第40回ミックステニス大会
２０２１年３月２１日（日） 豊後企画大分駄原テニスコート
春分を迎え、女子連最初の大会はミックステニス大会から始まります！
今年はいつもの倍近いエントリーがあり、活気あふれるスタートとなりました。
しかし前日の雨、当日は強風と寒さで決してよいコンディションではなく
厳しい戦いとなりました。過去最多エントリー数の中から優勝したのは・・・！？
優勝ペアの賞品は缶ビール♪参加賞はフンドーキンのポン酢ドレッシング♪
空くじなしのお楽しみ抽選会も盛り上がりを見せていました！
一般の部

広報だより 43-1

優 勝

岡村 裕美 （Peach100%）
森永 智博（大分市役所テニス部）

3年前、初参加で予想外の準優勝。実力に不相応な結果でココロ
がザワザワしました。翌年はその年優勝となるペアに初戦で惨敗。
ボレーの成長を誓い今回ペア結成して3度目の挑戦です！
対戦した方から「こんなにボレーをミスらないとは思わなかった」
との賛辞をいただき、またペアの森永さんに3年間での成長を
認めてもらえたことで、この過程に少し自信を持てました。
今回優勝したことでペアは解散ですが、来年には新たなペア
との新たな挑戦です！その中で新たに学べる事を貪欲に追求し、
これからも試合に参加し続けたいと思います！

一般の部

準優勝

一般の部

一般の部

2位トーナメント

３位トーナメント

優勝

藤井 千恵 （Link up）
安東 研輔 （別府クラブ）

優勝

佐藤 文子 （キャマラード）
中村 正文 （キャマラード）

大下 麻美 （Peach100%）
工藤 信夫 （ラフ）

ルビーの部

優勝
支部長からミックスに出ない？と声掛けをいただき、もう65歳だし
無理と思いましたが、ルビーの部があると聞いて、それならそれ程
ハードでないかなと安易にエントリーしました。パートナーはクラブ
が一緒なので気心は知れていましたし、自分のところだけ守れば
いいかなと思っていました。
当日、一般のミックスを見てさすが若い人は凄い！と圧倒され、
その後ルビーの部の試合を見ると、延々とラリーが続いており、
びびってしまいました！でも、試合が始まると意外に落ち着いて
プレーができました。と言うのも、ペアがとても上手なので安心して
確実にプレーすることができたからです。それでも決勝戦はとて
も厳しい試合でしたが・・・本当にペアに恵まれての優勝でした。

円本 末子 （秋桜） 入倉 博 （ラフ）
ルビーの部

準優勝

矢田 章乃 （active）
矢田 哲二 （Hornet）

prince

レディーステニストーナメント

2021

２０２１年４月２７日（火） 豊後企画大分駄原テニスコート
女子連主催、女ダブのスタートとなるプリンスレディーストーナメント。新作プリンスのラケットを選ぶ真剣な眼差し・・・久しぶりの試
合に浮足立ち・・・プリンスお買い得ウエアに群がってみたり・・・コロナ感染予防の意識高めで過ごした爽やかな一日となりました。

優勝

AB級

薬師寺美恵 （キャマラード）
福岡 久美 （Link up）
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準優勝

木本 真美 (Elefanta)
尾形 智美 (くのいち)

優勝

優勝した薬師寺美恵さんの感想
プリンスレディースの前日の事です。5-5の40オール
だと思ってサーブとリターンの練習しよー！なんて
能天気にやってました。そしたら当日、まさにそんな
状況に！そこまでの経過で、ノーミスの相手にペアの
福岡さんと共にメンタル崩壊です。ただただ来たボー
ルを来た方向にゆっくり打ち返すだけで、もうレッスン
で教えてもらった事なんて思い出しもしません。練習
通りにはいかないものだなぁと激しく実感しました。
ホントに1ポイント差です。もう色んな事に感謝しかあ
りません！何はともあれ楽しく1日テニスができて、
しかもプリンスの新しいピカピカのラケットで試合が
できてよかったです！（ホッ）

C級

脇坂美喜子（Free Mammy）
内 田 光 （Peach100%）

準優勝

五ノ谷展子（Peach100%）
古賀あかね（秋桜）

優勝した脇坂美喜子さんの感想
自分より年下のペアは人生初。私はどうすれば
いい？ひっぱらなきゃ？色々考えを巡らせてスター
トした今回の試合でした。始まってみればしっかりし
たペアに、私が力を与えてもらったりカバーしても
らったり…感謝です！次は私もいいところ見せれる
ように少しでも多く練習しなきゃと思いました！
コロナ禍の中、安全にそしてスムーズな運営をして
下さったスタッフの方々ありがとうございました。

私はずっとprince派！

ベストドレッサー賞

princeのラケット イイ感じ～♪

ついつい買いすぎちゃう♪

私もprince派よ！

木本 保子（オリーブ）
岡本めぐみ（オリーブ）

第１８回 ピンクリボンレディーステニス大会

by Admiral
２０２１年５月２２日（土）

大分県大会

豊後企画大分駄原テニスコート

去年は中止となり、待ちに待ったピンクリボン！感染予防対策の徹底をし、
無観客で開催しました。今年は乳がん検診車マンモバスも来場し、
乳がんの早期発見につながる活動も行われました。
忘れていた8ゲームの過酷さ・・・試合後にそれぞれのドラマを語り合い、労い合い・・・これぞ８ゲーム、ピンクリボン！
見事優勝した2ペアは10月13日（水）～14日（木）荏原湘南スポーツセンターで行われる全国決勝大会へ出場します。

浅見 碧
（Ablaze）
香下 璃穂 （Ablaze）

荒金 理恵 （Elefanta）
山下 智代 （Peach100%）

大会前、ペアのりほちゃんにLINEしました。
「謝ることがある。〇〇キロも太ったから動け
ない。」「大丈夫です（笑）碧さんはなんだ
かんだ言って動けるから！」そんな事を言い
ながら挑んだ今回の大会。決勝はとにかく
必死！失うものは何もない。どんなに押さ
れても相手のコートに返す。りほちゃんに
チャンスボールがあがるように粘る。
優勝が決まった時、嬉しかったです！
りほちゃんいつも本当にありがとう。
そして声をかけてくれた皆様、本当に
ありがとうございました。
Ablaze 浅見 碧

一般の部

コンソレ優勝

おめでとうございます

桃谷順天館賞

腕もお肌も益々
磨きをかけて♪

木本 保子 (オリーブ)
岡本めぐみ (オリーブ)

佐藤 文子 （キャマラード）
上野ゆかり （Link up）

練習の成果が出れば良いなぁと自分に言い聞か
せながら試合をしていましたが、どの試合も苦し
かったです。決勝戦、私もペアも足がつり始めて
いました。出だしから1-4ダウン、もうダメかなと
思っていましたが、ペアの木本さんから「ここで
頑張らないと、明日頑張っても仕方ないのよ」と
励まされ、そこからマイナスの気持ちが一気に
吹っ切れ、ボールに集中する事ができ、最後まで
頑張れて優勝する事が出来ました。木本さんには
とても感謝しています。ありがとう。
そしてコロナの中、運営していただいた大会
関係者の方々、ありがとうございました。
オリーブ 岡本めぐみ

メディキュア賞

爽快リカバリー♪

永谷園賞

今日はお茶漬けにしよう♪

今日のお土産

参加賞
55歳以上の部 コンソレ優勝

今すぐ使える商品がいっぱい♪

広報だより 43-3

広報だより 4号

桑名杯レディーステニス大会2021
by DUNLOP
2021年6月13日（日） 豊後企画大分駄原テニスコート
今年は梅雨入りが例年より早く、週間天気予報もコロコロ変わり、降るの？降らないの？でも暑いのは嫌よ？と
迎えた当日、丁度良い曇り空のお天気でした。
B級への昇級と九州地域桑名杯の代表を決めるC級、A級へ昇級のかかるB級、頂点を目指すA級、それぞれの
級に分かれての勝負です！ その他ルビーの部（60歳以上の部）も同時開催し、15名が参加賞のフルーツ盛り
を手に、梅雨の晴れ間ならぬ曇り間を楽しめた一日となりました。

C級 優 勝

女子連に入ってから初めての大きな大会でした。
少し気を張り過ぎていて、空回りすることもあり
ましたが、試合を重ねるごとに少しずつ調子も
上がり、いい結果に繋がりとても嬉しいです。
いつもペアの脇坂さんに支えられてとても感謝
しています。
そして、コロナ禍、運営して頂いた大会関係者の
方々、ありがとうございました。
Peach100% 内田 光
内田 光（Peach100%） 脇坂美喜子（Free Mammy）

C級

準優勝

冨成あけ美 （Peach100%）
河野 香織 （Free Mammy）

Ｃ級優勝者は１１月２５日(木)２６日(金)に佐賀県で開催される第１３回九州地域桑名杯大会に出場します。

B級 優 勝

「やった～！」最後のボレーが決まった瞬間、嬉しさで飛び上がりました。
念願のB級卒業です。試合前日の夜、いかに緊張せずに戦うか、インターネッ
トの精神論を読んだ二人。合言葉は、ボールに集中！ボールをよく見る！
足を動かす！試合中、何度も声を掛け、励まし合い、戦い抜きました。
智世ちゃん組んでくれてありがとう！感謝です。
そしてコロナの中、運営して頂いた本部の皆さま、ありがとうございました。
くのいち 首藤 美佳
三重野智世（Ablaze） 首藤 美佳（くのいち）

A級 優 勝

豪華
賞品

優勝賞品

A級

準優勝

B級

準優勝

スイカ１玉！

準優勝賞品
リンゴ１箱！

福岡 久美（Link up）
藤井 千恵（Link up）

山下 智代(Peach100%)
香下 璃穂 (Ablaze)

油布 麻理 (active)
福田まり子 (active)

ナイスペアリング！

し
っ
か
り
打
つ
！

参加賞
試合後のラーメン！美味しそう♪

日焼け止めクリーム
うれしい♪
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第42回ＪＬＴＦクラブ対抗テニス大会
２０２１年７月４日（日）
年に一度のお祭りムードなクラブ対抗テニス大会！
昭和電工テニスコート
AB級13チーム、ノービス級15チーム、C級４チーム、総勢203名、
コロナ対策を忘れず、一致団結し、静かに熱い戦いが繰り広げられていました。

AB級 優 勝

ノービス級 優 勝

C級 優 勝

ファインT.C

秋 桜（松）

キャマラード
AB級 準優勝

AB級 コンソレ優勝

ノービス級 準優勝
Peach100%

Ablaze

お楽しみ抽選会で
賞品get♪

ノービス級 コンソレ優勝

Link up

（ぴちぴち♡Peach）

はじめまして！新規加入の石川明菜（Free Mammy）です。
女子連に入って初めてのクラブ対抗戦でしたが、惜敗した
ものの、滅多に対戦しない人と対戦することができ、貴重
なゲームになりました。つまり、物凄く楽しかったです‼
みなさんのプレーを見て、いいなぁと羨ましく思った瞬間
も多々あり…これからも多く試合に出て少しでも自分の身
になれれば良いなと思ってます。コートの中に入るとびっ
くりするぐらいどんちゃん騒ぎしてしまう私ですが、今後
ともよろしくお願い致します（笑）
応援するひまわり娘たち

樹の里B

カワイイしっぽ♪

ローチェ新作ウエア展示会

今年のピンクリボンTシャツ♪

マンデー練習会
2021年7月12日（月）駄原テニスコート

クラブ対抗 de 聞いてみました!

自分の好きなところを教えてください☆

月に一度の練習会に参加しませんか？
初開催！ Admiral展示会

ポジティブ、誠実と答える方が多く、
大分県支部はイイ人が多い事が分かりました！

冬も開催予定です♪

ソニー生命カップ 第４３回全国レディーステニス大会

大分県大会
2021年9月4日（土）5日（日） 豊後企画大分駄原テニスコート
全国決勝大会同様、２タイブレークセット・ファイナルセット（１０ポイント）マッチタイブレーク・ノーアドバンテージで
行われる県予選。1セット目を取っても安心できません！逆に1セット目を落としてもまだまだ挽回のチャンスあり！
緊張感漂う10ポイントタイブレーク！いつも以上の気力、体力、精神力が試されます。
今大会も徹底したコロナ対策で、無事大会が開催でき、県代表3ペアが決まりました。

今回、全国レディースに向けていろんな試合に
出て、負けては泣いてしまったけれど、この大会
で最後には笑って終われて本当に良かったで
す。試合をするのは楽しい事ばかりじゃないけ
れど、やっぱり私はテニスが好きなんだなぁと
思いました。組んでくれた堀さんには本当に
感謝しかありません。堀さんありがとう！
杵築テニスクラブ 高木 優子

団旗授与

ソニー生命うちわ

大分県代表
No.1 堀 宮子 （キャマラード）高木 優子（杵築テニスクラブ）
No.2 藤井 千恵 （Link up）福岡 久美 （Link up）
No.3 大串 由美 （カモミール） 武藤 正子（Free Mammy）

一切の意識を
一つの事に傾けること！

２０２１年１１月１１日（木）～１３日（土）に行われる全国決勝大会に出場します。

時々見かけるフェンス越え!!

豪快なスマッシュを打ったら・・・

募金額

14,250円

ご協力ありがとうございました。
詳しくはJLTF社会活動の
ページをご覧ください。

フェンスを越えてしまった！

日本女子テニス連盟HP

同日開催

ベテラーノ大分県大会
果物同様プレーも瑞々しい

やっぱりテニスは楽しいね♪

参加賞の果物

真剣勝負です!!

チャンスボールは逃さない！

第36回

九州ブロックレディーステニス大会

大分県予選

豊後企画大分駄原テニスコート ２０２１年１０月２日（土）３日（日）
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去年は中止になったこの大会、今年は青空のもと、いつにも増し、みなぎる活力、闘志、気迫
といった熱気あふれる大会でした！2年越しの想いをぶつけ、大分県代表になった一般の部
3ペア、ベテランの部3ペア、おめでとうございます！九州大会での活躍が期待されます！

大分県代表

１１月２５日(木)２６日(金)に佐賀県で開催される九州大会に出場します。

一般の部

浅見 碧 （Ablaze）
璃穂（Ablaze）

No,1 香下
No,2

水木 碧 （Peach100%）
冨久 あさみ（Free Mammy）

No,3

師藤 祐子（フリーライン）
岩橋 幸子（フリーライン）

3位決定戦を征した岩橋幸子さんの感想
久々に出場した試合。2日目も暑い日差しの中ス
タート。勝てば代表、負ければ3位決定戦。隣のコー
トからは「よし！」と元気な声が聞こえる中淡々と進
む試合。思ったプレーが出来ず3位決定戦へ。1セッ
ト目で脚が攣りペアに相談。うまく動けずポイントを
取られ長引く試合。2セット目のタイブレークで動き
のセーブを少し解放しタイブレークを取ることがで
きた。試合までのペア練習は2回のみ。本戦まで
できる限りペア練習、個人練習をして本戦では
納得のいくプレー=勝利をおさめたい。

ベテランの部

第13回

No,1

幸 文子 （Ablaze）
油布 麻理（active）

No,2

中嶋 かおる（ゆ ず）
膳 里子（Free Mammy）

No,3

神田 節子 （active）
円本 末子 （オリーブ）

JLTFクレストレディーステニス

60歳の部 大分県大会

ｂｙカーブス

豊後企画大分駄原テニスコート ２０２１年９月２８日（火）

過ごしやすい気候の中、大分県代表を目指し、60歳以上の精鋭による戦いが行われました。
磨きのかかった技の応酬！見応えたっぷりです!!優勝ペアは11月24日（水）25日（木）に
大阪万博テニスガーデンで行われる全国大会に出場します。

上田 幸子（Be-ラビット）
柏 和恵 （Be-ラビット）

ヨネックスレディースチャレンジカップ2021
大分県予選
別府市営公園テニスコート
２０２１年１０月２３日（土）
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44ペアがそれぞれのクラスで代表を目指し、リニューアルされた青いコートの美し
さに劣ることなく、華麗なプレイで勝負！会場内にはYONEXの試打ラケット、お買
い得なウエア販売、女子連恒例のお楽しみ抽選会もあり、試合以外でも盛り上がり
を見せていました。

オープンクラス

全国大会予選

優勝した 長峰 栄子さん の感想

長峰 栄子 Elefanta
平原 由美 active

水木 碧
Peach100%
冨久 あさみ Free Mammy

優勝ペアの全国決勝大会は、１２月８日（水）９日（木）
横浜国際プール特設会場で開催予定

ステップアップクラス

前日までの寒さも緩み、最初は
緊張していた体も徐々にほぐれてきて、
厳しい場面でもお互いを励まし合いな
がらやっと辿りついた優勝！最後の最
後まで苦しかった分、すごく嬉しかった
です。共に戦ってくれた平原さん、あり
がとう。そして運営の方々、一緒に練
習してくれた方々、ありがとうござい
ました。全国大会でも2人で力を合わ
せて頑張ってきます。

九州大会予選

優勝した 膳 里子さん の感想
大改修された新しい青いコートはとってもキレ
イでしたね‼︎試合はというと、2回程ペア練習
をして当日を迎えました。思い返すと決勝戦の
後半に、お互いが自分のやるべき事が声に
なって初めて出てきました。そこからあまり記
憶に無いのですが…「ゾーンに入った瞬間」
だったのかもです（笑）最高のダブルスになり
ました！まだまだコロナ禍で運営も大変な
中、大会スタッフの方々、応援してくれた方々
に感謝いたします！そして、快く組んでくれた
安部ちゃん！ありがとう。
九州大会は、３ペアによる団体戦です。
２０２２年３月にパークドーム熊本で開催予定

膳 里子
Free Mammy
安部 知子 Peach100%

二村 増美
Free Mammy
久保田 笑加 Free Mammy
佐藤 ひろえ Peach100%
江藤 知恵 フリー

新電力おおいた杯
第４１回 大分県レディーステニス大会
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２０２１年１１月３日（水・祝） 豊後企画大分駄原テニスコート
過ごしやすい季節を迎え、参加総数60ペアとなった新電力おおいた杯。A級・B級・C級・ルビーの部に分かれ、
B級C級は昇級を懸けた真剣勝負が繰り広げられます。合間にお楽しみ抽選会でなごみ、ローチェの新作ウエア
を見て次の大会を想像したり、力めしを頬張ったりと、それぞれがリラックスする姿を見かけました。勝ち進むに
つれ強くなる風に翻弄されながらも見事優勝された4ペア！おめでとうございます!!

B級

A級

C級

大下 麻美 Peach100%
朝久野 紗英 Peach100%

伊賀上 美奈子 Link up
望月 留美
Link up

荻本 理恵 Elefanta
中村 礼子 Elefanta

木本 真美 Elefanta
尾形 智美 くのいち

河野 有樹 コダバンブー
村上 富美香 コダバンブー

B級優勝

ルビーの部

上田 幸子 Be-ラビット
柏
和恵 Be-ラビット

岡本 律子 Be-ラビット
木村 真由美 NTCクラブ

C級優勝

荻本理恵さんのコメント

大下麻美さんのコメント

年に2回の昇級をかけた大会で
優勝できて嬉しいです。
テニスに割ける時間は少ないで
すが、少しでもイメージするプ
レーができるよう、これからも練
習したいと思います。
コロナがどうなるか分かりません
が、来年も皆さんの笑顔あふれる
大会が開催されますように！
運営の皆さま、いつもありがとう
ございます！

今大会、(おそらく)最年少であ
る朝久野ちゃんと組ませてもら
い、終始笑いながら楽しみなが
ら試合ができ、優勝することが
できました。運営、応援してくだ
さった皆さまありがとうござい
ました。まだまだヒヨッコですが、
若手イケメン(笑)としてこれか
らも活躍できるよう精進しま
す！このままの勢いで更に結果
を残せるよう、楽しみながらテ
ニスをしたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いします！

ローチェ新作ウエア展示会
ボールがない!!（汗）

今買わないでいつ買うの！？

岡村 裕美 Peach100%
小林 瞳 Peach100%

お楽しみ抽選会☆
センターは抜かせないわよ！

当たりました～♪

風も味方に・・・
スーパーショット!!

豊の国から

２０２１
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冬 親睦テニス大会
2021年12月2日（木）

豊後企画大分駄原コート

12月恒例の親睦テニス大会。平日ではありますが、多くの方が参加して下さり、10面のコートを使い20チームに
分かれての勝負です。初めましての方など、この機会にお互いがテニスを通じて親睦を深めることができました。
テニスはもちろん、お楽しみ抽選会も参加者の楽しみにして頂いていることの一つです。全試合出場の皆勤賞、
次点の精勤賞の表彰もあり、たくさんの拍手が送られました。大いに盛り上がり、今年最後のよい締めくくりとなりました。

作戦会議は真剣そのもの!!

お楽しみ抽選会で
賞品もらっちゃいました♪
にわかせんべい（笑）
ランチタイムも和気あいあい♪

ローチェのウエア♪
一ほ
部ん
での
す
。
みんな大好き 鶏めしの素♪ ウィルソンのラケットバッグ！

好天に恵まれた女子連最後の行事
「冬の親睦テニス」に参加させていた
だきました。ひざを痛め、試合には全く
出ていない私ですが、親睦テニスならチーム
の皆さんに助けてもらいながら出来るのでは・・・
と図々しく参加。お楽しみ抽選会には漏れましたが、
チームが5位入賞！じゃんけんで賞品をゲットし、
みんなで大喜び！また、日頃会わない昔（？）の仲間
にも会え、楽しく会話し、有意義な一日になりました。
いつもみんなが平等に楽しめるような企画、運営をし
てくださっている支部長を始め、普及部の皆様方に
感謝いたします。ありがとうございました。
臼杵ローンテニスクラブ 高橋 佳子

２０２１

皆勤賞 精勤賞の皆さん
来年もたくさん試合に出てくださいね♪

車いすテニス体験会
11月20日(土) 大洲総合運動公園テニスコート
ストレッチ、鬼ごっこで車いすの操作練習、ラケットを持って
リレー形式で操作練習、ミニラリー練習と段々と難しくなって、
あれ？私テニス初心者かな？と思うような情けないプレーを
お互いに笑い合い、楽しみました。太陽の家テニスクラブ
Spashの皆様、貴重な体験をありがとうございました！

