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は じ め に 
 
バウンドテニス ・・・ やってますか？ 
 2004 年はアテネ・オリンピック開催。オリンピックといえば、「参加することに意義がある」

という名言を思い出します。みなさんのこの１年にはどんな「参加」がありましたか。 

 
 広島県バウンドテニス協会のホームページには「みんなの広場」があり、この掲示板には１年

間に 200 件ほどの書込みがされています。練習や大会でのエピソードがあったり、オリンピック

やカープなどのようにバウンドテニス以外の話題もあったりして、とても和やかな情報交換の場

です。これもひとつの「参加」といえるでしょう。 

＊ 代表権獲得を目指しての熱いバトルの一日でした。(2004/05/27) 

＊ 親善大会は、･･････ ボールにニコニコマークが付いてますよ。(2004/06/01) 

＊ “もみじはこれっきりじゃないよ。来年があるじゃないか、明日からまた一か

ら出直しで頑張ろう”と言ってくれました。(2004/11/16) 

＊ つばき杯は始めたばっかりの人でも出れますか？(2004/11/08) 

･･････ 迷惑をかけるなんて考えないでネ。(2004/11/08) 

＊ 「銀婚式を迎えて、ＢＴをやりながらの旅行」･･････ こんな旅行って、素敵で

すね！(2005/01/30) 

＊ 20 日にシングルスの大会がありました。一生懸命練習しましたが、ここぞとい

うときにどうも力足りずで ･･････ (2005/02/05) 

（「みんなの広場」より） 

 
 日本バウンドテニス協会の笹原正三会長の言葉にも「参加」があります。 

スポーツを長続きさせる秘訣は、大勢の仲間と楽しくプレーをすることです。･･･

スポーツ活動に参加することは、身体に活力を与え、心に豊かさをもたらし、さら

には地域社会における人と人とのコミュニティーづくりにおいても最良の手段の一

つであると思います。 

（「バウンドテニス 公認指導員・公認審判員必携書」より） 

 

 広島県のバウンドテニス愛好者のみなさんが、さまざまな場所で、それぞれの人のやり方で、

気楽に「参加」していけるように、盛り上げていきましょう。 

 そうです、「愛好者の、愛好者による、愛好者のためのバウンドテニス」だから・・・ 

 

2005 年 4 月 

広島県バウンドテニス協会広報委員会 

 1 



年 間 行 事 
 
 

開催日 行 事 名 場 所 
2004年 
  4/ 9 安芸府中支部協会総会 府中公民館 
  4/16 広島県ＢＴ協会総会 中区ＳＣ 
  4/17 大野町支部協会総会 大野町柿の浦集会所 
  4/18 広島市支部協会総会 本川小学校体育館 
  4/29 第 15回広島県ＢＴダブルス選手権大会 佐伯区ＳＣ 
  5/23 全日本ＢＴ選手権広島県大会 佐伯区ＳＣ 
  6/ 6 第 22回広島県ＢＴ親善大会 東区ＳＣ 

7/ 4 第 3回広島市ＢＴ大会おりづる杯 中区ＳＣ 
  7/ 24,25  第 22回全日本ＢＴ選手権大会 東京体育館 
  9/4,5 指導者講習会（合宿） アルカディア・ビレッジ 
  9/23 BT講習会 大野町体育館 
 10/2,3 第 17回全国スポレク祭 スポレク福井 2004 福井県三国町体育館 
 10/10 広島市スポレク・フェスティバル ビッグアーチ 
 10/24 第 16回大野町商工会会長杯ＢＴ 大野町体育館 
 11/ 7 第 8回府中つばき杯 府中町立府中中学校体育館 
 11/13,14 第 15回もみじカップＢＴ大会 佐伯区ＳＣ 
 12/ 4 第 6回野村杯クリスマス大会 大野町体育館 
2005年 
  1/29,30 第 2回安芸グランドホテル杯きんさいＢＴ大会 大野町体育館 
  2/20 第 15回広島県ＢＴシングルス選手権大会 中区ＳＣ 
 3/ 6 第 12回中国ブロックＢＴ親善交流大会 島根県松江市 
  3/26,27 日本ＢＴゴールド静岡大会 静岡県三島市民会館 
  3/27 リフレッシュ講習会 大野町体育館 
 
＜会議＞ 
 常任理事会  2004/ 4/2   5/7   6/4   7/2   8/6   9/2   10/1   11/5   12/3 

  2005/ 1/14   2/4   3/4 
総務委員会  毎週火曜日   2005年から木曜日に変更 

 指導委員会  2004/ 5/25   5/29   6/14   2005/ 1/22   2/25 
 広報委員会  2004/ 4/24   6/12   8/28   11/27   2005/ 3/19 
 IT推進プロジェクト  2004/ 6/12   2005/ 3/9 
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広島県バウンドテニス協会 総会 
 
■日 時 2004年 4月 16日（金） 19：00～21：00 
■場 所 広島市中区スポーツセンター 第 2会議室 
■出席者 25名 
■議 題  
  １．2003年度事業報告 
  ２．2003年度会計報告，監査報告 
  ３．2004年度役員について 
  ４．2004年度事業計画 
  ５．2004年度予算案 
  ６．報告事項---中国ブロック連絡協議会について，日本 BT協会評議会について 
  ７．その他------IT推進プロジェクトについて，人工芝コートの購入について 
 

 
 
○ 司会：沖 博明，議長：青木 司の名コンビにより、議事はスムーズに進行。 
会計報告，監査報告がなされ、各予算案も承認された。 

 
○ 江村真喜子，力山美代子，小谷満子，３名の常任理事が任期途中で辞任することになったが、
新たに補充はしないことが報告、承認された。 

  広島市協会では事務局の北野ルミ子が上垣内のぞみに交代。 
 
○ 報告事項では、中国ブロック連絡協議会について磨井理事長より、役員や事業計画についての
説明があった。 

 
○ その他、IT 推進プロジェクトについて、県協会会員名簿のエクセルファイル化や大会の申し
込みも IT推進委員をとおしてエクセルファイルで申し込むことなどが報告された。 
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安芸府中バウンドテニス協会 総会 

 
■日時 2004年 4月 9日（金）19：30～21：30 
■場所 府中公民館 
■出席 26名 
■議題  
 1.平成 15年度事業報告 
 2.平成 15年度会計報告・監査報告 
 3.役員改選 
 4.平成 16年度事業計画案 
    第 22回広島県親善大会  6月 6日  東区スポーツセンター 
    安芸府中親善大会     6月 26日   町立体育館 
    第 7回府中つばき杯    11月 7日   府中中学校 
 5.平成 16年度予算案の承認 
 6.平成 16年度県協会事業担当について 
 7.安芸府中ＢＴ協会規約改正について 

力山前会長と吉村新会長 
■課題 
 体育館、スマイルの交流を増やす 
 会員数を増やす 
 勝てる試合への取り組み 
 全国大会出場者への補助 
■役員改選 
お疲れ様でした！！ 
安芸府中協会の代表として、約 10年の長い間ご尽力くださった力山さんが会長を退かれ、今年
度より体育館クラブの吉村さんが新会長に就任されました。 
また、規約改正により副会長が 2名になり、朝日南さん、中津さんの両名が就任されました。 
理事の人数も増やしたので、新会長の吉村さんを筆頭に安芸府中協会役員全員の力で、協会運

営が円滑に進むように頑張っていきたいと思います。 
■ホットニュース 
吉村新会長の思い・・・バウンドテニスをたくさんの人

に知ってもらいたい。念願の思いが実現しました。４月

５日、広島テレビの「テレビ宣言」で安芸府中協会のＢ

Ｔの練習風景が放送されました。理事の浜崎さんのイン

タビュー、藤本アナウンサーのＢＴ初挑戦等々、短時間

ではありましたがＢＴの楽しい雰囲気が伝わり、バウン

ドテニスを大勢の人に知ってもらったと思います。 
 

 4 



大野町バウンドテニス協会 総会 
 
■日 時 2004年 4月 17日（土）19：00～21：30 
■場 所 大野町柿の浦集会所 
■出席者 29名 
■議 題 
１. 平成１5年度事業報告 
２. 平成１5年度決算報告 
３. 監査報告 
４. 平成１6年度事業計画 
５. 平成１6年度事業予算 
６. 役員改選 
７. その他 

* 平成 15 年度事業報告と決算報告、並びに新年度の事業計画と事業予算について審議され、
満場一致で承認された。 

* 協会事業方針として、担当クラブは趣向をこらした競技方法を提案し、常任委員会はこれを
検討して実行に移すことが盛り込まれた。 

* バウンドテニス教室を実施する。 
 
* 開催事業：2004/06/20・第 16回松下杯親善 BT大会-----------（オープン大会） 

        2004/10/24・第 15回商工会会長杯 BT大会--------（オープン大会） 
        2004/11/07・第 52回大野町文化祭 BT大会--------（大野町内大会） 
        2004/12/04・第 5回野村杯クリスマス BT大会----（オープン大会） 
        2004/05/19，26，6/2・大野町 BT教室（３回コース） 
 
■昨日開催された広島県 BT協会総会の報告があった。 

* 今年度は、全国大会規模の大会がないが、大野協会及び県協会事業に大いに参加をしていた
だきたい事が伝えられた。 

 
■総会終了後、懇親会に移り、田村常任理事の乾杯の音頭によって始まり、和やかな雰囲気の中

でバウンド談議で持ち切り、二次会ではカラオケまで出されて盛り上がっていた。 
 

盛り上がった 
懇 親 会 

田村常任理事の 
乾杯音頭 
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広島市バウンドテニス協会 総会 
 

■日 時 2004年 4月 18日（日） 13：00～13：40 

■場 所 広島市立本川小学校 体育館 

■出席者 56名 

■議 題 

１．2003年度事業報告 

２．2003年度決算報告、監査報告 

３．質疑応答 

４．2004年度役員 

５．2004年度事業計画（案） 

６．2004年度予算（案） 

７．質疑応答 

８．その他 

   広島市スポーツ協会加盟 

   広島県バウンドテニス協会総会報告 

   役員交替について 

・事情により小谷さんと北野さんが辞任され

 

 

  
吉本 理事長    新保 議長   司会：今田さん 

 

                  

☆会員総数 186名

 寂しい総会だっ

 く終了した。 

☆総会終了後「お
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る旨の報告がされた。 

      
 事務局：吉原さん ：上垣内さん 
に対して、出席者が 56名と少々 

たが、和やかな雰囲気の中、滞りな 

楽しみ練習会」が開催された。 



★ 「お楽しみ練習会」 13:50～16:30 

＜ウォーミング・アップ＞ ボレーｖｓストローク ２人１組になって続ける 

        

＜グルグルダブルス＞ 1ポイントで 1人交代。全員が順に交代していく 

         

＜クライミングラリー＞ 

1～4の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 

失敗したら、そこからやり直して、4コート往復に掛かる時間を計る 

 

＜広島王者チーム決定＞ サイコロを振って、これまでの獲得得点に出た目を掛け算する 

         

☆優勝チームには、「広島王者」の称号が与えられた。これからも、サイコロ賭博にはまることの

ないように、清く正しく美しいバウンドテニスを楽しんで欲しいとの願いと共に。。。 
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第 15回 広島県バウンドテニスダブルス選手権大会 
 
■日 時  2004年 4月 29日（祝）9：00～17：00 
■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、中国新聞社 
■運営担当 広島市バウンドテニス協会 
■参加者  男子フリー； 4組、ミドル； 6組、シニア； 7組 
      女子フリー；15組、ミドル；21組、シニア；10組 （選手宣誓 竹下・空中ペア） 
■成績   

1位 柴田健次・大東智樹（広島 BTFC・わかば） 
2位 田中薫・河本正則（大野） フリー 
3位 立畠昭・磨井祥夫（坂・広島 BTFC） 
1位 空中穣二・竹下康裕（戸坂キャッツ） 
2位 高津久一・坪井孝博（大野） ミドル 
3位 石井哲二・平葦和久（千田） 
1位 青木司・浜崎重道（大野・安芸府中） 
2位 多田利夫・田村薫（大野） 

男子 

シニア 
3位 今田治文・今村弘美（牛田・青崎） 
1位 西岡由美・中野八千代（広島 BTFC・大野） 
2位 鮎川鈴子・中津明子（大野・安芸府中） フリー 
3位 松林まさ子・力山美代子（安芸府中） 
1位 山根照美・内田みさ保（比治山・広島 BTFC） 
2位 三上貴子・蔵田洋子（大野・東野） ミドル 
3位 田中真弓・谷口幸子（安芸府中・大野） 
1位 朝日南千秋・呑田直美（安芸府中・オリーブ） 
2位 和木直子・長重良子（比治山） 

女子 

シニア 
3位 久保田万寿恵・樽谷倫子（安芸府中） 

男子フリー1位 
お互いに助け合って。 

パートナーのおかげです 

女子フリー1位 
コンビを組んで半年で優

勝できて嬉しい！バカバ

カ打たずにがまんの試合

でした。 

■大会の模様 
 [我々選手一同は、ある人は老体にムチ打って、ある人は家庭を省みず、ひたすら練習に励んだ
成果を共にパートナーを励ましながら・・・でも、心の中では「何ミスってんだよーこの野郎！」

と思っても仲良く楽しくプレーすることを誓います。]と選手宣誓をして会場を沸かせ、男子ミド
ル 1 位に輝いた空中、竹下ペア。表彰後のインタビューで「本心を出したのが良かった」とコメ
ントし会場に再び爆笑をもたらした。試合数は１人 4～５試合あり、選手に満足感があった。 
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全日本バウンドテニス選手権 広島県大会 
 

■日 時 2004年 5月 23日（日）9：00～17：00 

■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 80名 

☆ 全国大会出場メンバー決定 ☆ 

 熱き一日でした。あふれる闘志に感動。 

“日本一・シード権獲得” 

“ひとつでも多くの勝利を”を合言葉に、

パワー全開で心ゆくまでエキサイトして

バウンドテニスにどっぷりと浸ってきて

下さい。 

 熱き声援を背にいざ出陣。 

７月 24・25日の東京はさらに熱い！ 

 

■成 績 

ダブルス 優    勝 シングルス 優  勝 第２代表 

男子フリー 大東 智樹・柴田 健次 男子フリー 柴田 健次 大東 智樹 

男子ミドル 

＜シード＞ 

立畠  昭・磨井 祥夫 

田中  薫・河本 正則 

男子ミドル 田中  薫 河本 正則 

男子シニア 濱崎 重道・青木 司 男子シニア

＜シード＞

立畠  昭 

青木  司 

濱崎 重道 

女子フリー 中野 八千代・西岡 由美 女子フリー

＜シード＞

西岡 由美 

三上 貴子 

半田 博子 

女子ミドル 山根 照美・内田 みさ保 女子ミドル 横田 サヨ子 蔵田 洋子 

女子シニア 久保田万寿恵・小谷 満子 女子シニア 大島 武子 新畑 洋子 
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第 22回 広島県バウンドテニス親善大会 
 
■日 時  2004年 6月 6日（日）9:00～16:30 
■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 
■運営担当 安芸府中バウンドテニス協会 
■参加者  145名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
連続、優勝チーム所属選手は３名 
 広島県内で開催回数がもっとも多い広島県バウンドテニス親善大会が今年で２２回を迎えた。

チーム名を当日チームみんなで決めたり、チーム内でダブルス戦のペアの組み合わせを決めたり

といった運営方法が定着しており、常連参加者には安心して参加できる大会である。また、初め

て参加する人にとっても、常連参加者の安心感が伝わって、和やかな雰囲気で参加できるのでは

ないだろうか。 
恒例の講評では、ＢＴラリー戦での最高回数や最低回数、少ない回数での勝ちなどが紹介され

思わぬインタビューに戸惑う選手や、粋な回答で対応する選手などで場内を沸かせていた。講評

で紹介がなかった情報として一つ取り上げてみると、今回大会で優勝チームに加わっていた選手

の内、前回も優勝チームに加わっていた選手は、河井隆夫（青崎）、三浦薫（リリーズ）、槙原八

重子（段原）の３選手だった。 
楽しみな賞品もＴシャツ、お米券、座布団、扇子など様々に用意され、１位より大きい５位の

賞品などには、競技中から選手たちの興味を引いていた。 
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■ 成績 
Aブロック  

順位 チーム名 選手名 

1 つばめ 横田サヨ子・大島武子・三浦薫・河井隆夫・松本さつき 

2 あじさい 朝日南千秋・亀川由美子・平賀ケイ子・吉村正子・葭川斉 

3 とのさまガエル 磨井祥夫・服部啓子・山城屋美奈子・真末日出子・蔵本ゆかり 

4 なかよし 今田治文・土居美津子・山谷恵子・久保成子・広畑浅信 

5 ファインディングニモ 沖和博・村島幸子・河村洋子・北川 滉・吉村 尚 

Bブロック   

順位 チーム名 選手名 

1 梅雨のソナタ 蔵田洋子・山谷久夫・前田町子・冨永克子・伊藤幸穂・槙原八重子 

2 かたつむり 濱崎重道・岡吉真由美・酒井富子・松若みつ子・田中正治・折本孝子 

3 スイートピー 小谷満子・澤井善子・兼子元子・畑河内スミエ・空中良子・白木宏明 

4 あやめ 折出敏秀・上田照美・古川ミカ・山田美由紀・浜崎真由美・水島真智子

5 手は腰で牛乳 中野八千代・新保博・大久保都・上東玲子・古川小由美・岡村詠子 

Cブロック   

順位 チーム名 選手名 

1 オンリーワン！ 今村弘美・石森政子・宮崎隆子・木村千鶴・田中典代・原佐喜子 

2 ビタミンＣ 西岡由美・長谷川恵子・土井隆博・内藤忠枝・村上進子・近藤政勝 

3 山あじさい 力山美代子・空中穣二・木山淑子・藤川洋子・渡部達也・岡藤志磨子 

4 ホタル 橋本幸男・加藤陵子・森本可祝・藤岡秀樹・林襟子・倉本勝男 

5 ＳＮＯＯＰＹ 長重良子・上垣内のぞみ・木梨直子・樋口俊則・竹林静子・吉本 征司

Dブロック  

順位 チーム名 選手名 

1 ザ・サクランボ 久保田万寿恵・松本雅知・小松明美・設楽正子・数村悟・立畑信子 

2 富美ちゃんズ 新保富美子・岩本良子・川手俊治・林正則・向井笑子・兼広亜希 

3 アンブレラ 高山美悠紀・樽谷倫子・茶堂孝明・松井弘子・前田晴美・日宇伸子 

4 ラブちゃん 長谷川育恵・池田真由美・矢野百合子・吉村一枝・村田忠・河野優 

5 薫 風 田中薫・河浜多美子・藤岡妙子・河岡啓子・在間紀子・土山優 

Eブロック   

順位 チーム名 選手名 

1 智達 鮎川鈴子・大東智樹・栩木美子・大下芙紗子・渡辺利恵子・吉田優 

2 ヨン様命！！ 谷口幸子・広兼文子・竹下康裕・長田美智子・末田忠子・松尾きよ子 

3 安さん（６８才） 中西智子・橋本隼人・小林トミ子・玉村麗子・桑田安雄・三浦照美 

4 スピード 松林まさ子・松浦秀樹・笹木博子・吉田京子・平忠睦枝・藤井宏子 

5 ジューン大野 青木司・上田美幸・竹村美恵子・秋田マユミ・小松勝子・山根比佐子 
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第 22回 全日本バウンドテニス選手権大会 
 
■日 時 2004年 7月 24日（土）25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 広島県から選手 20名，審判委員 6名，競技委員 1名 

広島県ダブルス陣大活躍 !! 
《主な試合結果》 
  男子ダブルス  フリー  4位  大東 智樹・柴田 健次 
          ミドル  3位  田中  薫・河本 正則（次回シード） 
          シニア  3位  浜崎 重道・青木  司（次回シード） 
  女子ダブルス  フリー  3位  中野 八千代・西岡 由美（次回シード） 
          ミドル  3位  内田 みさ保・山根 照美（次回シード） 
  男子シングルス シニア ベスト８ 浜崎 重道 

 
今年は４種目のダブルスが３位となった。次回大会のシードは３位までなので，効率のよいシ

ードの取り方ではあるものの，選手名を見るともう少し上位であって欲しかった。喜び半分，残

念半分というところですね。 
それに対して，シングルスはベスト８が最高と残念な結果に終わった。この大会はすべてトー

ナメントなので初戦から強豪と対戦することもあり，安定して勝ち上がるには相当のレベルアッ

プが望まれます。 
 
女子ダブルス・ミドル３位の山根照美さんの感想 
夜行バスでの日帰り応援。選手は別世界の人で，自分をそこ

に置き換えるなど思いもしなかった・・・バウンドテニスを

始めて３年目の夏 
初めてコートに立ち，見上げた天井の高かったこと。内田さ

んに懸命についていきました・・・○年前の大会 
そして今年・・・クリスタルのトロフィー。とっても嬉しか

った。西本先生，とうとうもらいましたと心で報告しました。 
輝いている玉（ぎょく）はいつも周りをフワフワ浮かんでい

ます。向うと離れ，力を入れるとすり抜けます。無欲の心な

らすくい取れるかも・・・。 
 
審判委員の中西智子さんの感想 
初めての東京体育館でシニア女子の審判をしました。ボールスピードの

強弱，相手の動きを見てのボールコントロール，ボールを追う身の軽さ

と集中力には，本当にシニア選手なのかとビックリしました。「こうや

ったら，ええねん」というお手本を目の前で示して頂いたようです。ど

こまでできるか判りませんが… まずは，練習あるのみ！ ですね。 
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第 17 回 全国スポーツ・レクリエーション祭 スポレク福井 2004 
スローガン“スポレクでみんなの顔に福来たる” 

■日 時 2004年 10月 2日（土），3日（日） 

■場  所 福井県三国町体育館 

■主 催 文部科学省・福井県・（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・日本 BT 協会・三国町 

■参加者 主催県 2チーム、他各都道府県 1チーム、併せて 48 チーム 336 名  

     広島県チーム 「レッド・リーブス」 

         浜崎重道、川手俊治、田中薫、 

         中津明子、澤崎順子、呑田直美 

■成 績 ☆ダブルス戦 

      予選リーグ 1 位グループ進出（vs 新潟、vs 栃木 2 勝 0 敗）  

      決勝トーナメント 第 4位 （1 位和歌山・2位岩手・3位神奈川） 

     ☆BT ラリー 15 位（93 回）  

     ☆スポレク BT ラリー（45 チーム） 1 位  新保チーム[中津明子、他５県の選手] 

■選手感想 

 運営担当の福井県の方々がとても親切に暖かくもてなして下さったので、楽しい気持ちで大

会を無事終えることができました。しかも、あったかい海鮮鍋をごちそうしていただいたりし

て、おなかも満足,パワーもアップして充実した試合を展開できたこと、嬉しい限りでした。各

チームの試合にかける意気込みは素晴らしく、念入りに作戦を練ってきたという感じの闘いぶ

りで、作戦負けに反省しきりとはいえ、親睦の成果は十分あったと思います。 

 次回は広島のリベンジもかけて、また祭典に楽しく参加できればいいなと思いました。 
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第 15回 もみじカップバウンドテニス大会 
 
■日 時 2004年 11月 13(土)，14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 
■参加者 256名 
 
前大会から日程を２日間に拡充し、今回もすばらしい試合が繰り広げられた。 

 
女子ダブルス 広島県勢が全コースを奪取 
              Aコースは三上、谷口ペアが奪回 
 ６４ペアが４コースで優勝を争った。 
三上、谷口ペアは、第１３回大会でもＡ１コースで優勝してお

り、１年ぶりにタイトルに返り咲いた。各コースとも優勝は広

島県のペア、また、２位以下でも広島県勢の活躍が目立った。 
 
混合ダブルス 平野、西岡ペアが２年ぶりにタイトル奪回 
 ６４ペアが４コースで優勝を争った。 

平野、西岡ペアは、予選リーグから準決勝まで安定したゲーム

であったが、決勝戦では、昨年の女子ダブルス優勝の鹿貫と東

京代表の黒木ペアとの間で大接戦となり、タイブレークの末、

第１２回大会のＢ１コース以来の優勝となった。 
 
 優勝奪回など、広島県勢の活躍が目立った大会であったが、

他県より若い人たちの参加も年々多くなっており、次回には、

より魅力的な大会となるよう期待したい。 
 

ベストドレッサー賞 
         今年は、役員として、選手として 

大活躍のこの二人に贈られた。 
左 野村留美子 右 吉原文子（鈴が峰） 

 
ベストカップル賞 
 模範的な母なのか、模範的な息子なのか 
羨望の的だった岡山からの二人に贈られた。 
左 西岡聡江 右 西岡正明（岡山） 
 

 
信枝賞 

 伊倉さんは、広島県にバウンドテニスが始まって以来、㈱ビバの仕事と

同時に広島県バウンドテニス協会の事務を引き受けていただいている縁

の下の力持ちである。今回の信枝賞は、永年の感謝を込めて贈られた。 
            伊倉京子（広島県バウンドテニス協会） 
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■成 績 

ルス】 
優 勝 三上 貴子・谷口 幸子（大野） 

【女子ダブ

準優勝 蔵田 洋子・内田 みさ保（東野・広島 BTFC）    

Ａコース 

 

 第 位 鹿貫 君代・越智 こずえ（埼玉・愛媛）3     

優 勝 栩木 美子・森本 可祝（戸坂キャッツ）    

準優勝 河浜 多美子・新保 富美子（東野・戸坂キャッツ）    

Bコース 

第 位 井上 昌枝・中西 智子（大野・千田）

 

 3     

優 勝 中本 さつき・竹内 登茂子（大野）    

準優勝 小松 勝子・寺本 喜久枝（大野）    

Cコース 

第 位 長重 良子・木山 淑子（比治山）

 

 3     

優 勝 向井 美和子・原田 和枝（大野・鈴が峰） 

準優勝 岡吉 真由美・広兼 文子（千田）    

Dコース 

第 位 松本 みゆき・村島 幸子（千田）

 

 3     

 
【混合ダブルス】 

優 勝 平野  学・西岡 由美（石川・広島 BTFC） 

準優勝 黒木 鹿貫 君代（東京・埼玉）   直也・

Ａコース 

 

 第 3位 柴田 健次・山根 照美（広島 BTFC・比治山）    

優 勝 今村 弘美・石野 幸子（青崎・奈良）    

準優勝 沖 小林 （安芸府中）   博明・  トミ子  

Bコース 

第 位 坪井 孝博・井上 昌枝（大野） 

 

 3  

優 勝 田村 賢一・新畑 洋子（大野）    

準優勝 広畑 浅信・大島 武子（大野）    

Cコース 

第 位 近藤 政勝・上原 永子（山口・鳥取） 

 

 3    

優 勝 榊原 康時・浜田 世里子（戸坂キャッツ・奈良）    

準優勝 霜村 丈明・霜村 里美（鳥取）    

Ｄコース 

第 3位 内山 信博・福田 恵子（山口）
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第 2回 安芸グランドホテル杯 きんさいバウンドテニス大会 
 
■日 時 2005年 1月 29日（土）11：30～17：00 

 30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 150名（30チーム）茨城，埼玉，東京，神奈川，石川，大阪，和歌山，奈良，鳥取， 

岡山，山口，香川，愛媛，福岡，佐賀，熊本，広島 
■成 績 

優 勝 
合志・南ヶ丘 
（熊本） 

安枝哲夫・安枝一枝・立花直美 
西田けい子・吉尾光彦 

2 位 
安芸 BTクラブ 
（広島） 

浜崎重道・久保田万寿恵・朝日南千秋 
今村弘美・小谷満子 

3 位 
愛媛選抜 adultチーム 

（愛媛） 
稲見博孝・近藤一男・近藤寿子 
岡田恵美子・下村範子 

2位グループ 
1位 

いてまえ微少女隊 
（大阪） 

森嶋典子・五百蔵美智代・東村五巳 
石井克亨・石井和恵 

3位グループ 
1位 

ウエスト香川 
（香川） 

福田久志・山下なおみ・森川香子 
平岡廣子・小林由美 

4位グループ 
1位 

金曜ファイターズ 
（広島） 

大島武子・広畑浅信・竹内登茂子 
福田妙子・中本さつき 

信 枝 賞 
岩国レンコン 
（山口） 

松岡 伝・細川千恵・藤村幹雄 
岩重由三子・松岡千代子 

 
■感 想 

5人で 1チームとなり，「2ダブルス，1シングルス」と「ひみ
つのラリー戦」（BT ラリー戦＋サバイバルラリー戦）の総合成績
で順位が決定する。ダブルスのペアをどうするか，シングルスに誰

が出るかなどオーダーに工夫のできるドキドキの親善大会である。

1日目の懇親会では，安芸グランドホテルの大盤振舞でスウィート
ルームの宿泊券（岡山の選手が獲得）など豪華

な景品が盛りだくさん。多くの県外参加者を迎

えたこの大会で一番賑やかで盛り上がったのは，

このお楽しみ抽選会のようだ。 
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第 15回 広島県バウンドテニスシングルス選手権大会 
 
■日 時  2005年 2月 20日（日）9：00～17：00 
■場 所  広島市中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 大野町バウンドテニス協会 
■参加者  男子フリー 13名，ミドル 9名，シニア 6名 

女子フリー 23名，ミドル 16名，シニア 20名 
■成 績 

種 目 1 位 2 位 3 位 
男子フリー 坪井 孝博（大野） 青木 司（大野） 柴田 健次（広島 BTFC） 
男子ミドル 原田 共栄（鈴が峰） 竹下 康裕（戸坂キャッツ） 田村 賢一（大野） 

男子シニア 今田 治文（牛田） 橋本 幸男（三原） 橋本 隼人（大野） 
女子フリーＡ 横田 サヨ子（比治山） 半田 博子（ふなこし） 山根 照美（比治山） 
女子フリーＢ 長沢 富子（大野） 西原 尚美（鈴が峰） 木村 千鶴（社保） 
女子ミドル 松本 みゆき（千田） 岩本 良子（大野） 吉田 京子（リリーズ） 

女子シニア A 久保田 万寿恵（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 末田 忠子（段原） 藤岡 妙子（大野） 相本 理恵（比治山） 

 
■感 想 
今回は，フリーの部に年齢に関係なく強豪が集まり，白熱した試合

が多くなった。 
多くのスポーツ競技は，体力の充実している 20，30 代が最強世代
となっている。しかし，広島県のバウンドテニスは普及年齢層が高い

こともあり，その年代が最強とはいえない。もしも，年齢だけでフリ

ー，ミドル，シニアに分かれれば，どのクラスの優勝者が広島県の最

強者かは分からない。ミドル，シニ

アはそれぞれ 45歳，60歳と年齢制
限があるが，フリーには年齢制限は

ない。したがって，トップを目指す競技者がフリーの部に出場す

れば，フリーの優勝者がその年の広島県のチャンピオンというこ

とになる。 

男子チャンピオンの坪井さん 
強弱のメリハリをつけた 
ボールが印象的たっだ 

こうしたことを考えると，今回は競技者（全日本選手権大会

で上位入賞を目指す選手など）がフリーに出場し，本来の意味

でのシングルス選手権大会になったと評価できるだろう。 
女子チャンピオンの横田さん 

気力充実の戦いぶりをみせた 
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第 12回 中国ブロックバウンドテニス親善交流大会 
 
■日 時  2005年 3月 6日（日） 
■場 所  島根県松江市総合体育館 
■主 催  日本バウンドテニス協会 
■参加者  32チーム（192名） 

鳥取県 8チーム，島根県 7チーム， 
岡山県 6チーム，広島県 8チーム，山口県 3チーム 

■成 績 

ＢＴラリー戦 上位入賞チーム  団体戦ダブルス 優勝チーム 
１位 ジュピター    （広島）136回  Aブロック ささらが姫 （広島） 
２位 するってぇとなに会（鳥取）125回  Bブロック 広島 BTFC （広島） 
３位 広島 BTFC    （広島）120回  Cブロック 鳥取クラブ （鳥取） 
  Dブロック 千田っ子  （広島） 

 
広島県チーム BTラリー戦 団体戦ダブルス 
ささらが姫  4位 120回 Aブロック優勝 
大野梅ッシュ  6位 114回 Aブロック 2位 
広島 BTFC  3位 120回 Bブロック優勝 
ジュピター  1位 136回 Bブロック 2位 
べにまんさく  9位 113回 Cブロック 3位 
比治山っこ 26位  79回 Cブロック 8位 
千田っ子 17位 101回 Dブロック優勝 
ベルヒル 20位  98回 Dブロック 5位 

■概 要 

大野町発 5:30の貸切りバスで広島県選手団は松江に向かった。濃霧のため到着が若干遅れた
が，そんなハンディーも吹き飛ばして最初の BT ラリー戦に臨んだ。結果は，広島県チームが
優勝と第 3 位に入った。記録を調べてみると，各県の平均回数は，山口県（3 チーム）が 111
回，広島県（8チーム）が 110回，岡山県（6チーム）が 106回。う～ん，山口県は少数精鋭
で参加したことが読み取れるではないか。次に，団体戦ダブルス。4 つのブロックに分かれて
の試合で，広島県チームは 3つのブロックで優勝を飾った。またしても，各県ごとの試合の勝
率を調べると，広島県が 7割 2分でダントツの 1位。以下，鳥取県の 5割 6分，岡山県の 4割
4 分となった。島根県は運営担当などで試合に集中できなかったのか。一部のチームで混成チ
ームがあったが，データはプログラムに記載の県名で分析した。広島チームはすべて県内選手

で構成されていた。この勢いを保ちつつ，12月に開催される第 1回中国ブロック BT選手権大
会で大爆発させたい。みんなぁ～，いいか～，やるぞ～!! 
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第 3回 広島市バウンドテニス大会おりづる杯 
 
■日 時 2004年 7月 4日（日）9：00～17：00 
■場 所 広島市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 125名 
■成 績 
 1位 2位 3位 

A 
ヘラクレス 
今村 澤井 木山 富川 宝専 

ギリシャ神話 
立畠 古川 原田 八木 畑河内 

パンドラの箱 
松本 長谷川 渡辺 兼広 久保 

B 
スイマー北島 
折出 北野 田中 林 沖中 

ハンマー室伏 
磨井 上田 近藤 山根 亀川 

ヤワラちゃん 
半田 水島 石原 広畑 広兼 

C 
重量挙げ 
石森 新畑 西原 橋本 富川 

高飛び込み 
今田 中野 和木 河井 山田 

テコンドー 
山根 吉村 岡村 槙原 浅葉 

D 
ミロのビーナス 
松浦 田中 横手 宮崎 吉本 

オリンピア 
三浦 三上 林 在間 長田 

エーゲ海 
横田 下村 上東 宮崎 樋口 

E 
女王グラフ 
大東 矢野 原田 長谷川 末田 

妖精コマネチ 
新保 久保田 片山 小松 藤中 

鳥人ブブカ 
河浜 中津 兼子 藤岡 平葦 

 
■競技方法 

1ブロック 5チーム。5ブロックの団体戦。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の記入順序によっては変則ダブルス（2対 2，2対 1，1対 1）となる。 

 
■大会の様子 
   今年のチーム名は，アテネオリンピックにちなんで『ギリシャ神話』『プリンセス・メグ』

『重量挙げ』などなど。思わず顔を見て納得したチーム名も!?  お楽しみイベントではシ
ルエットクイズが行われた。 
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第 16回 大野町商工会会長杯バウンドテニス大会 
■日 時 2004年 10月 24日（日）9：00～16：00 

■場 所 大野町体育館 

■主 催 大野町バウンドテニス協会 

■参加者 96名 

■成 績  

         

1位 はまちゃんず 浜崎重道・沖和博・沖博明・中津明

2 位 比治山＆M.M 横田サヨ子・長重良子・和木直子・

3 位 あじさい＆M.M 加茂義弘・松本稔・小松勝子・藤岡

4 位 GO！GO！SMAP 亀川由美子・下村範子・長谷川恵子

 

1 位 ラベンダー 洞哲郎・根岸朗・寺本貴久枝・井上

2 位 土曜 BT＆R 田村賢一・向井美和子・新畑洋子・

3 位 千と空 空中穣二・中西智子・長谷川とも子

4 位 岩国 BT＆.M.M 近藤政勝・門田和弘・松岡伝・山城

 

1 位 金曜ファイターズ 谷口幸子・向井俊夫・中野八千代・

2 位 マンデイ＆鳥取 数村悟・松尾きよ子・宮崎隆子・脇

3 位 トップスピン 上東玲子・木梨直子・横手京子・原

4 位 三原 BT クラブ 山添茂樹・山添祥子・平賀ケイ子・

   

1 位 土曜会 青木司・鯛原潔・吉田優・河村洋子

2 位 ひまわり＆R 池本邦夫・岡田洋子・柳原鈴子・斎

3 位 段原・岩国・BTFC 森雅枝・槙原八重子・渡辺利恵子・

4 位 牛田 BT クラブ 村田忠・今田治文・田中正治・座間

     

                

■ 感想 

 “クラブ対抗戦”ということで、戦力重視（？）で 

 チーム編成に苦慮された感がなきにしもあらず。 

 親善の色が良く出ていて、賞品のバリエーションも 

 大野ならではの物といったところで、盛り上がった 

 大会だったと思います。大満足の一日でした。 
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子・小林トミ子・土居美津子 

古川ミカ・折出敏秀・坪井孝博 

妙子・美濃幸子・多田利夫 

・力山美代子・水島真智子・長谷川育恵 

昌枝・高津信子・鮎川鈴子 

橋本隼人・岩本良子・向井笑子 

・木村千鶴子・上垣内のぞみ・呑田直美 

屋美奈子・笹木博子・服部啓子 

竹内登茂子・中本さつき・古川光恵 

田律子・太田保栄・寺分真奈美 

田共栄・原田和枝・吉原文子 

藤井宏子・橋本幸男・黒田由美子 

・酒井富子・高山美悠紀 

藤敦子・長沢富子・汐中君子 

白木宏明・三上貴子・松本雅知 

紀子・吉村正子・平忠睦枝 

 

 
 
  



第 8回 府中つばき杯バウンドテニス大会 
■日 時  2004年 11月 7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 
■成 績 
Aブロック 
順位 チーム名 選 手 名 
１位 すずらん 横田サヨ子・小林トミ子・片山宏・竹村美恵子・水島真智子・瀬尾信枝 
２位 ひまわり 折出敏秀・橋本喩・朝日南千秋・林襟子・桑田安雄・濱本英子 
３位 ゆり 大東智樹・松林まさ子・小坂美紀子・葭川斉・古川小由美・乙吉幸江 
４位 ばら 橋本幸男・今田治文・亀川由美子・古川ミカ・田中典代・前田町子 
５位 つばき 松岡傳・下村範子・中津明子・山添茂樹・高木久美・大下芙紗子 

Bブロック 
順位 チーム名 選 手 名 
１位 コスモス 門田和弘・浜崎重道・新保富美子・末田忠子・長谷川恵子・大尾公美 
２位 あやめ 近藤政勝・久保田万寿恵・山城屋美奈子・渡辺利恵子・畑河内スミエ・榊原康時 

３位 さくら 松浦秀樹・藤井幹子・長谷川育恵・山添祥子・福本瑠美子・白木宏明 
４位 すいせん 長重良子・沖博明・公文妙子・河井隆夫・蔵本ゆかり・水口千穂 
５位 パンジー 空中穣二・力山美代子・牧野幸枝・樋口俊則・松井弘子・大谷由美 

 

2位はお鍋セット 
今夜は鍋ですか？ 

1位はスポーツソックス 
似合うかしら・・・ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4位はキャンディー 
いいお土産ができた

秋の日差しが眩しい 
お弁当は美味しい

 

 
選手宣誓 
大下 芙紗子さん 
竹村 美恵子さん 

秋の贅沢な一日。 
             勝敗を気にせず試合を楽しめて、 
             Ｄ戦の後のサバイバル戦での逆転劇で 
             チームが大盛り上がりする。しっかり 
             チームの方とお知り合いに。 

もらった賞品がいい物ばかり！ 
親善大会でしか味わえないバウンドの 
贅沢な一日でした。 
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指導者講習会  
 
■日 時 2004年 9月 4日（土），5日（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 33名（男子 12名，女子 21名） 

（広島県 24名，山口県 7名，鳥取県 2名） 

■内 容

日目

講習１ 指導者が知っておくべきこと

講習２ スキルチェック

講習３ ボール出しの方法

2日目 
4 ラケット試打 

講習５ バックハンド，コース狙いのいろいろな練習方法 

■指  
 

新保（富美子），山根，柴田，横田，石森 

■感  
・ラケッ 使ってきたラケ

 

・ はほとんどしないので，いい経

・今 オ

・１泊できるということは，日頃あまり話せない 
人ともゆっくり話せてよかったと思います。 

 

 
1  

 
 

 

講習  

 
導

磨井，三上，西岡，蔵田，田中（京子），下村，

 
想（参加者アンケートから）

ト試打はこれまで自分が

ットの見直しができました。

バックの両手打ち

験になった。 
年も夜のスペシャル講習？ フォームのビデ

鑑賞会はとても楽しくて参考になりました。 
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  ＜宮島バージョン＞              ＜蓮占いバージョン＞ 
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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：林 正夫，森戸 曠敬 
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：三上 貴子，立畠 昭， 

西岡 由美，蔵田 洋子，横田 サヨ子，

吉原 文子，沖 博明 
理事：浜崎 重道，下村 範子，加茂 義弘， 

河本 正則，吉本 征司，新保 博， 
上垣内 のぞみ，野村 留美子， 
山根 照美，内田 みさ保，半田 博子，

加藤 陵子，新保 富美子，桑原 幸子，

橋本 幸男，田中 早苗，富川 和璋 
監事：酒井 富子，中西 智子 
事務局：伊倉 京子 
 
総務委員会：(長)横田 サヨ子，吉原 文子， 
   蔵田 洋子，内田 みさ保，金山 律江， 
   新保 富美子 
 
指導委員会：(長)磨井 祥夫，三上 貴子， 

鮎川 鈴子，西岡 由美，青木 司， 
石森 政子，下村 範子，田中 京子， 
谷口 幸子，山根 照美 

 
広報委員会：(長)富川 和璋，磨井 祥夫， 

北野 ルミ子，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， 
柴田 健次 

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

支部協会役員 
 

■安芸府中 
会長：吉村 尚 
副会長：朝日南 千秋，中津 明子 
理事：沖 和博，田中 真弓， 

藤井 幹子，力山 美代子 
会計：乙吉 幸江 
監事：竹村 美恵子，長谷川 育恵 
事務局：亀川 由美子 

 
■大野町 

顧問：水野 弐徳 
会長：青木 司 
副会長：三上 貴子 
理事長：河本 正則 
理事：田中 京子，高津 信子，谷口 幸子， 

田村 賢一，酒井 富子，河村 洋子 
事務局：八木 美恵子，鮎川 鈴子， 

加茂 義弘，古川 光恵，高山 美悠紀，

新畑 洋子 
監査：田村 美和子 

 
■広島市 

会長：河野 義彦 
副会長：磨井 祥夫，金山 律江，立畠 昭， 

西岡 由美，横田 サヨ子，蔵田 洋子 
理事長：吉本 征司 
副理事長：富川 和璋，新保 博 
事務局：上垣内 のぞみ，吉原 文子 
理事：今村 弘美，今田 治文，小谷 満子， 

的場 俊子，松浦 秀樹，木村 千鶴， 
松本 みゆき，林 襟子，野村 留美子， 
石森 政子，山根 照美，内田 みさ保， 
半田 博子，加藤 陵子，新保 富美子， 
山肩 脩，桑原 幸子 

監事：三浦 薫，木梨 直子 
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編 集 後 記 

2004 年度年報原稿の編集が終わり、印刷と製本作業を待つのみとなりました。 
3 回目となった今回の年報制作。1 年目は無我夢中で作り、2 年目はボリュームアップし、

そして 3 年目は取材も板に付いてきました。出そろった原稿を見ながら、まったりとお茶でも

飲みながら編集後記を書く、というのが編集委員長の醍醐味でしょうか。 
しかし、2004 年度の年報制作大詰めは、花粉症との闘いでもありました。まったりとお茶

なんか飲んでいた日にはしょっぱいお茶になる危険性もあるわけで・・・それでもお茶をティ

ッシュペーパーに代えて、やっぱり醍醐味は味わっています。 
そして編集委員全員の一番の醍醐味はなんと言っても製本された 1 冊の年報を手に取る瞬

間に他なりません。このとき、私たちは間違いなく満面の笑顔になります。 
皆様にとっても、この年報がバウンドテニスのもう一つの楽しみとなりましたら幸いです。 
バウンドテニスを楽しみ、年報作成を楽しみ・・・2004 年度年報を作成できたことに感謝

します。 
（編集委員長 北野 ルミ子） 

 
今年も BT ライフを求めて全国行脚（A）◆きっぱり！（よかよか）◆ go for 2006（ソレイユ）◆また１つ

若くなった（年を重ねた！？）（YMCA）◆COME ON ブラボー、ここに幸あれ！（N.S）◆今年度広島県の

バウンドテニスの大会としては、選手として１回、選手と役員として１回、役員として２回参加しました。今

年度は「観客」としての参加の方法を考えてみたいと思います。（バウンドテニスが上手くできないけど何故

か広島県のバウンドテニスが好きなバウンド愛好家）◆バウンドテニスも好きだけど、子供の追っ掛けも好き、

主人の追っかけも加わって、ハワイはいつの事やら・・・・（出たがり屋）◆春だ! 花見だ! 卒業だ! めでた

い! メデタ～イ! （ ^^）Y☆Y（^^ ）（y.pu）◆Muchas gracias！（くま）◆ムフフ・・・今年はデジカメを

買ったのだよ（ハッピー）◆またまた 1 年経っちゃいました。そして、またまた作っちゃいました。そして、

またまた宝物が増えちゃいました。（にゃん） 

 

 

 
 
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，蔵田洋子，西岡由美，下村範子，亀川由美子，柴田健次 

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 2004 年度年報 

発行日 2005 年 4 月 23 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 
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第２２回広島県バウンドテニス親善大会 ２００４．６．６ 広島市東区スポーツセンター 

◆大会役員 ◇大会名誉会長 今中 亘 ◇大会会長 岸田 文雄 ◇大会副会長 林 正夫 
◇大会参与 森戸 曠敬 六拾部 忠紀 今田敏弘 ◆競技役員 ◇大会委員長 磨井 祥夫 
◇大会副委員長 吉村 尚 中津 明子 ◇総務委員長 下村 範子 ◇総務副委員長 力山 
美代子 ◇総務委員 水永 洋二 朝日南 千秋 水島 真智子 亀川 由美子 長谷川 育恵 
長谷川 恵子 蔵本 ゆかり ◇競技委員長 沖 博明 ◇競技副委員長 沖 和博 ◇競技委
員 金山 律江 西岡 由美 小林 トミ子 大尾 公美 澤井 善子 田中 真弓 藤井 幹子 
◇審判委員長 濵﨑 重道 ◇審判副委員長 久保田 万寿恵 ◇審判委員 樽谷 倫子 吉
村 一枝 竹村 美恵子 松林 まさ子 土居 美津子 ◆選手 ◇あじさい 朝日南 千秋 
亀川 由美子 平賀 ケイ子 吉村 正子 葭川 斉 ◇あやめ 折出 敏秀 上田 照枝 古川 
ミカ 山田 美由紀 浜崎 真由美 水島 真智子 ◇アンブレラ 高山 美悠紀 樽谷 倫子 
茶堂 孝明 松井 弘子 前田 晴美 日宇 伸子 ◇オンリー・ワン！ 今村 弘美 石森 政
子 宮崎 隆子 木村 千鶴 田中 典代 原 佐喜子 ◇かたつむり 濵﨑 重道 岡吉 真由
美 酒井 富子 松若 みつ子 田中 正治 折本 孝子 ◇薫風 田中 薫 河浜 多美子 藤
岡 妙子 河岡 啓子 在間 紀子 土山 優 ◇ザ・サクランボ 久保田 万寿恵 松本 雅知 
小松 明美 設楽 正子 数村 悟 立畑 信子 ◇ジュン大野 青木 司 上田 美幸 竹村 
美恵子 秋田 マユミ 小松 勝子 山根 比佐子 ◇スイートピー 小谷 満子 澤井 善子 
兼子 元子 畑河内 スミエ 空中 良子 白木 宏明 ◇ＳＮＯＯＰＹ 長重 良子 上垣内 
のぞみ 吉本 征司 木梨 直子 樋口 俊則 竹林 静子 ◇スピード 松林 まさ子 松浦 
秀樹 笹木 博子 吉田 京子 平忠 睦枝 藤井 宏子 ◇つばめ 横田 サヨ子 大島 武子 
三浦 薫 河井 隆夫 松本 さつき ◇梅雨のソナタ 蔵田 洋子 山谷 久夫 前田 町子 
冨永 克子 伊藤 幸穂 槙原 八重子 ◇手は腰で牛乳 中野 八千代 新保 博 大久保 都 
上東 玲子 古川 小由美 岡村 詠子 ◇とのさまガエル 磨井 祥夫 服部 啓子 蔵本 ゆ
かり 山城屋 美奈子 真末 日出子 ◇智達 鮎川 鈴子 大東 智樹 栩木 美子 大下 芙
紗子 渡辺 利恵子 吉田 優 ◇なかよし 今田 治文 土居 美津子 山谷 恵子 久保 成
子 広畑 浅信 ◇ビタミンＣ 西岡 由美 長谷川 恵子 土井 隆博 内藤 忠枝 村上 進
子 近藤 政勝 ◇ファインディング・ニモ 沖 和博 村島 幸子 河村 洋子 北川 滉 吉
村 尚 ◇富美ちゃんズ 新保 富美子 岩本 良子 川手 俊治 林 正則 向井 笑子 兼広 
亜希 ◇ホタル 橋本 幸男 加藤 陵子 森本 可祝 藤岡 秀樹 林 襟子 倉本 勝男 ◇
安さん（６８歳） 中西 智子 橋本 隼人 小林 トミ子 玉村 麗子 桑田 安雄 三浦 照
美 ◇山あじさい 力山 美代子 空中 穣二 木山 淑子 藤川 洋子 渡部 達也 岡藤 志
磨子 ◇ヨン様命！！ 谷口 幸子 広兼 文子 竹下 康裕 長田 美智子 末田 忠子 松
尾 きよ子 ◇ラブちゃん 長谷川 育恵 池田 真由美 矢野 百合子 吉村 一枝 村田 忠 
河野 優 
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