
昭和電工テニスコート  7月5日（日）   
今年は去年雨天中止となった分だけ各クラブの熱意は高まり、 
コロナウイルス感染拡大予防の為、静かな闘志を燃やしながらの熱戦となりました！ 

★手作りマスクを作った 
★デザートをよく作った 
★家の片付け（部屋も心もスッキリ！） 
★夫婦で料理（夫婦円満♪） 
★YouTubeの動画観てダイエット♪ 
★畑を作った（そして大収穫！） 
★めずらしい国の料理にハマる 
★テイクアウトが増えた 
★テニスができずにウズウズ(*´з`) 
★散歩 
★何の変化もなく毎日仕事へ(-_-;) 
★早寝早起きで規則正しい生活へ 
★遅寝遅起きで不規則な生活を満喫 

ステイホームの過ごし方 

クラブ対抗でアンケート調査♪ 

AB級優勝 

AB級準優勝 

ノービス級優勝 

ノービス級準優勝 

AB級コンソレ優勝 ノービス級コンソレ優勝 

Link up 

キャマラード 

樹の里B 

樹の里A 

桃缶（Peach100％） アヒージョ（Elefanta） 

röche新作ウエア予約販売ブース 

第42号-1 

  去年のクラブ対抗大会は大雨で中止。 
  今年はコロナ禍の影響で中止なのではと 
 心配していましたが、開催の運びとなり一安心。 
週間天気予報は雨でしたが前日に予報が変わり
また一安心。無事開催することが出来ました！ 
今大会より感染予防ガイドラインを作成し、会員
の皆さまにもご協力いただき、無事に大会を 
終えることができ嬉しく思います。 
ありがとうございました。 

大会ディレクター 幸 文子 

優勝したLink up上野ゆかりさんの感想 

雨雲が心配された中、雨にもギラギラ太陽にも出会うことなく
過ごしやすい一日となり、決勝まで勝ち進み優勝できました。 
Link upは一昨年優勝したメンバーを加え、今年負けるわけ 
にはいかないとメンバー皆が思っていたと思います。 
優勝できて本当に良かった。 
運営の皆さんのコロナ対策、大変だったと思います。 
無事大会が開催できた事、感謝いたします。 

今年より熨斗が 
可愛くなりました♪ 

両端を引っ張ると一気に 
 たためるエコバッグ♪ 

お出掛けのお供に・・・ 
ご愛用くださいませ☆ 

40th 記念品
「シュパット」 

目指せ優勝!! 



 ソニー生命カップ  
第４２回 全国レディーステニス大会 大分県大会  

２０２０年９月５日（土） 豊後企画大分駄原テニスコート 

例年2日に渡り繰り広げられるこの大会、今年は超大型台風の接近により、8ゲームスプロセットに 
切り替え、急遽１日で終わらせる事となりました。イレギュラーな大会を勝ち抜き、大分県代表に 
なった3ペアは２０２１年３月１７日（水）～１９日（金）に行われる全国決勝大会に出場します。 

大分県代表3ペア 

手指の消毒 

除菌 

マスク着用 

フェイスシールド着用 

猛暑をものともせずひたむきに練習する姿勢、ペアを組んだばかり 
にもかかわらず全国大会を目指す気迫、毎試合後焼肉屋で反省会 
する熱心さ。何の目標も無くぼんやりしていた私を奮起させたのは、 
そんなテニス仲間の情熱でした。 
３位決定戦前も「絶対勝て」と仲間の激が！ 
お陰で気が引き締まりました！ 
試合後届いた祝福の中に「目標の大会がコロナで中止になり 
意気消沈していたけど、３位入賞に励まされた。私も頑張る！」    
というメッセージが・・・私が誰かを励ますことができたのだと、 
こみ上げる嬉しさを噛みしめた1日となりました。 

              キャマラード 川野 真由美 

No.1 福岡久美（Link up） 藤井千恵（Linkup）  
No.2 大串由美（カモミール） 武藤正子（Free Mammy）  
No.3 川野真由美（キャマラード） 加藤愛子（Elefanta） 
                 監 督 木本 真美  

3位決定戦を終えて・・・ 

皆さんが楽しみにしているソニー生命さんが振舞ってくださるかき氷、来年は食べることができますように・・・ 

確認書の記入 



※今年のＣ級優勝者はＢ級になりますが、九州地域桑名杯大会が中止になったため来年の桑名杯に限りＣ級で出場できます。 

 「やったーーーーー!!!」  
運んだ箱から見えたフルーツたち。 
まさか・・今回は・・・と思っていたら 
「今回は豪華賞品よ！」と佐藤支部長の声。 
ほしい！食べたい！と欲丸出しで頑張りました。 
決勝では壁よりも強い石頭の女から勇気をもらい、 
優勝賞品メロンをゲット!!服の下に入れてナイス 
バディ🖤と披露したりはせず、丁寧に扱います。 
食べたら甘くて美味しくて、ほっぺがボトンと落ちました。 
ペアの真紀さんは仏壇にお供えしたとのことでした(笑) 
運営スタッフの方々、応援してくれた方たち、そして 
何より真紀さんに感謝したいと思います。 

ありがとうございました！ Peach100% 水木 碧 

「ありがとう！」 
私にとって今回が初めての桑名杯。 
「ペアに神様が降りて来ても、私に取り憑くコートの魔物
が邪魔して・・・」なんていう言い訳をしながら試合に臨
んでいた私が、とにかく集中して試合ができ、ダブルス
で1＋1が3以上になり得るという事を実感できました。 
今、ダブルスの魅力にはまっています。 
大会関係者、時間を作ってレッスンや練習に付き合っ
てくれた友たち、そして親子ほど歳の離れた私と組ん
でくれたペアに心から感謝！です。 
 

            Elefanta キングストンあゆみ 

←←詳しい結果は女子連大分県支部HPをご覧ください。 https://jltfoita.jp/ 

ルビーの部 

参加賞のフルーツ 

きっと 
何かあったんで賞 

20名の参加者で 
賑わった 

大串 由美 カモミール  
武藤 正子 Free Mammy 

福岡 久美 Link up  
藤井 千恵 Link up 

三浦 裕子 Elefanta  
膳  里子 Free Mammy 

安東 真紀 Elefanta 
水木 碧 Peach100%  

長  英 美 カモミール  
脇坂 美喜子 フリーライン 

久保田 笑加 Free Mammy 
キングストンあゆみ Elefanta  



ヨネックスレディースチャレンジカップ2020 

     オープンクラス 
２０２０年１０月２４日（土）  
別府市営公園テニスコート 

車いすテニス体験会 

11月1日(日) 豊後企画大分駄原テニスコート 

車いすテニス参加者 大分市テニス連盟ジュニアレッスン生・別府翔青高校女子テニス部員・女子連大分の役員 

太陽の家テニスクラブSpash（スパッシュ）の皆さん、バルセロナパラ
リンピックに出場された岩崎満男選手をお迎えし、秋晴れの空の下、
車いす体験会が行われました！ 

私はよく「足（あし）ニス」という言葉を使います。
手（て）ニスは腕だけじゃない、足を動かしボー
ルの元へたどり着く足の力も武器なのだと。 
その足の力を封じ込められた今回の体験会。 
腕の力のみで動き、打つことがこんなにも難しい
とは！ラケットを持たずとも車いすの操作で 
てんてこ舞いなのに、ラケットを持っての移動、 
そして打つ、という動作はまるでテニス初心者
以下のプレー。球に近すぎ、遠すぎ、空振り！
そもそも車いすでバウンドする球の位置へは 
到底たどりつけません。もはや、ただの椅子です。
球出しが悪いと開き直る大人達は疲労困憊、
そんな大人をよそ目に子ども達は楽しくプレー
をしていました。 
車いすテニスは十数年前よりレベルアップし 
若手有望選手が増えている中、車いすテニス
強豪国である日本において、多くの選手が 
気軽にプレーできるようコート整備がされること
を願っています。 
  
  普及審判部 木本 真美 

 二宮 京子  (Orange Ball) 
上堀内真理子 (NTCクラブ) 

正野 智美 (秋 桜)  
中井 弘美 (Be-ラビット) 

優 

勝 

準
優
勝 

最高の秋晴れの中で行われた大会。 
ペアとは初めて組んでの挑戦だったけれど、 
昔からの友人だったのでとても楽しみでした。 
どの試合も強豪ばかりで、緊張が続く中 
「１球に集中！」と声をかけ合って挑みました。 
試合をふり返ると、新たな課題が見えてきましたが、
優勝できたことは私たちの自信になりました。 
多くの方の支えのもと、できた優勝。 
テニスができることに感謝の気持ちをもち、 
次の目標に向かって励んでいきたいです。 
 
     Orange Ball  二宮 京子 

心も晴れ晴れとする秋日和に全国大会出場をかけ、 
激しいラリー戦! 勇気あるポーチ! 豪快なスマッシュ!  
時にはミラクルフレームショット! と見応えある試合ばかりでした！ 
全国決勝大会は12月9日10日横浜国際プール特設会場で開催予定です。 



ヨネックスレディースチャレンジカップ2020 

ステップアップクラス（九州大会予選） 

１１月２２日（日）  
大分スポーツ公園昭和電工テニスコート 

九州大会は、２０２１年３月熊本県総合運動公園パークドームにて開催予定です。 

九州大会出場大分県代表チーム 

YONEX試打会 

松永さやこコーチに 
ラケットをお薦めしてもらい、 
一緒にゲーム練習♪ 

日差しは柔らかくても、意思は強く固いつわどもが集い、シーソーゲームが 
多かった今大会！見事九州大会出場を決めた強豪3ペアは・・・  

新電力おおいた杯  
  第40回 大分県レディーステニス大会 

１１月３日（火・祝） 豊後企画大分駄原テニスコート 

尾形 智美（くのいち） 
清水 仁美（Elefanta）  

二宮 京子 (Orange Ball) 
三浦 直美 (Orange Ball)  

久保田笑加（Free Mammy） 
安部 知子 （オリーブ）  

膳 里子  (Free Mammy)  
油布 麻理(active) 

内田 清恵（ウィステリア）  
池辺千恵子（ファインT.C） 

小林 瞳  (Peach100%) 
岡村 裕美(Peach100%)  

広報だより 5号 

そういえば、一日中楽しかったなぁ。 
負けた試合でもやっぱテニス楽し！ 
と思ったもんな。終わってふと、何故 
私あんなに楽しかったのかなと考える。 
あぁそうだ、ペアがとにかく、私が自由に 
プレイ出来るようにしてくれてたからだなぁ 
としみじみしたのでした。三重野さんありが
とう。九州大会も楽しく頑張ろうね！ 
最後に、久しぶりの試合参加でしたが、 
コロナ禍での大会運営、役員の方の 
大変さがよく分かりました。 
本当に感謝致します。  

    Ablaze 亀山 絵美 

優勝出来て本当に嬉しいです。苦節十数年、やっと
念願が叶いました。今回の試合は、池辺さんとペアを
組んで3回目。お互いに中々ペアの練習が出来ず、
私は仕事で10月中ほとんどテニスが出来ていない 
状況でした。なので2人して 「とにかくケガなく楽しんで
頑張ろうね」だけで試合をしました。本当に無欲の勝
利でした！これから新たなスタートです！しっかり練習
し頑張って行きたいです。 
決勝戦は沢山の方たちが残って応援してくれて励み
になりました。本当にありがたく嬉しかったです。 

                          ウィステリア 内田 清恵 

水木 碧   （Peach100%）  
冨久 あさみ（Free Mammy） 

植木 真奈美（Free Mammy）  
佐藤 直美  （Free Mammy） 

三重野 智世（Ablaze）  
亀山 絵美  （Ablaze） 

今年より新電力おおいた杯となりました！ユーモア溢れる選手宣誓から始まり、それぞれの目標に向かって、 
C級優勝ペアはB級へ、B級優勝ペアはA級へ昇級を賭けた戦いが繰り広げられました！ 

優しい笑顔から豪快なショット！ 

同時開催 

優 

勝 

優 

勝 

優 

勝 

準
優
勝 

準
優
勝 

準
優
勝 

色鮮やかなローチェ新作ウエア♪ 

ラケットハイタッチ！ 

開会式 選手宣誓 



「親睦テニス大会を終えて」               普及審判部 中嶋かおる 
 

声援も笑い声も控え目に・・・制約の多い親睦テニス大会でしたが、大きな拍手や
たくさんの笑顔、好プレーを讃える姿が会場いっぱいに広がって、参加された皆 
さんに楽しい大会にしていただきました。 
思えば今の私は、親睦テニス大会に参加して皆さんのお世話になったところから
始まって、大分でテニスが楽しく出来ています。今回、どなたかのそんなきっかけ
になっていたらいいなと思いました。たくさんのご参加ありがとうございました。 

豊後企画大分駄原コート 令和2年12月2 日（水） 

参加賞 
リップクリームと 

PINK ION 

１位チームにはお化粧品が♪ 

ソーシャルディスタンス集合写真 
 「お～い！ここだよ～！」自分を探せ!! 

試合終了ごとに除菌シートでお掃除します 

当たりました～!! 

定期的にトイレの除菌も行います 

広報だより ６号 

数々の大会が中止、延期となり、活動の範囲が狭まった令和2年。 
最後の大会を普及審判部が総力挙げて開催してくれました！ 
チーム分け発表、ルール説明、集合写真を撮り、試合開始です！ 

結構    です かなり    です 完全に   です 

皆勤賞 
１７名に授与 
されました 

コロナのニュースで憂鬱な毎日。東京から
娘が帰って来ていた私は、約２週間家に 
こもっていました。2日の親睦は久しぶりの
テニス！張り切っていたのですが… 
空回り。チームの皆さんの足を引っ張って
しまいました。ごめんなさい。自分の不甲
斐なさを感じながらも、普段と違うメン
バーとのプレイは新鮮で発見もたくさん
あり勉強になりました。25分という時間で
区切ったゲームも『笛よ早く鳴って！』と
思ったり、『もう少し』と思ったりハラハラ 
して面白かったです。 
コート設営・除菌シートの設置など普及部
の方々のきめ細やかな準備のおかげで 
1日楽しむ事ができました。ありがとうござ
いました。    くのいち 井上雅子 

ピンクリボンレディーステニス大会に 

 マンモバスがやってくる！ 

★検診日  2021年5月22日（土） 
★募集人数 先着60名 
★検診内容 マンモグラフィー検査 
      超音波検査 
      乳頭分泌検査 
 くわしくは2021年ピンクリボンレディース 
 テニス大会の募集要項に記載予定です 

支部長の愛ある攻撃 

2020年度 

ナイショ 

欲しい！ 

永谷園賞 


