 （監督 木本真美）
No.1 福岡久美（Link up）薬師寺美恵（キャマラード）
No.2 藤井千恵（日出ローンTC）尾形智美（くのいち）
No.3 清水仁美（Elefanta）武藤正子（Free Mammy）
11月6日（水）～9日（土）に行われる全国決勝大会に出場します。
初代表となった武藤正子さんのコメント

大分県予選は、雨が降る中での難しい
試合でした。ペアや応援に助けられて、
なんとか3位になる事が出来ました。
表彰式では、佐藤文子支部長から
『武藤さん、よく頑張ったね！』と涙ぐみなが
らお言葉を頂き、とても嬉しかったです。
ここからまた新しいスタートだと思って、
一から頑張ろうと思います。

大分を代表する元気な13名による熱い戦い！

武藤 正子 （Free Mammy）

第40回ＪＬＴＦクラブ対抗テニス大会（第40回記念大会） ２０１９年６月３０日（日）
雨天の為、大分スポーツ公園昭和電工テニスコート内クラブハウスにて
急遽じゃんけん大会となり、優勝を飾ったのは、一般の部「ベルテックス
＆らくニーズ」 ノービス級「秋桜」 C級「コダバンブー2」
強運も実力のうち！優勝おめでとうございます！！

ローチェ秋冬物展示会も♪
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２０１９年９月１６日（月・祝）

大分スポーツ公園昭和電工テニスコート

体操の真由美お姉さんより
親子で手を取り合って笑いながら
体を動かす姿が微笑ましいですね。
テニスで使う筋肉を動かす要素も
取り入れているので、日頃テニスを
する時に思い出して
もらえたらうれしいです。

晴れ渡る空の下、
元気に選手宣誓、ストレッチ、
記念撮影の後、いよいよ試合スタートです！

ちびっこテニス教室

★お楽しみイベント

参加賞あり♪

張り切りすぎちゃう？

『森のクレヨン』の
パン食べた～？

的当て

ナイスショットに喜び合う姿！
張り切りすぎるお父さんの姿？
子どもの足を引っ張りしょげている姿！
本部に堂々と結果報告に行く子どもの姿！
また来年もいろんな姿を楽しみにしています!！

第 11 回 JLTF クレストレディーステニス
by カーブス

60歳の部大分県大会

豊後企画大分駄原テニスコート２０１９年９月２０日（金）

4ペアによるリーグ戦！巧みな技の応酬の中、
全国大会の切符を手にしたのは……

柏和恵・上田幸子ペア（Be-ラビット）！
11月27・28日に大阪で行われる全国大会に出場します。
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大洲総合運動公園テニスコート
２０１９年９月２８日（土）２９日（日）

リニューアルオープン初日となった今大会！
真新しいコートは砂が多くイレギュラーに悩まされなが
らも元気いっぱい飛んで跳ねた九ブロ予選！2時間
越えの試合もあり、白熱した大会となりました！

別府市営公園テニスコート
２０１９年１０月１９日（土）

キンモクセイが香り、ススキがそよぐ中、
県代表を懸け、抽選に燃え、いつでも全力で
立ち向かう勇姿であふれていました！

YONEX恒例の抽選会
豪華賞品に大満足♪

撮られ慣れ？さっと集合
アリガトウ(´Д⊂

全国レディース代表でもある福岡久美さんの感想

バ
シ
ッ
と

前日に五県合同練習会があり、疲れが残るなか
ペアの薬師寺さんと共に、一戦一戦緊張し
ドキドキしながら試合をして、なんとか優勝する事が
出来ました。全国大会では、まずはくじ引きから
頑張りたいと思います！楽しんでやってきまーす♪
全国大会 大分県代表
薬師寺美恵（キャマラード）福岡 久美（Link up）

そして、九州大会の切符を手にしたのは・・・
大分県代表 一般の部
No.1 浅見 碧・香下 璃穂（Ablaze）
No.2 大串 由美・今西あかり（カモミール）
No.3 平原 由美・大神 栄子（active）
大分県代表 ベテランの部
No.1 正野 智美・吉林久益子（秋桜）
No.2 福田まり子（active）安藤由美子（キャマラード）
No.3 円本 末子（OBパレット）佐藤 輝美（樹の里TC）

九州大会 大分県代表
No.1 水木 碧（Peach100%）冨久あさみ（Free Mammy）
No.2 植木真奈美（Free Mammy)長 英美（カモミール）
No.3 安藤由美子（キャマラード）福田まり子（active）
試合に出ている皆様の頭ん中♪

「苦しかった九ブロ予選」 カモミール 今西あかり
第2シードの意地もあり、ベスト4まで残らなければ!
と勝手にプレッシャーを背負い込み、守りのテニス
しか出来なくなり、どんどん追い込まれ「このままでは
負ける」という場面でペアと話し合い「負けたとしても
悔いの残らない試合にしよう！」と気持ちを切り替え、
元気を取り戻し、何とか勝ち上がる事ができました！
この時の気持ちを忘れず九州大会頑張ってきます！

詳しい大会の様子・結果は下記のサイトをご覧ください
http://jltfoita.jp/hp/

これで勝負強くなる!!かも？
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大分合同新聞社杯争奪
第３９回
大分県レディースカップテニス大会
２０１９年１１月４日（月・振）

豊後企画駄原テニスコート

若さ溢れる選手宣誓！

秋晴れの中、級ごとに分かれ昇級をかけた合同杯！
コートのあちこちで火花を散らしながらもひたむきに
ボールを追い、歓喜の声が響き渡っていました！

A級優勝

B級優勝

C級優勝

浅見碧・香下璃穂
（Ablaze）

ルビーの部優勝
川野 和・山下 智代
（Peach100%）

A級準優勝

福田 まり子・安藤 由美子
（active） （キャマラード）

膳 里子・三浦 裕子
（フリー）（Elefanta）

C級準優勝

B級準優勝

森川厚子・二宮美智子
（ゆず） （別府クラブ）

中井 弘美・中井 理央
（Be-ラビット）

東 貴 子 ・ 水 木 碧
（FreeMammy）（Peach100%）

久保田 笑加・後藤 百代
（フリー） （Peach100%）

募金ありがとうございました

お財布の紐は緩めてくださいね～♪
合同杯B級優勝コメント

49歳にて女子連加入、50歳にてクラブ
代表兼普及部、51歳で合同杯優勝。
まだ２年ですがとても濃い2年でした。歳
はとってもメンタルはお子ちゃま、試合中
に弱気になってはベアに助けてもらって
ます。ペアの福田さん、練習に付き合っ
て頂いた方々にはとても感謝しています。
キャマラード 安藤由美子

勝美志津コーチによる
技術講習会

～恒例のバザー＆ローチェ新作ウエア予約販売会～

同じワンピースを身長、スリーサイズの
大分合同福祉事業団へ
違う5人で試着し検証！ その結果・・・
台風19号義援金として
凹凸のある人が様になる事が分かりました！ 寄付いたしました。

午前中は肩甲骨体操、ボレー練習、サーブ練習、フィードバックの大切
さをボードを使って解説、クロスラリーでポーチに出る練習をし、午後
からはゲーム形式で生きたボールでポーチボレーの実践をしました。

豊後企画駄原テニスコート
２０１９年１2月４日（水）

肩甲骨体操

さぁ実際にやってみましょう！
ポイントは一歩目の足！横ではなく前ですよ!!

足を前に踏み込み
顔より前で打つ
ボレー練習

細かく丁寧な解説に
みな真剣！

