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は じ め に 
 
 

2003 年度の広島県バウンドテニス協会は，その事業の中で特に印象に残る３つの
大きな大会がありました。 

 
スポレク広島 2002を記念して創設された「きんさいＢＴ大会」，毎年各地で開催

される「第 7回ゴールド広島大会」，そして毎年徐々に参加者が増加し，今年度は 2
日間の大会となった「もみじカップ大会」です。 

 
大会参加までには各クラブでの練習があるように，大会開催には企画立案から終了

後の報告作成まで，さまざまな仕事があり，多くの方がそれぞれの役割を果たしてい

ます。ただ単に大会を開催した，結果はこうなったというだけではなく，それに関わ

った方たちの活動をお知らせしたい，そしてみんなで共有したい，これが広報委員会

の願いでもあります。 
 
できればそうした裏方の仕事も年報に取り入れたいのですが，紙面には限りがあり，

編集委員のパワーにも限りがあります。どうしても結果として残る事実を掲載するこ

とが優先されてしまいます。それでも，それぞれのイベントの雰囲気が伝わるように

と知恵を絞りながら編集をしています。 
 
今年度の年報では，総務委員会が作っている「愛」の紹介，県および各支部の役員

名簿を新たに掲載しました。ページ数も昨年度の倍になりました。2003 年度の年間
日程をご覧になりながらこの 1年を振り返り，また新たなＢＴの 1年を楽しんでいた
だければと思います。 

 
今後もみなさんに喜ばれる活動をしていくためにも，是非ともみなさんのご意見，

アドバイスをお待ちしております。そして，広報委員会への参加も・・・。 
 

2004年 4月 
広島県バウンドテニス協会広報委員会 
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年 間 行 事 
 

開催日 行事名 場所  
2003年 
  4/16 安芸府中支部総会 安芸府中公民館  
  4/18 広島県ＢＴ協会総会 中区ＳＣ  
  4/19 大野町支部総会 大野町梅原集会所  
  4/20 広島市支部総会 本川小学校体育館  
  4/27 広島県ＢＴダブルス選手権大会 佐伯区ＳＣ  
  5/11 全日本ＢＴ選手権広島県大会 佐伯区ＳＣ  
  5/24 第 1回指導者講習会 大野町体育館  
  6/ 8 第 21回広島県ＢＴ親善大会 東区ＳＣ  
  6/22 松下杯 大野町体育館  
  7/ 5,6 全日本選手権大会 東京体育館  
  7/13 第 2回指導者講習会 安芸府中町立体育館  
  7/27 第 2回広島市ＢＴ大会おりづる杯 中区ＳＣ  
  8/23,24 第 3回指導者講習会（合宿） アルカディア・ビレッジ  
  9/23 リフレッシュ講習会 大野町体育館  
 10/12 広島市スポレク・フェスティバル ビッグアーチ  
 10/19 商工会会長杯 大野町体育館  
 11/1～3 スポレク香川 2003 香川県観音寺市  
 11/16 第 7回府中つばき杯 府中町立府中中学校体育館  
 11/23,24 第 14回もみじカップ 佐伯区ＳＣ  
 12/ 6 第 5回野村杯クリスマス大会 大野町体育館  
2004年 
  1/17,18 第１回安芸グランドホテル杯きんさい大会 大野町体育館  
  2/ 1 第 14回広島県ＢＴシングルス選手権大会 佐伯区ＳＣ  
  2/21 第 4回指導者講習会 広島県スポーツ会館  
  2/29 公認指導員認定試験 大野町体育館  
  3/6,7 第 7回日本ＢＴゴールド広島大会 広島サンプラザ  
  3/28 第 11回中国ブロック親善交流大会 岡山県六番川水の公園体育館  
 
＜会議＞ 
 常任理事会  2003/4/4  5/9  6/6  7/11  8/8  9/5  10/3  11/7  12/5  2004/1/9  2/6  3/19 
総務委員会  毎週火曜日 

 指導委員会  2003/5/24    6/14    7/29    12/6    2004/3/13 
 広報委員会  2003/5/17    7/12    10/4    2004/1/24    3/13 
 IT推進プロジェクト  2003/6/12    2004/2/14 
 中国ブロック連絡協議会  2004/3/27 
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広島県バウンドテニス協会 総会 

 

■日 時 2003 年 4 月 18 日（金） 19：00～21：00 

■場 所 中区スポーツセンター 第 2 会議室 

■出席者 29 名 

■議 題 

１. 平成 14 年度事業報告 

２. 平成 14 年度会計報告、監査報告 

３. 役員改選 

４. 平成 15 年度事業計画 

５. 平成 15 年度予算 

６. 報告事項 

７. その他 

 

 

〇事業報告では、平成 14 年度事業として、県内大会 5、主管大会 1、講習会関係 1、県外大会 2、

について報告があった。 

 また総務委員会、指導委員会、広報委員会より事業報告があった。 

 

〇決算報告、特別会計報告は原案どおり承認された。また県内大会 5 の会計報告、総務委員会会

計報告、指導委員会会計報告、広報委員会会計報告も行われた。 

 リフレッシュ講習会会計報告、スポレク事業費会計報告も別途行われた。 

 

〇本年度は 2 年に 1 回の役員改選時期にあたり原案どおり承認された。 

 

〇平成 15 年度事業計画として、県内大会 7（第 7 回日本ゴールド広島大会を含む）、大会講習会

関係 2、県外大会 3（第 21 回全国大会：第 16 回スポレク香川：第 11 回中国ブロック岡山）に

ついて審議し承認された。 

 

〇平成 15 年度予算について審議承認された。 

 

〇報告事項は ①日本バウンドテニス協会規約改定（年間拠出金￥50,000 の新設） ②日本バ

ウンドテニス協会ルール改定（ＢＴラリー規則一部改定） ③ゴールド大会 について報告、

説明があった。 

 

〇その他平成 15 年度会員登録数について報告があった。登録人数は支部協会登録者 349 名、サ

ークル登録者 32 名、計 381 名となり前年度より 17 名減となった。 
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安芸府中バウンドテニス協会 総会 

                         
■日時  2003 年４月 16 日（水）   
       19：30～21：00  
■場所  府中公民館           
■出席  26 名  
     
■議題 

1.平成 14 年度活動報告 

2.平成 14 年度会計、監査報告 

3.平成 15 年度予算案の承認 

4.平成 15 年度活動計画 

   広島県親善大会  6 月 8 日  東区スポーツセンター 

   安芸府中親善大会 6 月 28 日  町立体育館 

     府中つばき杯   11 月 16 日  府中中学校体育館 

5.その他 

   平成 15 年度役員改選 

   県協会会費値上げについて 

   ＢＴラリー競技規定の改訂内容説明 

   体協加盟へ向けての働きかけ 

   ゴールド大会の広告について 

    

■総会をおえて 

＊ 進行がスムーズにいったので総会終了後、広島県親善大会の役割分担を下記のように決め

ました。 

競技係：体育館クラブ  総務係：スマイルクラブ 

今回は、今までにない内容を予定していますので全員で親善大会を盛り上げましょう。 

 

＊ 総会の出席者を増やすため、開催時間を昼間にしたらどうか、という意見が出ましたが 

以前昼間に開催しても出席者は変わらなかったそうで、今後は総会以外にも何かを考える

必要がありそうです。 

 

＊ 安芸府中協会の各クラブは練習場所が違うので、会員同士の交流が町内親善大会しかあり

ません。今後、もっと交流を深めるため総会に積極的に参加しましょう。 

総会では、試合の時とは違う普段の顔、姿が見られました。 
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大野町バウンドテニス協会 総会 

 
■日 時 2003 年 4 月 19 日（土）18：30～21：30 
■場 所 大野町梅原集会所 
■出席者 30 名 
■議 題 

1. 平成１４年度事業報告 

2. 平成１４年度決算報告 

3. 監査報告 

4. 平成１５年度事業報告（案） 

5. 平成１５年度事業予算（案） 

6. 役員改選 

7. その他 

 

* 平成 14 年度事業報告と決算報告並びに新年度の事業

一致で賛成された。 

 

* 連盟新事業方針として、担当クラブによって趣向をこ

し検討され実行に移す事が盛り込まれた。 

 

* バウンドテニス教室を春と秋に年２回実施する。 

 

* 開催事業：2003/06/22・第 16 回松下杯親善 BT 大会-

        2003/10/19・第 15 回商工会会長杯 BT 大会

        2003/11/09・第 52 回大野町文化祭 BT 大会

        2003/12/06・第  5 回野村杯クリスマス BT

        2003/05/22，29，6/5・大野町 BT 教室（３

        2003/日時未定（秋頃）大野町 BT 教室開催

 

* ４月１８日に開催された広島県 BT 協会総会の資料を

* 今年度は、ゴールド BT 大会並びにスポレク開催記念安

事業になる事が伝えられた。 

* 日本ＢＴ協会規約改正。県協会は、今年度の登録規程

とになった。以上の理由によって、来年度の県協会加

 

○総会終了後懇親会に移った。田中常任理事の乾杯音頭

バウンド談義が始まり時間の過ぎるのを忘れて盛り上

 

5

計画と予算計画について審議され満場

らした競技方法を、常任委員会に提案

---------（オープン大会） 

--------（オープン大会） 

--------（大野町内大会） 

大会----（オープン大会） 

回コース） 

 

配布と報告があった。 

芸グランド杯（仮称）が例年にない新

により年次分担金５万円を納入するこ

盟会費は事実上値上げになる予定。 

により始まり、和やかな雰囲気の中、

がっていた。 



広島市バウンドテニス協会 総会 

 
■日 時：2003 年 4 月 20 日(日) 13：00～13：40 
■場 所：本川小学校 体育館 
■出席者：36 名 
■議題 
  ① 2002 年度事業報告 
  ② 2002 年度決算報告・監査報告 

河野会長あいさつ   ③ 役員改選 
  ④ 2003 年度事業計画 
  ⑤ 2003 年度予算案 
  ⑥ その他 
     第 2 回広島市バウンドテニス大会について 

・大会名は一般公募の結果「おりづる杯」に決定 
・今年度は、7 月 27 日（日）中区 SC にて開催される。 

 
 

       

吉本理事長と吉原さん 富川議長と北野さん 司会：横田さん 

 
 
 
☆今年度は初の会員総会でしたが、会員 190 名に対して、

出席者は 36 名，委任状 138 名と少し寂しい総会でした。 
 
☆議事はスムーズに進行し、総会終了後には総会会場がその

まま練習会場となり、出席者全員でお楽しみ練習会が行わ

れました。 
 
☆とっても楽しい２時間で、参加できなかった方は残念！  
きっと来年は出席者が倍増することでしょう。 
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☆総会終了後のお楽しみ練習会☆ 13：50～16：15 

総会終了後、総会参加者でバウンドテニスの練習会を行った。 
 
 【変則サバイバルラリー】 
   ４人対４人 試合時間１分 30 秒で、残った人数がポイントになる。 
 
 【バラバラ・ダブルス】 またの名を出稼ぎダブルス 
   チームの４人が別々のコートに分かれて、他チームの選手とダブルスを組んで、 

４ゲームの試合を行い、取ったゲーム数がポイントになる。（0～４点まで） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

あらよっと！

私は またまた 

やってますよ～！

 
 【クライミング・ラリー】 
   １～４コートを登山に見立てて、コートを移動しながらのラリー。 
   １～３番目の人のラリーが成功したら、４番目の人は隣のコートに斜めに打球する。 
   そのコートでも同じようにラリーをして、最後のコートで全員がラリーを成功させたら、

登山終了。 
 
 【大逆転ガラガラ回し】 
   これまでの得点に、ガラガラ回しによって得た得点（１～50 点）が加算される。 
 

今までの得点は 

なんだったの？ 
 

☆このガラガラ回しで見事 50 点を獲得した優勝チーム（ 上田，山根，河岡，森 ）には、 
  今後 1 年間、広島市王国を統治,君臨し、皆から「王様」と呼ばれる権利が与えられました。

  ただし、裸の王様にならないように注意すること。 
とても楽しい総会．．．じゃなくて、練習会でした。 
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第 14 回 広島県バウンドテニスダブルス選手権大会 

■日 時  2003 年 4 月 27 日（日） 
■場 所  広島市佐伯区スポーツセンター 
■主 催  広島県バウンドテニス協会 
■運営担当 広島市バウンドテニス協会 
■参加者  男子フリー； 6 組，ミドル； 4 組，シニア；5 組 

女子フリー；19 組，ミドル；20 組，シニア；7 組 （選手宣誓：松浦，山肩）

■成績 
１位 河本 正則 ・ 田中   薫（大野） 

２位 折出 敏秀 ・ 石井 哲二（坂・千田） フリー 

３位 立畠   昭 ・ 磨井 祥夫（坂・広島 BTFC） 
１位 松本 雅知 ・ 坪井 孝博（大野） 

２位 山谷 久夫 ・ 河野   優（R.パワーズ） ミドル 

３位 松浦 秀樹 ・ 山肩   脩（わかば・R.パワーズ） 

１位 浜崎 重道 ・ 青木   司（安芸府中・大野） 

２位 多田 利夫 ・ 田村   馨（大野） 

男子 

シニア 

３位 今村 弘美 ・ 今田 治文（青崎・牛田） 

１位 三上 貴子 ・ 谷口 幸子（大野） 

２位 中津 明子 ・ 鮎川 鈴子（安芸府中・大野） フリー 

３位 力山美代子・ 松林まさ子（安芸府中） 

１位 山根 照美 ・ 内田みさ保（比治山・広島 BTFC）

２位 高山美悠紀・ 田村美和子（大野） ミドル 

３位 田中 京子 ・ 横田サヨ子（大野・比治山） 

１位 朝日南千秋・ 小林トミ子（安芸府中） 

２位 澤崎 順子 ・ 呑田 直美（鈴が峰・オリーブ） 

女子 

シニア 

３位 大島 武子 ・ 新畑 洋子（大野） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■感 想 

春本番，新しい年度はこのダブルス選手権大会から始まる。1 か月

後に迫った全日本選手権大会広島県予選を念頭におきながらペアを組

んで出場する選手が多い。多くの方に試合の楽しみを体験してもらう

ために，A，B のランクに分けるのも良いかもしれない。 （田村，高山ペア） 
■初めて参加した選手のコメント 
・ペアに恵まれて初めて参加できました。試合もタップリできてとて

も楽しかった。でも，練習の時のようには打てなかったので，次回

はもっとノビノビとやりたい。（清水ちえみ，大野） 
・今回は年齢をごまかして，ミドルで参加しました。上手な人たちと

対戦できて楽しかった。（藤岡妙子，大野） （山谷，三浦ペア） 
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全日本バウンドテニス選手権 広島県大会 

■日時  2003年 5月 11日（日）  ９：００～１７：００ 
■場所  佐伯区スポーツセンター 
■主催  広島県バウンドテニス協会 
■参加者 男子ダブルス （フリー2組、ミドル 1組、シニア 4組） 
     女子ダブルス （フリー10組、ミドル 7組。シニア 5組） 
     男子シングルス（フリー5人、ミドル 2人、シニア 10人 

女子シングルス（フリー12人、ミドル 18人、シニア 11人） 
若手の台頭！大東兄弟全国大会へ 
今年度も、全国大会出場権をかけての試合は手に汗を握るし烈な戦いとな

歳双子ペアの健闘に参加選手たちの暖かい拍手がおくられた。 

フリー 
【1位】松本雅知・坪井孝博(大野町）
【2位】大東智樹・直樹(わかば） 

ミドル 
【1位】立畠昭(坂）・磨井祥夫(広島 BT
【シード】田中薫・河本正則(大野町）

ダブルス 

シニア 
【1位】今村弘美(青崎）・今田治文(牛田
【シード】浜崎重道(安芸府中）・青木司

フリー 
【1位】大東智樹(わかば）【2位】松本
【3位】坪井孝博(大野町） 

ミドル 【1位】田中薫(大野町）【2位】立畠昭

男子 

シングルス 

シニア 【1位】青木司(大野町)【2位】多田利

フリー 
【1位】蔵田洋子(東野）・西岡由美(広島
【2位】三上貴子・谷口幸子(大野町）

ミドル 【1位】山根照美(比治山）・内田みさ保
ダブルス 

シニア 【1位】朝日南千秋・小林トミ子(安芸

フリー 
【1位】西岡由美(広島 BTFC）【2位】
【3位】三上貴子(大野町） 

ミドル 【1位】田中京子(大野町）【2位】蔵田

 

女子 
シングルス 

シニア 【1位】朝日南千秋(安芸府中）【2位】
＜選手の声＞ ・初めての全国大会。今.今コンビで頑張ります。・シードを取
・調子は良くなかったけどサーブが入って良かった。・諸先輩方にカツを入れ

た。・全国大会の切符を手 
に入れるのに非常に苦労し 
ました・自分の試合が出来 
て良かった。・久しぶりの 
東京です。道に迷わないよ 
うに連れて行って。 

みなぎる決意→ 
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選手宣誓する松本.坪井ペア  

った。そんな中での 16

 

FC） 
 
） 
(大野町） 
雅知(大野町） 

(坂） 
夫(大野町) 

BTFC） 
 
(広島 BTFC） 
府中） 
半田博子(ふなこし） 

洋子(東野） 
大島武子(大野町） 
るよう頑張ります。 
まくられて優勝できまし



第 21回 広島県バウンドテニス親善大会 
■日 時  2003年 6月 8日（日） 9：00～17：00 
■場 所  広島市東区スポーツセンター 
■主 催  広島県バウンドテニス協会，中国新聞社 
■運営担当 安芸府中バウンドテニス協会 
■参加者  150名 
■競技成績 

団体戦・ダブルス 

ブロック 順 位 チーム名 選    手 

1 リス 多田利夫・河井隆夫・久保成子・槙原八重子・三浦 薫・山根比佐子 

2 マトリックス 沖 和博・秋田マユミ・大東智樹・加藤綾子・河浜多美子・浜本英子 

3 ウランちゃん 西岡由美・大島武子・野村光代・平林久美子・渡辺利恵子・和木直子 

4 若鮎 6 鮎川鈴子・兼子元子・下村範子・林 正則・竹村美恵子・上垣内のぞみ 
A 

5 ポップコーン 石森政子・石崎多喜子・佐藤弘美・調枝初子・原佐喜子・村上 忍 

1 愛ちゃん 谷口幸子・呑田直美・近藤政勝・土井隆博・林 鞆子・村田 忠 

2 あやめ 野村留美子・橋本 喩・古川明美・美濃幸子・松岡千代子・渡辺浩信 

3 スーパーアジサイ 加茂義弘・末田忠子・栩木美子・平井絹江・松井弘子・山谷恵子 

4 若くて可愛い 松林まさ子・池田真由美・家重節子・芝野津智江・松浦秀樹・三浦照美 
B 

5 やっさ 高山美悠紀・岡吉真由美・木山淑子・長谷川恵子・藤岡秀樹・山添祥子 

1 つばめ 内田みさ保・大東直樹・岡村詠子・大尾公美・松岡 傅・渡部達也 

2 しょうぶ 横田サヨ子・大恵益子・白木宏明・新畑洋子・広兼文子・渡部恵子 

3 カサブランカ 山根照美・片山 宏・田村賢一・古川ミカ・松本みゆき・三上明子 

4 ラベンダー 村上義信・竹下康裕・冨永克子・中西智子・藤川洋子・宮崎隆子 
C 

5 七夕 吉原文子・木下芙紗子・富川和璋・細川千恵・橋本幸男・吉村一枝 

1 セラピスト 磨井祥夫・岩田晴美・草野みか・長重良子・根岸 朗・平葦和久 

2 ちょっと昔の G&B 藏田洋子・岩重由三子・小松明美・藤岡妙子・村島幸子・吉本征司 

3 花てまり 半田博子・木村千鶴・瀬尾信枝・山谷久夫・山下悦子・松尾きよ子 

4 ハッピーズ 今田治文・上東玲子・力山美代子・宮崎春子・山根孝博・千之木つる子 
D 

5 カエル 澤井善子・北川 滉・林 襟子・茶堂孝明・富川千鶴子・松若みつ子 

1 たのしく！ 青木 司・空中穣二・長谷川育恵・山肩順子・向井笑子・畑河内スミエ 

2 チェリー 立畠 昭・岩本良子・宝専清美・宮崎英子・山本 恒・長谷川とも子 

3 きんかざん 折出敏秀・上田照枝・亀川由美子・清水恵子・山田幸江・山城屋美奈子 

4 メイプル 土居美津子・大久保都・樽谷倫子・中本さつき・服部啓子・森 雅枝 
E 

5 幸せになろうよ 中野八千代・上田美幸・鈴木早百合・長田美智子・平井哲也・森本可祝 
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ラリー戦部門総合成績（ゴールドラリー得点 ＋ クライミングラリー得点） 

1位 やっさ、 2位 愛ちゃん、 3位 ウランちゃん、 4位 きんかざん、 5位 セラピスト 
6位 ラベンダー、７位 たのしく！、8位 スーパーアジサイ、9位 リス、10位 カサブランカ 
11位 マトリックス、 若鮎 6、 ちょっと昔の G＆B、  14位 メイプル、  15位 つばめ 
16位 しょうぶ、  チェリー、 １8位 花てまり、 19位 あやめ、  20位 ハッピーズ 
21位 若くてかわいい、 七夕、 幸せになろうよ、  24位 カエル、 25位 ポップコーン 

 

ハッスル賞：つばめ    なんでだろう？賞：カエル 

 
試合の模様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 みんなで頑張りましょう！ 

 
 
 
 
 
 
 
い い 勝 負？ 

 
 
 
 
 
 
 
スポンサー 

 
 
 
 
 
 
 
アア たのしかった 

 
 
 
 
 
 
 
頂上までいけたら良いな 

 
 
 
 
 
 
 
良くそろってます 

 
 
参加者の声 
〇皆がやさしいボールを出したので登りつめて 15点でした。 
 〇皆でつなげて最後のコートに行った時は感激でした。 
 〇山口県徳地から来ました、1週間 2回練習しています。 
 〇最高齢参加の大野レディー、“みんなもっと練習せにゃー ……… 私を見てみんさい” 
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第 21回 全日本バウンドテニス選手権大会 
■日 時 2003年 7月 5日（土）6日（日） 
■場 所 東京体育館 
■主 催 日本バウンドテニス協会 
■参加者 広島県から 24名 

全国 42都道府県から延べ 1,042名のつわものが集まり、1ゲームの 1球に・・泣いて笑っての
筋書きのないドラマ！熱き戦いが繰り広げられました。広島県からは選手 24名、運営役員（競技・
審判）3名が参加し、それぞれに頑張ってまいりました。選手の 1球 1球のボールを見つめる真剣
なまなざし、最後まであきらめない精神力。いろいろな選手のさまざまなプレーに刺激され、初

出場のみなさんもそれぞれに大会を楽しまれたことと思います。そして、24 面ものコートが設営
された広～い体育館では、端から端への移動に応援者も体力勝負！！ 
応援ありがとうございました。 

（主な試合結果） 

男子ダブルス   ミドル  3位    田中  薫・河本正則(シード) 

ミドルダブルス男子 
３位 ４位 

                       4位    立畠  昭・磨井祥夫 
女子ダブルス   ミドル ベスト 8 内田みさ保・山根照美 
               シニア ベスト 8 朝日南千秋、小林トミ子 
男子シングルス シニア 2位     青木  司(シード) 
女子シングルス フリー 2位     三上貴子(シード) 
                    ベスト 8 西岡由美 
             ミドル ベスト 8 蔵田洋子 

   選 手 感 想  
・ シードを取れなかったらどうしようかとそれだけが気がかりで心配だった。シードを取

ることができて本当に良かった。 
・ 予定にない成績を収めることができた。ダブルス初戦敗退してしまったことで、うまく

力を抜くことができたのか、シングルスでシードを取ることができて良かった。辛抱す

ることができたのが良かったのだと思う。 
・ 初めて表彰されました。今回、大東兄弟が男子フリーで出場したが、これは最年少新記

録かもしれない。 
・ 久しぶりに表彰されました。シングルスではこれまでの先入観があり、相手を良く知り

すぎているというのは少し不利だった。鉢を買ったので、これから根気を植えて頑張り

ます。来年はシニアで出場します。 
・ 毎回、毎回感じる事ですが、普段のプレーを出すことは難しい。広島にはいないタイプ

のペアが多く、ほんと全国は広いなという感じです。 
・ ダブルスは 3回戦で敗退してしまいましたが、一番心配だったシングルスで自分のプレ
ーができたのが良かった。シングルスは 5回戦で初めての人との対戦、これまで対戦し
たことのある人には気を抜くことができないと思い自分の試合を心掛けましたが、初め

ての相手に対して自分の試合をする事ができなかった。これを糧に来年また頑張ります。 

12



 
 審 判 感 想  

・ 今年もまた特等席で見させてもらいました。今回、競技は参加者が多かったせいか時間

に追われて大変だった。 
・ 全国大会にも行ったことがないのに、審判で参加させていただきました。「ドキドキ」

というより「ワクワク」という気持ちで第 1回戦の主審をしました。最初のコールで少
し緊張はしましたが、広い体育館で大変気持ち良く審判することができた。いろいろな

選手のプレーを間近で見ることができ良かった。特にシングルスは選手の気持ちが手に

取るように分かり、これまでになく集中して審判をすることができた。貴重な経験をす

ることができました。 
・ ちょっとしたミスはあったが、それ以外は主審として毅然とした態度で審判できた。選

手の時にはあまり試合を見ることができなかったが、審判をすることにより、女子フリ

ーの試合をたくさん見させてもらった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回きんさい大会宣伝 レセプション参加の広島県勢 

ドキドキ審判員 ミドルダブルス男子 
受賞者 

フリーシングルス女子 
受賞者 

シニアシングルス男子 
受賞者 
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第 16 回 全国スポーツ･レクリエーション祭 スポレク香川 2003 
スローガン 「うどん ツルツル! スポーツ スルスル!!」 

 
■日 時 2003年 11月 1日（金）～ 3日（日） 
■場 所 香川県観音寺市 観音寺市立総合体育館 
■主 催 文部科学省、香川県、（財）日本体育協会、（財）日本レクリエーション協会、 
     （社）全国体育指導委員会 
■参加者 全都道府県から 48チーム（主催県は 2チーム）、336名が参加し、広島県チームは、

大野町から新畑（監督）、和名谷、根岸、寺本、小松、広畑の 6名が参加した。 
■成 績 ＢＴラリー戦：第 23位（合計回数：88回） 
     ダブルス戦：ことひきブロックで１位グループの準優勝 
■選手の感想（監督 新畑記） 
○目標と結果 
何か表彰状をもらいたい。ダブルスには弱い、相手もある。せめてＢＴで。 
大会前は、月ごとに互いのスケジュールを出し合い、出来るだけ練習をした。 

  ＜ＢＴラリー戦＞多くの方のご指導とご協力を得て臨んだが、女子が上がり、失敗。 
          計８８回 末広がりだ、ダブルスを頑張ろうと思う。 
＜ダブルス戦＞ 予選リーグは、男子ペアーの良い滑り出しで、神奈川県と滋賀県に勝ち、

１位グループへ進む。 
順位決定戦の１回戦は、待機中に観戦した熊本県の試合から粘ることを学

び、試合で活かすことができ長野県に勝つ。２回戦は、新潟県との対戦とな

り、女子ペアーの息のあったプレーで勝った。「ここまで進めてミラクルだ。

全敗だけは避けたい。」と思って優勝戦に臨んだが、石川県に負けて、惜しく

も準優勝となった。 
○良かったこと 
１．すばらしい先輩方のおかげで、他県の方に「広島県は・・」と言われ、県レベルの高さを 
実感。わがチームに力をプラスして下さった「広島県の伝統の強さ」。 

２．いろいろなプレータイプの方に練習をしてもらっていたこと、アドバイスを受けていたこ

と。 
３．会場の隣に練習場が準備されて、ダブルス戦の前に練習できたこと。 
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第 14回 もみじカップバウンドテニス大会 
 
■日時  2003年 11月 22，23日（土，日） 
■場所  広島市佐伯区スポーツセンター 
■主催  広島県バウンドテニス協会 
■参加者 283名 
 
拡大大会の成功と今後への期待 
 今大会から大きく飛躍した「もみじカップバウンドテ

ニス大会」は、広島県内外から２８３名の選手を集め２日間に亘って開催された。 
 各種大会が開催される中、今回のこの大会ほど前回大会から飛躍的に拡充された大会はないの

ではなかろうか。 
その拡充の内容は、２日間の大会になった、エキシビションとして男子ダブルスの試合を設定

した、女子ダブルスが２コースから３コースに拡大した、混合ダブルスが２コースから４コース

に拡大した、１日目競技終了後、懇親会が新たに開かれた、信枝賞が設けられたなどがある。 
 こうした拡充に伴って、参加人数が増え、スタッフが増員され、全国大会レベルを目指す大会

としての基礎が築かれたとも言えるようである。 
 今大会には、２００３年の全日本選手権大会でベスト４になった選手が男女合わせて１７名参

加していることが注目される。まさに、プレ全日本選手権大会の様相をもった大会となりつつあ

る。さらに、参加人数も前年に比べ大きく増加しており、ビギナーの参加も気安くできるという

イメージはそのままである。 
 もみじカップ大会は、トップ選手からビギナーまでの大会である。こうした大会では、地域的

交流だけでなく、競技力を超えた交流も進んでいくようである。今大会では、他県の選手との交

流はもちろん、トップ選手の試合を鈴なりで観戦するといった光景が随所にみられた。 
 競技後には、全参加者に対してアンケートをお願いしていた。来年の第１５回大会を更にすば

らしい大会にしようとする意欲が感じられる大会でもあった。 
 
 

      

   Ａコースの試合を鈴なりで観戦         アンケートに２日間の思いを込めて 
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■成績 
 １位 ２位 ３位 

Ａ 
新河戸 滝子（福井） 
鹿貫 君代（大阪） 

三上 貴子（大野） 
蔵田 洋子（東野） 

首藤 智恵（神奈川） 
加藤 明子（新潟） 

Ｂ 
竹内 登茂子（大野） 
福田 妙子（大野） 

吉田 静代（福岡） 
早川 光子（福岡） 

大島 武子（大野） 
新畑 洋子（大野） 

女

子

ダ

ブ

ル

ス 
Ｃ 

藤井 幹子（安芸府中） 
半田 博子（ふなこし） 

呑田 直美（ｵﾘｰﾌﾞ） 
中西 智子（千田） 

吉原 文子（鈴が峰） 
野村 留美子（鈴が峰） 

Ａ 
小林 大輔（神奈川） 
首藤 智恵（神奈川） 

平野 学（石川） 
西岡 由美（広島 BTFC） 

戸井 健治（徳島） 
内藤 俊子（徳島） 

Ｂ 
古財 一志（熊本） 
高野ひろみ（熊本） 

工藤 忠雄（神奈川） 
新河戸 滝子（福井） 

松本 恂爾（熊本） 
古財 朝子（熊本） 

Ｃ 
川手 俊治（安芸府中） 
澤井 善子（安芸府中） 

沖 博明（安芸府中） 
小林 トミ子（安芸府中） 

葭野 浩道（岡山） 
今井 和美（岡山） 

混

合

ダ

ブ

ル

ス 
Ｄ 

柴田 健次（広島 BTFC）
山根 照美（比治山） 

大東 智樹（わかば） 
中西 智子（千田） 

坪井 孝博（大野） 
井上 昌枝（大野） 

 
ベストドレッサー賞 
上原 永子（鳥取）   藤原 圭子（島根） 

信枝賞 
江村 真喜子（安芸府中）岡田 博子（福井） 

ベストカップル賞 
佐藤 利文（神奈川）  加藤 明子（新潟） 

 
 

力強く選手宣誓 
 

          

     準備運動で体をほぐして              各コートで熱戦が 

16



第 1回 きんさいバウンドテニス大会 
 
■日 時 2004年 1月 17日（土） 11：30～17：00 

1月 18日（日）  8：30～15：00 
■場 所 大野町体育館 
■主 催 広島県バウンドテニス協会 
■共 催 安芸グランドホテル 
■参加者 145名 
■競技成績 

★１位グループ★ 
 
優勝 つくば旅人（茨城） 荒川仁美・野口稔世・吉田亜矢・重田政治・吉本昌弘 
２位 ペンタドン（石川） 平野 学・浜田世里子・徳田由喜子・東村五巳・鹿貫君代 
３位 平南美女びじょ（奈良） 高橋美千子・三浦久美子・松澤美津子・清家律子・馬場知世 
４位 安芸もみじ（広島） 浜崎重道・沖 和博・久保田万寿恵・小林トミ子・澤井善子 
５位 サンデーズ(鳥取) 田口俊夫・塩見卓司・仙田幸子・田口弘子・松本和子 
６位 サタデーバウンド(広島) 高津久一・和名谷 毅・向井美和子・新畑洋子・中本さつき 
７位 スマイル(広島) 長谷川育恵・長谷川恵子・水島真智子・内田みさ保・亀川由美子 
８位 川内 B.Tクラブ(鹿児島) 鹿子木一人・福迫正道・鹿子木 律・堤 和子・有村真紀子 
   

 
 
 
 
 

つくば旅人                     ペンタドン              平南美女びじょ 

 
★２位グループ★ 

 
優勝 リリーズ（広島） 山谷久夫・柴田健次・山谷恵子・川口幸子・瀬尾秀子 
２位 宇土さざんか（熊本） 塚崎満澄・北野国治・岩崎逸子・塚崎康子・今村敏子 
３位 ビッグウェーブ（広島） 渡部達也・今田治文・松井弘子・吉村正子・平忠睦枝 
４位 カササギ（佐賀） 大塚一六・久保正雄・岡本ハエ子・山田和江・松尾幸子 
５位 ムツゴロウ（東京） 川崎幸子・松井道子・西尾千賀子・千田邦夫・横尾順二 
６位 武蔵（熊本） 石原涼子・吉田 覚・大石 弘・桑野光子・筒井紀代美 
７位 ピュア（鳥取） 上原永子・河津主明・篠原由喜恵・藤田和子・木山淑子 
８位 カープっ子（広島） 呑田直美・広兼文子・清水恵子・村島幸子・上垣内のぞみ 
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★3位グループ★ 

 
優勝 あじさい（広島） 藤岡妙子・小松勝子・松本 稔・洞 哲郎・寺本喜久枝 
２位 摂津バウンドテニスクラブ（大阪） 河野 宏・山本満之・大西ちず子・北 晴美・山本良子 
３位 戸坂キャッツ(広島) 茶堂孝明・竹下康裕・久保成子・栩木美子・森本可祝 
４位 マンディ・マウス(広島) 木村光雄・八木美恵子・服部啓子・宮崎隆子・根岸 朗 
５位 世果報「善・遊・楽」（東京） 熊田永平・鈴木卓郎・吉野勝江・中野明美・岩本千代 
６位 三原ＢＴＣ（広島） 橋本幸男・黒田由美子・平賀ケイ子・山添祥子・公文妙子 
７位 トップスピン（広島） 富川和璋・和木直子・上田照枝・上東玲子・兼子元子 
８位 錦帯橋（山口） 近藤政勝・白木宏明・森本秀子・栗栖富美・山城屋美奈子 

 
 

★ ４位グループ★ 
 

優勝 金曜ＢＴ（広島） 広畑浅信・大島武子・福田妙子・竹内登茂子・古川光恵 
２位 Ｆ・Ｓ・Ｄ（広島） 酒井富子・橋本隼人・河村洋子・向井俊夫・折本孝子 
３位 熊本メロン（熊本） 森 正子・渡 茂子・渡辺敬一・工藤ハル子・渡邉貴美代 
４位 Ｒ・パワーズ（広島） 鈴木小百合・松本雅知・浅葉愛子・富川千鶴子・秋田マユミ 
５位 おりづる（広島） 松岡 傳・古川ミカ・林 襟子・真末日出子・上田美幸 
 

 

   
２位グループ優勝 3位グループ優勝 ４位グループ優勝 

リリーズ あじさい 金曜ＢＴ 
 

 
きんさい大会は、スポレク広島 2002（２００２年１０月５日・６日）に全国から参加さ
れた方々に、もう一度広島に来てバウンドテニスを気楽に楽しんでいただこうという趣旨で

新たに発足しました。 
広島はもちろんのこと全国の愛好家の皆さん、ふるってきんさい大会にオイデテ下さい。 
心より歓迎いたします。 
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第 14回 広島県バウンドテニスシングルス選手権大会 
■日 時  2004年 2月 1日（日） 
■場 所  広島市佐伯区スポーツセンター 
■主 催  広島県バウンドテニス協会 
■運営担当 大野町支部協会 
■参加者  男子フリー 8名，ミドル 10名，シニア 11名 

女子フリー13名，ミドル 26名，シニア 20名 
■成 績 

種 目 1 位 2 位 3 位 
男子フリー 大東 智樹（わかば） 磨井 祥夫（広島 BTFC） 松本 雅知（大野） 
男子ミドル 立畠 昭（坂） 河本 正則（大野） 沖 和博（安芸府中） 
男子シニア 青木 司（大野） 多田 利夫（大野） 加茂 義弘（大野） 
女子フリー 西岡 由美（広島 BTFC） 中西 智子（千田） 半田 博子（ふなこし） 
女子ミドル A 高山 美悠紀（大野） 山根 照美（比治山） 田中 京子（大野） 

女子ミドル B 山谷 恵子（リリーズ） 八木 美恵子（大野） 平林 久美子（三原） 

女子シニア A 朝日南 千秋（安芸府中） 長重 良子（比治山） 呑田 直美（オリーブ） 

女子シニア B 宮崎 隆子（大野） 山添 祥子（三原） 畑河内スミエ（オリーブ） 

 
■感 想 

2004年の県内大会はこのシングルス大会で始まる。１年で最も寒い季節だが，選手の熱気で熱い
戦いがくりひろげられた。試合は予選リーグの後，決勝ラウンド（トーナメントまたはリーグ戦）

が行われた。今回は，参加数の多い女子ミドルと女子シニアが，A,Bの２つのコースに分けられた。
入賞者の顔ぶれを見ると常連選手が多いが，Bコースではフレッシュな名前が連なった。男女すべ
ての種目で 2コースとなるのは，何年後だろうか。特に，女子フリーで多くの選手の参加が望まれ
る。目指せ 100人！ 
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第 7 回 日本バウンドテニス ゴールド広島大会

 
 ■日 時 ２００４年３月６日（土）１０：００～１７：００ 
             ７日（日） ９：１５～１６：３０ 
 ■場 所 広島サンプラザ 
 ■主 催 日本バウンドテニス協会 
■主 管 日本バウンドテニスゴールドクラブ 
      広島県バウンドテニス協会 

 ■参加者 １７４名（２５都道府県） 
 
 ■広島県参加選手 
  今田治文 今村弘美 久保田万寿恵 前田町子 樽谷倫子 
  根岸朗 数村悟 河村洋子 新畑洋子 寺本喜久枝 
  小松勝子 大島武子 小林トミ子 宮崎春子 和木直子 
  朝日南千秋 呑田直美 長重良子 冨永克子 山添祥子 
  宮崎隆子 笹木博子 橋本幸男 向井笑子 藤岡妙子 

澤崎順子 田村 馨 
 
 
 ■成績 

ゴールドラリー戦 優勝チーム 

A 岩手ファイターズ 今野信夫・佐藤拓地・大和田コト・豊沢美子 

B 安芸もみじ 根岸朗・数村悟・河村洋子・新畑洋子 

C 静岡函南 平尾辰夫・渡邊英雄・大沼栄子・奥村三枝子 

D 大阪フレンズ 小川賢一・梅本晃生・木下澄子・高木ミサオ 

E 広島安芸の国 今田治文・今村弘美・前田町子・樽谷倫子 

F 福井明新 A 土屋紀和・藤堂秀雄・井上順子・東郷弘子 

G 奈良ことちゃん 田中希治・竹内貞夫・竹内和子・高橋美千子 

 
バラエティー混合ダブルス 優勝者 

A 吉本昌弘 竹下静子 H 長島宣二 久保田久仁子 

B 土屋紀和 広瀬フミ I 足代勝英 星島美穂子 

C 久保正雄 田結道代 J 猪股光吉 呑田直美 

D 北野秀則 長沢はな子 K 高橋三男 井上順子 

E 今野信夫 大沼栄子 L 武末卓之 大竹佳子 

F 玉井敬二 信坂キエ子 M 竹森勇 花岡太洋子 

G 青木哲彦 坪井百合子 N 藤堂秀雄 久保田万寿恵 
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 団体戦 第１部（ダブルス）表彰チーム 

グループ 順 位 チ ー ム 選 手 

１位グループ 優 勝 八 重 の 露 長島宣二・澤正明・田中敬子・大竹佳子 

 準優勝 静 岡 函 南 平尾辰夫・渡邊英雄・大沼栄子・奥村三枝子 

 第３位 長野クラブ 山本弘・西片功・島田高子・久保田久仁子 

２位グループ 優 勝 岩手バンディ 杉本春夫・上村幸吉・八重樫スミ子・佐々木公恵

３位グループ 優 勝 佐賀ムツゴロウ 久保正雄・中川逸雄・久保淳子・河合教子 

 
 団体戦 第２部（ダブルス）表彰チーム 

グ ル ー プ 順 位 チ ー ム 選 手 

１位グループ 優 勝 福 岡 飛 梅 和智淳・林道明・原田京子・竹下静子 

 準優勝 ま ぼ ろ し 坂下孝夫・山本弘・石野幸子・中塚あい子 

 第３位 山形・岩手混成 信坂侃・高橋三男・信坂キエ子・田中紘子 

２位グループ 優 勝 奈良ことちゃん 田中希治・竹内貞夫・竹内和子・高橋美千子 

３位グループ 優 勝 誠 鏡 小林秀行・大木哲・大島武子・小林トミ子 

 
 ■感想 

全国のそうそうたるゴールドプレイヤー達が一同に集い、総会を含めて３種目の競技を驚異

的なパワーで繰り広げられたことに心から拍手を送りたい。広島の選手の方々が親善の架け橋

となって一生懸命に試合に臨んでいた姿がとても印象的だった。バウンドテニスに酔いしれた

２日間であったと同時に、友好と感動のシーンを惜しみなく与えてくれた大会であったと思う。 
 
“キャリアの重みと凄みに勝るものは無し、継続は力なり”と実感。 
 
その先輩達を陰で支えきったスタッフの限りない努力の結集もこの大会の成功を導いたと言

っても過言ではあるまい。多くの経験を踏んでさらなる広島のバウンドテニスの発展を望んで

止まない。 
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第 11回 中国ブロックバウンドテニス親善交流大会 
 
■日 時  2004年 3月 28日（日） 
■場 所  岡山市六番川水の公園体育館 
■主 催  日本バウンドテニス協会 
■参加者  27チーム（162名） 

鳥取県 6チーム，島根県 1チーム， 
岡山県 10チーム，広島県 8チーム，山口県 2チーム 

■成績 

ＢＴラリー戦  団体戦ダブルス 
１位 鈴が峰 BTFC   （広島）135回  １位グループ優勝 大野ベテラン（広島） 
２位 万葉バウンディ国府（鳥取）122回  ２位グループ優勝 秋桜    （広島） 
３位 ささらが姫    （広島）122回  ３位グループ優勝 鳥取クラブ （鳥取） 

 
広島県チーム BTラリー戦 団体戦ダブルス 
鈴が峰 BTFC  1位 135回 予選１位→決勝１位→決勝戦敗退 
おたふくソース 10位 109回 予選１位→決勝２位 
大野レディース  7位 116回 予選１位→決勝３位 
ささらが姫  3位 122回 予選１位→決勝２位 
大野ベテラン  5位 120回 予選１位→決勝１位→１位グループ優勝 
カキなべ  4位 121回 予選２位→決勝２位 

デンジャーゾーン  8位 112回 予選１位→決勝１位→準決勝戦敗退 
秋桜 15位 104回 予選２位→決勝１位→２位グループ優勝 

 
 
 
 
 
 
 

■概要 

山口県 BT協会の設立後の最初の大会であり，中国ブロック５県が足並みをそろえて参加した。
大会前日には，中国ブロック連絡協議会が組織され，県協会相互の交流を一層深め，中国ブロッ

クの BTを発展させていく基盤ができた。 
広島県チームは，いつもながらの大活躍であった。例年どおりならば優勝賞品はラケットとな

るはずだったが，今年は意表をついて食料品であった。来年は３月６日に島根県で開催される。 
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第 2 回 広島市バウンドテニス大会 おりづる杯 
 
 
■日 時 2003 年 7 月 27 日（日） 
■場 所 中区スポーツセンター 
■主 催 広島市バウンドテニス協会 
■参加者 150 人 
 
■成績結果 

 １位 ２位 ３位 

Ａ 
生ビール 

折出 片山 竹村 美濃 木梨 
カミナリ 

森 沖中 河井 鮎川 林 
入道雲 

松本 橋本 槙原 八木 沖 

Ｂ 
せんぷうき 

藤中 原田中野 長谷川 樋口 
ほおずき 

久保 河野 池田 久保田 向井 
風 鈴 

呑田 酒井 小林 平井 茶堂 

Ｃ 
金魚すくい 

三浦 宝専 松岡 高山 広兼 
かき氷 

横田 吉村 原田 池田 上北 
ヨーヨーつり 

山肩 在間 北川 三上 橋本 

Ｄ 
ラジオ体操 

桑原 古川 村島 山本 松本 
源氏ボタル 

岡吉 田中 山田 秋田 山本 
サマージャンボ 

河浜 富川 渡辺 山添 沖 

Ｅ 
鬼ヤンマ 

平葦 細川 浅葉 上田 青木 
バナナボート 

栩木 林 松井 近藤 田中 
ビーチパラソル 

立畠 古川 山肩 平忠 新畑 
■競技方法 
・ダブルス戦 ３試合、サバイバルラリー戦 １試合。 
 ダブルス戦はオーダー表記入順番により２対２、２対１、１対１の変則ダブルスとなる。 
・制限時間：ダブルス戦 ８分間、サバイバルラリー戦 １分３０秒。 
・４試合で引き分けの場合、対戦者全員による当たりくじ１本の争奪戦。 

■概要 
夏にふさわしいチーム名・・・「うちわ」対「せんぷうき」という新旧対戦があり，「カミナ

リ」、「ゆかた美人」はメンバーを確かめに行きたくなった。試合終了後には，風船の飛びかう

アトラクションがあった。風船を割ると，BT 占いのおみくじが出てきた！ 特等賞の「ホーム

ページに出場する権利」を当てた芝野さんは，嬉し恥ずかし笑顔で，本当にトップページに登

場してしまった（p.30 参照）。市協会主催の大会としては２回目となり，進行もスムーズに行

われ市協会の成長の跡を感じられる大会であった。 
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第 7回 府中つばき杯バウンドテニス大会 
■日 時  2003年 11月 16日（日） 9：30～16：00 

■場 所  府中町立府中中学校体育館 

■主 催  安芸府中バウンドテニス協会  

■参加者 60名 

■感 想 

小規模な大会ではあるが、ほかの親善大会より気軽に参加でき、初心者・初参加の方も楽し

める大会である。今回は、従来の競技内容に新しいエキストラポイント戦を加え主催者側の意

気込みがうかがえた。リフレッシュ講習会のサーブ練習を基にしたポイント位置にサーブを当

てる競技は、単純ながら難しいという声も聞かれ盛り上がった内容だった。 

■成績 

Aブロック 

順位 チーム名 選 手 名 

１位 ひまわり 大東智樹・乙吉幸江・上東玲子・中野八千代・浜本英子・渡部達也 

２位 ばら 青木司・河井隆夫・富川千鶴子・呑田直美・松浦秀樹・水島真智子 

３位 つばき 石井哲二・今村弘美・畑河内スミエ・広兼文子・古川陽子・前田町子 

４位 ゆり 岩本良子・清水恵子・調枝初子・橋本幸男・松若みつ子・吉村一枝 

５位 すずらん 小坂美紀子・中村ふみえ・富川和璋・橋本喩・松井弘子・松林まさ子 

 Bブロック 

順位 チーム名 選 手 名 

１位 パンジー 沖本栄子・竹村美恵子・長重良子・中西智子・山添茂樹・力山美代子 

２位 さくら 大東直樹・小林トミ子・高山美悠紀・古川明美・村島幸子・槙原八重子

３位 コスモス 上垣内のぞみ・小松明美・瀬尾信枝・長谷川育恵・葭川斉・横田サヨ子

４位 すいせん 北川滉・田中薫・樽谷倫子・林襟子・平賀ケイ子・山添祥子 

５位 あやめ 今田治文・佐藤弘美・田中典代・長谷川恵子・松本みゆき・和木直子 
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第 5回 野村杯クリスマスバウンドテニス大会 

■日 時  2003年 12月 6日（土）８：40～13：00 
■場 所  大野町体育館 
■主 催  大野町バウンドテニス連盟 
■参加者  ８２名 
■競技内容 バラエティー混合ダブルス戦 
男子５名、女子５名（参加人数により混合にならないチーム有）で１つのブロックとし、そ

のブロックの中で１試合ごとにペア、相手を変えて対戦する。試合に勝ったゲームを個人の

得点とし、成績は個人別に記録される。 
■表 彰  各ブロックの１位 
【１位】Aブロック 橋本幸男・西岡由美   Bブロック 青木 司・三上貴子 

Cブロック 加茂義弘・小松勝子   Dブロック 木村光雄・森本秀子 
    Eブロック 松本茂雄・桑原幸子   Fブロック 松本 稔・中本さつき 
    Gブロック 清水みちえ・脇田律子  Hブロック 酒井富子・寺本喜久枝 

■大会の様子 
バラエティー混合ダブルス戦という、ブロックの中で敵になっ 
たり、味方になったりという試合形式は実力プラス運も手伝っ 
て・・・という、成績に予測の付かない部分もあり悲喜こもご 
もではあったが、組み合わせ等ブロック毎の話し合いも多く、 
和気あいあいの中で親睦を深めながらの楽しい大会となった。 
また、支部協会のオープン大会ら 
しく初参加の選手が審判に果敢に 
挑戦し、かたわらで優しく見守る 
ベテラン選手の姿は心を和ませた。 
  この大会は、終了時間が１３時 
という半日なので気楽に参加でき 
る大会でもある。参加者たちの持ち寄るプレゼントは大会終了後、恒例のプレゼント交換と

なり大会の楽しみのひとつとなっている。 
 

                  ☆プレゼント交換☆ 
                交換の時を待つプレゼントの 
                数々・・・ 

                プレゼントには、観葉植物、 
                入浴剤、果物、ワイン、クリ 

スマスグッズ等々。 

プレゼントを開ける選手たち 
の満面の笑みに囲まれながら 
取材も楽しく終了した。 
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リフレッシュ講習会 

■日時  2003 年 9 月 23 日（火） 9：30～16：30 

■場所  大野町体育館 

■主催  広島県バウンドテニス協会 

■参加者 104 人 

 

■講習内容 

 

1. サービスの練習 

2. コース狙いの練習 

3. フットワークの練習 

4. 強打とつなぎの練習 

5. ボレー＆ストロークの練習 

6. 希望メニューの練習 

7. 試合 

 

 

 

■感想 

  ・過去 2 回の講習会は、スポレク、ねんりんピックのため審判講習中心でしたが 

   今回は、バウンドテニスの基本練習を中心に試合を意識した講習内容でした。 

  ・講師の青木さん、アシスタントを務めた指導者の皆さんの熱意が伝わる講習会 

でした。参加者も 104 名と多く講習会への期待度は大きいようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参加者の声 

・ライジングは初めてだったので覚えられてよかった。 

・球出しが大変そうでした。 

・今日の練習内容をクラブ内でも練習しようと思います。 

・ひとつのメニューをじっくり練習したかった。 

 

26



指導者講習会 

■日 時 2003 年 8 月 23, 24 日（土, 日） 
■場 所 アルカディア・ビレッジ 
■主 催 広島県バウンドテニス協会 指導委員会 
■参加者 47 名（男子 19 名，女子 28 名） 

（広島県 38 名，山口県 6 名，鳥取県 3 名） 

■内 容 
講習 1：クラブの情報交換 
講習 2：スキルチェックの方法と実施，打球フォームの撮影 
講習 3：練習の工夫 
ミニ講習会：ビデオの利用法（自分のフォームを見る） 
講習 4：組合せ方法 
講習 5：基本練習 

 
■感 想 

「ビデオでフォームチェック」が好評だった。自分のフォーム 
に愕然としたり，みんなで爆笑したりで大いに盛り上がった。 
普段自分のフォームを見ることがなく，今回が初めての人が多 
いようだった。 
「組合せ方法」は，基本の基本から理論的な説明があり， 

非常に有益だった。 
 
 
 
 
 
 

 

 
■指導者講習会 

毎年，指導委員会では，指導者のための講習会を行っている。下表のように今年度は 4 回行っ

た。指導に関心のある方ならば誰でも参加できる講習会で，広島県全体の指導力向上を目指して

いる。なお，第 3 回の指導者講習会（合宿）は報告書が作成された。 
回 日時 会場 参加者 講師 
1 2003 年 5 月 24 日 大野町体育館 28 名 磨井 
2 7 月 13 日 府中町立体育館 42 名 三上，青木，田中（京子） 
3 8 月 23，24 日 アルカディア・ビレッジ 47 名 磨井，江村，西岡，三上 
4 2004 年 2 月 21 日 県スポーツ会館 21 名 磨井，三上 
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公認指導員 認定試験 
■日 時 2004年 2月 29日（日） 
■場 所 大野町体育館 
■主 催 広島県バウンドテニス協会（スタッフ：磨井，三上，金山，西岡，内田） 
■参加者 広島県 8名（男子 4名，女子 4名），山口県 12名（男子 10名，女子 2名） 

■日 程 

10：00～講義 
11：45～筆記試験（BTの特徴，基本技術，指導者，競技規則，資格認定制度） 
12：30～実技試験（基本技術：フォア，バック，サービス，ボレー，球出し） 
14：00～実技講習 
15：00～実技試験（指導技術：態度，指導の要点，内容，理解，資質） 
16：00～閉講式 
■感 想 
久しぶりの指導員認定試験である。前回は 1999年 1月 31日に行った。試験なので緊張感が漂う

1 日となった。山口県は，昨年県協会が発足し，指導員資格のある方がほとんどいないので，この
機会に受験して普及・指導を推進させるようだ。 
基本技術の実技試験では，緊張のあまり普段の実力を十分に発揮できない方もいた。確かに，直

ぐそばで採点されので大きなプレッシャーがあるに違いない。しかし，指導者となれば，多くの受

講生を前にして指導しなければならない。こうした場面でも同じような緊張感があるはずだ。この

プレッシャーを何とか乗り越えることができれば，壁を一挙にクリアできるだろう。 
筆記試験は，直前の講義で要点が詳しく説明されたので，取り組みやすかっただろう。試験と名

のつくものはもう何年も受けていない，という受験者もいたようだ。 
■バウンドテニス資格の概要 

コーチ 

指導員 

上級指導員 

指導員資格 
バウンドテニスの公認資格には，指導員と審判員がある。指導員

は，さらに段階をおって，指導員，上級指導員，コーチの資格があ

る。審判員も同様に，審判員，上級審判員の資格がある。このうち

最初の段階である指導員と審判員は，県協会が審査会を組織して行

うことができる。もちろん日本バウンドテニス協会（JBTA）の認
めた審査会でなくてはならず，JBTA は，送付された受験者の成績
から最終的な合否を判定する。上級指導員，コーチ，上級審判員に

ついては JBTAが主催する認定試験により，ほとんどが東京で行わ
れている。 

審判員 

上級審判員 

審判員資格 
人数は，全国（2003年 3月のデータ）は，コーチ 41名，上級指
導員 261名，指導員 3,222名，上級審判員 174名，審判員 3,337名
であり，広島県（2004 年 1 月のデータ）は，コーチ 2 名，上級指
導員 5名，指導員 42名，上級審判員 6名，審判員 119名となって
いる。 
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総務委員会だより 愛 
■概要 
総務委員会は毎月 1回「愛」を発行しています。大会，講習会，会員登録などのお知らせが掲載さ
れています。広島県BT協会の舵取り役は，毎月開催される常任理事会ですが，“協会は今何を行なっ
ているのか，どのような大会を行なっているのか”の情報を少しでも早く会員にお知らせし，そして

興味を持ってもらえたらという総務委員会の思いから，「愛」が発刊されました。 
「愛」の素晴らしい点は，無味乾燥の通知文ではなく，季節の風物詩を織り交ぜるなど，終始優し

く温かな言葉で綴られていることでしょう。まさに「愛」の連絡便です。 
この「愛」は，３つの支部協会と支部未組織地域のクラブに

送られるとともに，県協会ホームページのお知らせにも掲載さ

れています。 
■「愛」のすべて 
・No.1（2002年 12月 10日）平成 15年度行事予定／西本さんを偲ぶペ
ージ／大野町協会オープン大会／広島市協会オープン大会／指導者講

習会 
・No.2（2003年 1月 28日）第 13回シングルス選手権大会／指導者講習
会／平成１５年度行事決定分（4・5 月）／協会未登録クラブの新人受
入体制を調査中／もみじカップ来年度は２日間に渡って開催／広島市

協会オープン大会（設立記念大会）／第 10回中国ブロック大会 
・No.3（3月 11日）平成 15年度広島県BT協会事業計画／総会／全日本

BT 選手権大会実施要項の変更／第 14 回ダブルス選手権大会／H15 年
度会員登録中！ 

・No.4（4月 8日）平成 15年度広島県BT協会登録会員／第 14回ダブル
ス選手権大会／日本 BT 協会規約／ＩＴ化推進プロジェクト／BT ラリ
ー戦競技規則が改定 

・No.5（4月 22日）平成 15年度広島県BT協会総会／安芸府中協会行事
予定／大野町協会行事予定／広島市協会行事予定 
・No.6（5月 13日）全日本BT選手権大会 広島県代表選手／第 21回親善大会／大野町協会オープン大会 
・No.7（6月 25日）広島県ＢＴ協会ＩＴ化推進プロジェクト／広島市協会オープン大会／大野町協会オープン大会／
安芸グランドホテル杯，ゴールド大会／６月現在会員数 
・No.8（7月 11日）第 21回全日本BT選手権大会／指導者講習会のご案内／総務委員会／第 1回きんさいBT大会／
日本BT協会のホームページ 
・No.9（8月 20日）第 14回もみじカップ大会／リフレッシュ講習会／広島市オープン大会／IT化推進プロジェクト
／８月現在会員数 
・No.10（9月 10日）第１回きんさいBT大会／もみじカップ実行委員会／大野町協会オープン大会／指導委員会／広
報委員会／改訂版「実践講座」／山口県BT協会 

・No.11（10月 15日）第 14回もみじカップ大会／ゴールド大会視察／中国ブロック連絡協議会／リフレッシュ講習会
／安芸府中協会オープン大会／10月現在会員数 

・No.12（11月 21日）第 1回きんさいBT大会実行委員会／西本さんを偲ぶページ／第 16回スポレク祭／大野町オー
プン大会／安芸府中オープン大会 

・No.13（12月 16日）第 1回きんさいBT大会／もみじカップ大会／大野町BT協会オープン大会／第 14回シングル
ス選手権大会／第 2回信枝杯 

・No.14（2004年 1月 22日）第 1回きんさいBT大会／
第 4回指導者講習会／公認指導者認定講習会／第 11回
中国ブロック大会／平成 16年度行事決定分（4・5月） 
・No.15（2月 25日）日本 BTゴールド広島大会／第 15
回ダブルス選手権大会／第 11 回中国ブロック大会／広
島県BT協会総会／第14回シングルス選手権大会／第4
回指導者講習会 
・No.16（3月 17日）平成 16年度広島県 BT協会事業計
画／平成 16年度会員登録中／第 7回日本 BTゴールド
広島大会 
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              ＜お正月バージョン＞ 

 

  ＜クリスマスバージョン＞             ＜七夕バージョン＞ 

 

     ＜芝野バージョン＞             ＜梅雨バージョン＞ 
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日本バウンドテニス協会（JBTA） http://www.bound-tennis.jp/ 

岩手県一関市バウンドテニス協会 http://homepage2.nifty.com/ibt/toppage.html 

ＢＴさがえ（山形県） http://www5.ocn.ne.jp/~a021pjjk/ 

バウンドテニス ふろーむ ちば(千葉県) http://uranus.yi-web.com/bouten/

SILS生涯学習指導研究会（千葉県） http://www2.odn.ne.jp/sils/index.htm 

バウンドテニス（静岡ＢＴ協会） http://www2.wbs.ne.jp/~b-tennis/ 

Boundtennis（新潟県） http://homepage2.nifty.com/mew-sawada/ 

長野県バウンドテニス協会 http://homepage2.nifty.com/bt-nagano/ 

石川県バウンドテニス協会 http://www.geocities.co.jp/Athlete-Rodos/8390/ 

バウンドテニス情報の泉（福井県） http://www11.ocn.ne.jp/~tamebt/ 

大野市バウンドテニス協会（福井県） http://www.geocities.co.jp/Athlete-Crete/4168/ 

バウンドテニス「仮天皇杯」 http://www.geocities.co.jp/Athlete-Athene/6398/ 

広島県バウンドテニス協会 http://hbta.cool.ne.jp/ 

バウンドテニス・ファンクラブ「BTFC」（広島県） http://www.geocities.co.jp/Athlete-Sparta/2306/ 

愛媛県バウンドテニス http://www.nbn.ne.jp/~k-ohsita/ 

Yuzu Bound Tennis Club(高知県) http://www.geocities.co.jp/Athlete-Olympia/6216/ 

BOUND TENNIS KOCHI(高知県) http://www.geocities.co.jp/Athlete-Rodos/2410/ 

奈半利バウンドテニスクラブ(高知県) http://www5.inforyoma.or.jp/~ken33315/ 

厳原(長崎県) http://www7.ocn.ne.jp/~tukasaya/ 
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広島県バウンドテニス協会役員 

会長：岸田 文雄   副会長：森戸 曠敬，林 正夫  参与：河野 義彦，六拾部 忠紀 

理事長：磨井 祥夫  副理事長：青木 司，金山 律江 

常任理事：江村 真喜子，沖 博明，蔵田 洋子，小谷 満子，立畠 昭，西岡 由美，三上 貴子， 

横田 サヨ子，吉原 文子，力山 美代子 

理事：内田 みさ保，加藤 陵子，加茂 義弘，北野 ルミ子，桑原 幸子，下村 範子，新保 富美子，

新保 博，富川 和璋，野村 留美子，半田 博子，浜崎 重道，山根 照美，吉本 征司 

監事：酒井 富子，中西 智子 

事務局：伊倉 京子 

総務委員会：(長)力山 美代子，(副)蔵田 洋子，(委員)横田 サヨ子，内田 みさ保，金山 律江， 

新保 富美子，吉原 文子 

指導委員会：(長)磨井 祥夫，(副)三上 貴子，(委員)青木 司，鮎川 鈴子，石森 政子， 

江村 真喜子，加茂 義弘，下村 範子，田中 京子，谷口 幸子，長沢 富子， 

西岡 由美，野村 留美子 

広報委員会：(長)富川 和璋，(副)磨井 祥夫，北野 ルミ子，(委員)青木 司，亀川 由美子， 

蔵田 洋子，下村 範子，新保 富美子，新保 博，西岡 由美，野村 留美子， 

平井 哲也 

IT 推進 Project：(長)磨井 祥夫，鮎川 鈴子，金山 律江，亀川 由美子，蔵田 洋子，吉原 文子 
 
 
 
 
 
 
 

安芸府中支部協会役員 
会長：力山 美代子 
副会長：竹村 美恵子，長谷川 育恵 
会計：水島 真智子 
監査：久保田 万寿恵，長谷川 恵子 
事務局：田中真弓 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

大野町支部協会役員 
顧問：水野 弎徳 
会長：青木 司   副会長：三上 貴子 
理事長：河本 正則 
常任理事：田中 薫，田村 馨，中野 八千代 
理事：井上 昌枝，河村 洋子，酒井 富子， 

田中 京子，田村 賢一，山口 樹男 
事務局：（長）加茂義弘，（局員）鮎川 鈴子， 

田村 美和子，高山 美悠紀，古川 光恵， 
宮崎 隆子 

会計：中本 さつき 
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広島市支部協会役員 
会長：河野 義彦 
副会長：磨井 祥夫，金山 律江，蔵田 洋子，

小谷 満子，立畠 昭，西岡 由美，

横田 サヨ子 
理事長：吉本 征司 
副理事長：新保 博，富川 和璋 
事務局：北野 ルミ子，吉原 文子 
理事：石森 政子，今田 治文，今村 弘美，

内田 みさ保，江村 真喜子，加藤 陵子，

桑原 幸子，新保 富美子，野村 留美子，

林 襟子，半田 博子，平井 哲也， 
的場 俊子，松浦 秀樹，山肩 脩， 
山根 照美 

監事：三浦 薫，木梨 直子 



編 集 後 記 

 
春の嵐の訪れとともに、2003年度年報の編集が始まる・・・・ 

 
“作り手と読み手が双方楽しく！”をめざして２年目の年報です。 
2003年度年報は、読み易いように記事の書き方を一部統一しました。そして、ド～ンとボリュ

ームアップ！ あれも載せたい、これも・・・とやっているうちに記事の内容が 2002 年度の２
倍になりました。 
年報サンプルを手にとりながら、「えっ、でも２倍ってことは印刷も・・・２倍ぃぃ～っ！！」

と手作り印刷製本にちょっぴり不安を覚えながらも、出来上がりを想像すると自然に頬がゆるみ

ます。拙いものではありますが、無我夢中で作った１年目の年報の製本作業を終えて、手に取っ

た１冊の年報の心地よい重み・・・その満足感を知っているからなのです。 
そして、何にも増して皆さまがこの年報を手にとってページを開かれた時、その時こそが私た

ち広報委員にとって一番嬉しい時なのです。 
2003年度年報、今年もバウンドテニス同様お楽しみいただけたでしょうか。 

（編集委員長 北野 ルミ子） 
 
◆EXCELLENT !!（N.S）◆私たちの頑張った証を

ゆっくりと読んでください。（ソレイユ）◆また１

年過ぎたのですね。しみじみ.・・・（Y.K）◆「２

年目のジンクス」なんて広報委員の辞書にはないの

だ！！（にゃん）◆今年も楽しさ一番広報誌（T.A）

◆周りの話題メーカーのおかげで、年報には載せら

れない特ダネが山程！年報別冊！？（y-pu）◆「近

頃カラスが少なくなったと思わん？えぇ～それって鳥インフルエンザ！？！」（阿）◆「バクダットってイラク 

よねぇ？えぇ～サマワじゃろう？？」（吽）◆♪さくら～さくら・・・お花見だぁ！（ハッピー）◆マイブームは

“まったり”（39）◆年報作成も少し慣れて意思統一ができたかなー。でも、個性は大事だよー。（tomikawa） 

 
編集委員：北野ルミ子（委員長），富川和璋，磨井祥夫，新保 博，新保富美子，野村留美子， 

青木 司，平井哲也，蔵田洋子，西岡由美，下村範子，亀川 由美子 
表紙：野村留美子                     写真：広報委員会 

広島県バウンドテニス協会 2003年度年報 
発行日 2004年 4月 24日 
編 集 広島県バウンドテニス協会広報委員会 
発 行 広島県バウンドテニス協会 〒730-0806 広島市中区西十日市町 9-12 

 TEL:082-292-2960   FAX:082-293-5540 
 http : // hbta.cool.ne.jp / mail  hiroshima_bta@yahoo.co.jp 
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第７回日本バウンドテニスゴールド広島大会 ◆大会役員 ◇大会名誉会長 笹原 正三 ◇大会名

誉副会長 吉田 陽一 ◇大会顧問 衣笠 剛 岸田 文雄 ◇大会会長 渡邉 英雄 ◇大会副会長 

西片 功 磨井 祥夫 ◇大会参与 斉藤 真弥 花井 貴久子 関 惣介 林 正夫 森戸 曠敬 力山 
美代子 青木 司 河野 義彦 ◇大会委員 為国 正 金山 律江 福島 宏 上垣外 勝安 発地 久
恵 上村 幸吉 山田 明子 山本 弘 ◆競技役員 ◇大会委員長 磨井 祥夫 ◇大会副委員長 為

国 正 ◇大会委員 福島 宏 上垣外 勝安 発地 久恵 上村 幸吉 山田 明子 山本 弘 ◇統括 

金山 律江 ◇総務委員長 横田 サヨ子 ◇総務副委員長 吉原 文子 内田 みさ保 ◇総務委員 

鮎川 鈴子 高山 美悠紀 広兼 文子 長谷川 とも子 澤崎 順子 ◇競技委員長 磨井 祥夫 ◇競

技副委員長 金山 律江 西岡 由美 ◇競技委員 蔵田 洋子 長沢 富子 中野 八千代 野村 留美

子 桑原 幸子 半田 博子 山根 照美 多田 利夫 吉村 尚 ◇審判委員長 三上 貴子 ◇審判副

委員長 立畠 昭 沖 博明 ◇審判委員 田中 京子 井上 昌枝 松本 雅知 田中 薫 高津 信子 

河本 正則 谷口 幸子 田村 美和子 中津 明子 沖 和博 長谷川 育恵 藤井 幹子 三浦 薫 山

谷 恵子 川口 幸子 大久保 都 池田 真由美 森本 可祝 栩木 美子 岡吉 真由美 松本 みゆき 

中西 智子 澤井 善子 加藤 陵子 木村 千鶴 上垣内 のぞみ 木梨 直子 田村 賢一 田中 真弓 

◇宿泊・観光委員長 青木 司 ◇宿泊・観光副委員長 加茂 義弘 濱崎 重道 ◇宿泊・観光委員 田

村 馨 大島 武子 今田 治文 今村 弘美 ◇懇親委員長 小谷 満子 ◇懇親副委員長 久保田 万
寿恵 ◇懇親委員 窪田 邦輔 樽谷 倫子 朝日南 千秋 前田 町子 小林 トミ子 呑田 直美 ◇

広報班 下村 範子 亀川 由美子 ◇救護班 河元 淳子 ◆広島県参加選手 今田 治文 今村 弘
美 前田 町子 樽谷 倫子 根岸 朗 数村 悟 河村 洋子 新畑 洋子 寺本 喜久枝 小松 勝子 

大島 武子 小林 トミ子 宮崎 春子 和木 直子 朝日南 千秋 呑田 直美 長重 良子 冨永 克子 

山添 祥子 宮崎 隆子 笹木 博子 橋本 幸男 向井 笑子 藤岡 妙子 澤崎 順子 久保田 万寿恵 

田村 馨 
第１回きんさいバウンドテニス大会 ◆大会役員 ◇大会会長 岸田 文雄 ◇大会副会長 小田 寛
昭 林 正夫 森戸 曠敬 ◆競技役員 ◇大会委員長 磨井 祥夫 ◇大会副委員長 青木 司 金山 
律江 三上 貴子 ◇大会委員 住岡 秀則 ◇総務委員長 力山 美代子 ◇総務副委員長 横田 サ
ヨ子 鮎川 鈴子 ◇総務委員 小谷 満子 内田 みさ保 吉原 文子 新保 富美子 中本 さつき 

古川 光恵 田村 美和子 宮崎 隆子 高山 美悠紀 ◇競技委員長 西岡 由美 ◇競技副委員長 

長沢 富子 野村 留美子 ◇競技委員 中野 八千代 多田 利夫 松本 雅知 山根 照美 加藤 陵
子 北野 ルミ子 桑原 幸子 ◇審判委員長 蔵田 洋子 ◇審判副委員長 立畠 昭 沖 博明 ◇

審判委員 河本 正則 谷口 幸子 石井 哲二 田中 京子 田中 薫 井上 昌枝 中津 明子 藤井 
幹子 半田 博子 松本 みゆき 中西 智子 三浦 薫 ◇宿泊・輸送・懇親会委員長 加茂 義弘 ◇

宿泊・輸送・懇親会委員 山口 樹男 田村 馨 田村 賢一 酒井 富子 河村 洋子 高津 信子 ◆

広島県選手所属チーム ◇安芸もみじ 浜崎 重道 沖 和博 久保田 万寿恵 小林 トミ子 澤井 
善子 ◇あじさい 寺本 喜久枝 笹木 博子 小松 勝子 松本 稔 ◇Ｆ・Ｓ・Ｄ 酒井 富子 橋本 
隼人 河村 洋子 向井 俊夫 折本 孝子 ◇おりづる 槙原 八重子 古川 ミカ 林 襟子 真末 
日出子 上田 美幸 ◇カープっ子 呑田 直美 広兼 文子 清水 恵子 村島 幸子 上垣内 のぞみ 

◇金曜ＢＴ 広畑 浅信 大島 武子 福田 妙子 竹内 登茂子 古川 光恵 ◇サタデーバウンド 

高津 久一 和名谷 毅 向井 美和子 新畑 洋子 中本 さつき ◇スマイル 長谷川 育恵 長谷川 
恵子 水島 真智子 内田 みさ保 亀川 由美子 ◇トップスピン 富川 和璋 和木 直子 上田 照
枝 上東 玲子 兼子 元子 ◇ビッグウェーブ 渡部 達也 今田 治文 松井 弘子 吉村 正子 平

忠 睦枝 ◇戸坂キャッツ 茶堂 孝明 竹下 康裕 久保 成子 栩木 美子 森本 可祝 ◇マンデ

ィ・マウス 木村 光雄 八木 美恵子 服部 啓子 宮崎 隆子 根岸 朗 ◇三原ＢＴＣ 橋本 幸男 

平林 久美子 平賀 ケイ子 山添 祥子 黒田 由美子 ◇Ｒ．パワーズ 松本 雅知 鈴木 早百合 

浅葉 愛子 富川 千鶴子 秋田 マユミ ◇リリーズ 山谷 久夫 柴田 健次 山谷 恵子 川口 幸
子 瀬尾 秀子 ◇ピュア 上原 永子 河津 主明 篠原 由喜恵 藤田 和子 木山 淑子 
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