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は じ め に 
 

今年，日本中を沸かせたスポーツがありました。 
 

ひとつは「王ジャパン」のＷＢＣ初代チャンピオンです。 

正直に言えば，初めのうちは余り興味が持てなかった野球の国際大会でした。韓国に２連敗 

し，アメリカに負け，もうこれで終わりと誰もが思った時，まさに逆転満塁ホームランのように

決勝トーナメントへの進出が叶い，韓国に勝ち，キューバに勝って，劇的な優勝を成し遂げたの

です。「その日」は野球ファンだけでなく日本中が「世界一」に酔いしれました。 

それは単に優勝の喜びをもたらしただけはありません。それぞれの選手が基本をきっちりこな

しチームプレーに徹した見事な試合運びは，観る者にも野球の醍醐味を教えてくれました。 
 
もうひとつは，冬季オリンピックでの荒川静香選手の金メダルです。 

日本は期待された種目でメダルを逃し，あわやメダルなしかと思われた時，待望の金メダルで

した。荒川選手は得点にならない「イナバウアー」にこだわり，それまで積み重ねてきた力を存

分に発揮して“魅せるスケート”で見事にリンクの女王となりました。 

後のインタビューで，荒川選手はスケートをしている子供たちへのコメントとして「練習して

技術を高めるのも大事だけれど，まず楽しんでほしい」という発言をされました。彼女の中に，

スケートが楽しい，楽しみたいという想いがあったからこそ，イナバウアーにこだわったのでし

ょう。そして，そのことが結果的にのびのびとした演技となりメダルに結びついたと思われてな

りません。 

野球とスケート，チームプレーと個人プレーではありますが，根底にあるものはそれが好きで

あるということ，楽しいということではないでしょうか。それがあるからこそ，地道な努力を続

ける力，諦めずに頑張る力が生まれてくるのでしょう。 
 
この年報も４回目の発行となりました。広報委員がこつこつと継続している活動です。この活

動も，バウンドテニスが好き，もっと楽しみたいという想いから生まれるものです。そして，そ

れはもっとバウンドテニスが普及してほしいという願いにもなっています。 

この年報が，バウンドテニスの楽しみを広げ，普及に繋がることを願ってやみません。 

 
2006 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 

2005年 
  4/08 安芸府中支部協会総会 府中公民館 
  4/15 広島県 BT協会総会 中区 SC 
  4/16 大野町支部協会総会 柿の浦集会所 
  4/17 広島市支部協会総会 本川小学校体育館 
  4/29 第 16回広島県 BTダブルス選手権大会 中区 SC 
  5/22 全日本 BT選手権広島県大会 佐伯区 SC 
  5/28～ バウンドテニス初心者教室（3回） 大野町体育館 
  6/05 第 23回広島県 BT親善大会 佐伯区 SC 
  6/19 第 18回松下杯親善 BT大会 大野町体育館 
  7/10,11  第 23回全日本 BT選手権大会 東京体育館 

7/31 第 4回広島市 BT大会おりづる杯 佐伯区 SC 
  9/23 リフレッシュ講習会 大野町体育館 
 10/02,03 第 18回全国スポレク祭 スポレク岩手 2005 岩手県一関市 
 10/09 広島市スポレク祭「BT体験コーナー」 ビッグアーチ 
 10/23 第 17回大野町商工会会長杯 BT大会 大野町体育館 
 10/29,30 第 16回もみじカップ BT大会 中区 SC 
 11/06 第 9回府中つばき杯 BT大会 府中町立府中中学校 
 11/20 第 4回信枝杯 南区 SC 
 12/03 第 7回野村杯クリスマス大会 大野町体育館 
 12/10,11 第 1回中国ブロック選手権大会 佐伯区 SC 

2006年 
  1/28,29 第 3回安芸グランドホテル杯きんさい BT大会 大野体育館 
  2/19 第 16回広島県 BTシングルス選手権大会 佐伯区 SC 
  3/05 第 13回中国ブロック BT親善交流大会 鳥取県鳥取産業体育館 
  3/11,12 第 9回日本 BTゴールド熊本大会 熊本県熊本市総合体育館 

＜会議＞ 
 常任理事会 2005/  4/8   5/13   6/3   7/15   8/5   9/2   10/7   11/4   12/2 

 2006/  1/13   2/3   3/10 
総務委員会  毎週木曜日 
 指導委員会  2006/  3/21 
 広報委員会  2005/  4/9   6/11   9/10     2006/  3/18 
 IT委員会   2005/  8/11 
 中国ブロック BT連絡協議会理事会  2006/  3/4 
 日本 BT協会 理事会  2005/  4/2   4/15   7/9      2006/  1/20   3/25 
 評議員会 2005/  4/2  都道府県事務局長連絡会議 2005/  7/9 
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広島県バウンドテニス協会 総会 
 
■日 時 2005 年 4 月 15 日（金）19：00～21：00 
■場 所 広島市中区スポーツセンター 
■出席者 23 名 
 
■議 題 

1. 2004 年度（平成 16 年度）事業報告 
2. 2004 年度（平成 16 年度）会計報告、 

監査報告 
3. 役員改選 
4. 2005 年度（平成 17 年度）事業計画案 
5. 2005 年度（平成 17 年度）予算案 
6. 報告事項 
 
 

安芸府中バウンドテニス協会の沖博明氏を議長に選出し、２００４年度（平成１６年度）事業

報告、会計報告・監査報告、役員改選、ならびに２００５年度（平成１７年度）事業計画案・予

算案が原案どおり議決された。 
 
1 主な審議事項は、次の２項目であった。 

① 会員名簿の整備等を行ってきた「ＩＴ推進プロジェクト」を会員登録管理および県協会と

支部協会の連絡強化のため「ＩＴ委員会」として組織整備が行われた。 
② 中国ブロックバウンドテニス選手権大会が今年度から開催される。今年度の開催地は広島

県である。 
2 日本バウンドテニス協会の役員報告では、評議員であった磨井祥夫県協会理事長が日本ＢＴ

協会理事に選出されたことにより、金山律江県協会副理事長が新評議員になったことが報告

された。 
3 中国ブロックバウンドテニス連絡協議会理事会の報告では、役員選出と今年度から中国ブロ

ックバウンドテニス選手権大会が開催されることが報告された。 
 

 会議は、岸田会長、林副会長が出席し活発に意見交換がされた。特に、バウンドテニスのＰＲ

については、出席者の熱意が伝わり、岸田会長から自分の出演しているラジオ番組での紹介が提

案された。 
 

◇    ◇    ◇ 
 
岸田会長の提案は、６月はじめの「ひろしまＰステーション」で金山副理事長、三上常任理事

の出席で実現した。県親善大会の日に再放送があったので記憶に残っている方も多いのではない

だろうか。 
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安芸府中バウンドテニス協会 総会 

 

吉村会長 

中須賀副会長 下村副会長 

■日 時 2005 年 4 月 8 日（金）19：30～21：30 
■場 所 府中公民館 
■出 席 25 名 
■議 題 
 1.平成 16 年度事業報告 
 2.平成 16 年度会計報告・監査報告 
 3.役員改選 
 4.平成 17 年度事業計画案 
    安芸府中町内親善大会 6 月 18 日 10 月４日 町立体育館，府中公民館 
    第 8 回府中つばき杯 11 月 6 日  府中中学校 
    シングルス選手権 2 月 19 日  佐伯区ＳＣ 
 5.平成 17 年度予算案の承認 
 6.平成 17 年度県協会事業担当 
 7.呉娑々宇スポーツクラブ  9 月 23 日  10 月 10 日 体験コーナーでＢＴの紹介 

 
■課 題 

体育館クラブとスマイルクラブの交流を増やすために、今年度から町内親善大会を 2 回開催

することを決めた。1 回目を体育館、2 回目をスマイルが運営を担当する。参加人数を増やすた

めに、各クラブの練習日に大会を開催する。1 回目を例年通り土曜日に体育館で行い、2 回目を

火曜日に公民館で行う。 
 
 
 
 6 月 18 日に開催された 
 親善大会の様子 
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大野町バウンドテニス協会 総会 

 
■日 時 2005 年 4 月 16 日（土）18：30～21：30 
■場 所 柿の浦集会所 
■出席者 26 名 
 
■議 題 

１． 平成１６年度活動報告 
２． 平成１６年度会計報告、監査報告 
３． 役員改選 
４． 平成１７年度事業計画 
５． 平成１７年度予算 
６． その他 

 
＊開催事業 
  第１８回松下杯親善バウンドテニス大会   2005/06/19（日） 
  第１７回商工会会長杯バウンドテニス大会  2005/10/23（日） 

   合併記念スポーツコミュニケーション in２００５ 
バウンドテニス大会 2005/11/06（日） 

   第７回野村杯クリスマスバウンドテニス大会 2005/12/03（土） 
   大野町ＢＴ教室（土曜日３回コース）    2005/05/28・06/04・06/18 

 
■広島県ＢＴ協会総会（2005/04/15）の報告があった。 

＊ その他では、新入会員を増加させることについての意見があった。 
案として、各スポーツセンターにＢＴをアピールしてはどうか！ 

＊ 岸田会長の提案で、ラジオ番組を持っているので、ＢＴの宣伝の意味で１０分から 
１５分程度話す機会を設けるよう努力する。「どなたか出演してほしい・・・」 

 
■総会終了後は恒例の懇親会に移り、田村常任理事（宴会部長）の乾杯の音頭で始まった。 

バウンドテニスの歌詞まで用意され、和やかな雰囲気とバウンド談義とカラオケで持ち切り、

時間の立つのを忘れて、楽しさで盛り上がりました。 
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広島市バウンドテニス協会 総会 

 
■日 時 2005 年 4 月 17 日（日） 13：00～13：50 
■場 所 本川小学校 体育館 
■出席者 53 名 
■議 題 
  １．2004 年度事業報告 
  ２．2004 年度決算報告，監査報告 
  ３．役員改選 
  ４．規約改定 
  ５．2005 年度事業計画 
  ６．2005 年度事予算案 
  ７．その他------ 広島市スポーツ協会報告 広島県 BT 協会総会報告 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

左から、今村，吉原，新保，今田，吉本，松本，上垣内（敬称略） 
 
 

 早く練習したいなぁ。 

 
 
 
 

 議事はスムーズに進行し、予定通りに終了。 
 総会会場がそのまま練習会場となり、みなさん 

お待ちかねの練習会が開催されました。 
 
終了！

（詳細は次のページに・・・） 
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☆お楽しみ練習会 14：00～16：20 
 

■40 本ラリー → 12 本ラリー → 24 本ラリー 
  40 本ラリーは終了しそうになかったので、まずは 12 本から。 
 
■コーン倒し 
  チームから 1 人球出しをして残り全員が交代でコーンめがけて返球します。 
  最初はストロークで、次はボレーでコーンを狙いましたが、コーンを倒すより 

球出しの方が難しかったとか?! 
 
■本式？試合 
  AB 対 CD の試合。A と C が同時にサービス。それを B と D がリターンしてその後は．．． 
  １コートにボールが 2 個飛び交うわけです。 
  打順に関係なく誰が打っても OK。 
  ボール 1 球につき１ポイント。 
  最初の２ポイントが決まったら次は B と D が同時にサービス。 
  ３ゲームマッチ。タイブレークなし。 
  選手も大変でしたが、審判はもっと大変！ 
 
■スピードコンテスト ------ スピードガンによりボールスピードの測定。 

  
  

誰がこがいにややこしい

事を考えたんかいねぇ 

C 
 D 

 A 
B 

 男性№１：折出さん(128 km/h)  女性№１：山根さん(101 km/h) 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 

■王者決定巨大サイコロ 
出た目で今までのポイントを割り算。 
今年の王様たちは『今田チーム』！  
サイコロで「２」を出した 
お陰だとか実力だとか？ 
 

 
 
 
 

♪優勝賞品はミニ人工芝コート 

 

 ※1/60 モデル 携帯には便利でも 
使用には少々？難あり！ 
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第 16 回 広島県バウンドテニスダブルス選手権大会 

 
■日 時 2005 年 4 月 29 日（金） 

■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 広島市バウンドテニス協会 

■参加者 男子フリー；8 組，ミドル；6 組 

 女子フリーＡ；12 組，フリーＢ；11 組 

（選手宣誓；蔵田，横田）

一応・・・ 

一応・・・

 ミドル；15 組，シニア；10 組 

■成 績 

１位 大 東  智 樹 ・ 柴 田  健 次 (楠那わかば・広島BTFC) 
２位 坪 井  孝 博 ・ 磨 井  祥 夫 (大野・広島BTFC) フリー 

３位 浜 崎  重 道 ・ 青 木   司 (安芸府中・大野) 
１位 今 村  弘 美 ・ 今 田  治 文 (青崎・牛田) 
２位 原 田  共 栄 ・ 小 林  司 郎 (鈴が峰・比治山) 

男子 

ミドル 

３位 加 茂  義 弘 ・ 田 村   馨 (大野) 

１位 山 根  照 美 ・ 内田 みさ保 (比治山・広島BTFC) 
２位 中野 八千代 ・ 西 岡  由 美 (大野・広島BTFC) フリーＡ 

３位 野村 留美子 ・ 吉 原  文 子 (鈴が峰) 
１位 木 村  千 鶴 ・ 西 原  尚 美 (社保・鈴が峰) 
２位 河浜 多美子 ・ 新保 富美子 (東野・戸坂キャッツ) フリーＢ 

３位 栩 木  美 子 ・ 森 本  可 祝 (戸坂キャッツ) 
１位 松林 まさ子 ・ 土居 美津子 (安芸府中) 
２位 八木 美恵子 ・ 清水 みちえ (大野) ミドル 

３位 清 水  恵 子 ・ 上垣内のぞみ (千田) 
１位 久保田万寿恵 ・ 朝日南 千秋 (安芸府中) 
２位 長 重  良 子 ・ 呑 田  直 美 (比治山・千田) 

女子 

シニア 

３位 小 松  勝 子 ・ 寺本 喜久枝 (大野) 

■感 想 

2005年度県内大会の初戦。シングルス大会同様、男女の全日本を目指す選手がフリーへ集

結し、レベルの高い争いが繰り広げられた。なかでも、浜崎・青木の大ベテランペアの健闘

が光る。攻めと守りのバランスが絶妙であり、フリー、ミドルの選手達はとても参考になっ

たはずだ。 

このような積極的な交流の機会をもとに、自分自身で感じとることでプレーの幅を広げら

れれば、広島県のバウンドテニスのレベルアップに繋がるのだ。 

■初めて参加した選手のコメント 

・ いつもどおりの自分のテニスが出来て良かった。（水口千穂；安芸府中） 

・ 楽しく出来て良かった。（乙吉幸江；安芸府中） 
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全日本バウンドテニス選手権 広島県大会

■日 時  2005年 5月 22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  ダブルス；男子フリー １組、ミドル 1組、シニア 2組 
           女子フリー11組、ミドル 8組、シニア 4組 
     シングルス；男子フリー 3名、ミドル 5名、シニア 5名 
           女子フリー13名、ミドル 18名、シニア 9名 
７/10，11 に東京体育館において行われる全国大会出場権をかけた熱い闘いの火ぶたが大会宣言
とともに切って落とされた。しかし今年の予選会は違っていた。磨井大会委員長の「ヒロシで

す・・・」に始まった大会宣言は、会場内に大爆笑をもたらし、緊張で心も体もパンパンに張っ

た選手たちをほぐし、和やかな大会の雰囲気造りとなった。それが功を奏してか、実力を十分発

揮した熾烈な試合が繰り広げられた。全国大会での健闘が期待される。 
・ 最長試合時間；32分（ダブルス女子ミドル）    ・ タイブレーク；6試合 
・ ジュースとなったゲーム；120ゲーム（最多ポイント；13－11） 
■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 大東智樹 柴田健次 
男子ミドル 
＜シード＞ 

沖 和博・松本雅知 
田中 薫・河本正則 

 
男子ミドル 河本正則 田中 薫 

男子シニア 
＜シード＞ 

多田利夫・立畠 昭 
浜崎重道・青木 司 

 
男子シニア 立畠 昭 青木 司 

女子フリー 
＜シード＞ 

三上貴子・谷口幸子 
中野八千代・西岡由美 

 
女子フリー 三上貴子 長沢富子 

女子ミドル 
＜シード＞ 

蔵田洋子・横田サヨ子 
山根照美・内田みさ保 

 
女子ミドル 蔵田洋子 高山美悠紀 

女子シニア 久保田万寿恵・朝日南千秋  女子シニア 新畑洋子 朝日南千秋 

*** 全国大会出場メンバー *** 
 
 
 
 
 
 
 
 

シード権を持って帰れるように頑張ります! 
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第 23 回 広島県バウンドテニス親善大会 
 
■日 時  2005 年 6 月 5 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 中国新聞社 

■運営担当 大野町バウンドテニス協会 

■参加者  120 名 

 

 

 

 

 

 
      竹林選手の選手宣誓             チームの作戦会議 

みんな楽しく一日を過ごせたかな・・・・・・ハーイ 
 ２３回目を迎えた広島県バウンドテニス親善大会が今年も開催された。竹林静子選手のしっと

りユーモアのきいた選手宣誓には、思わず聞き耳をたててしまった。また、当日、チームのみん

なで決めるチーム名には、チームリーダーをピックアップしたり、ドラマのタイトルや開催地に

ちなんだ名前を付けたりして、ユニークなものが多かった。チーム名を決めるまでにはいろいろ

なドラマが展開されたのではないだろうか。 

さて、今回大会で優勝したチームの中で、前回大会に引き続き連続優勝となった選手は、前田

町子（安芸府中）、木村千鶴（社保）、渡辺利恵子（段原）の３選手だった。 

また、勝敗の大きなポイントになるはずのＢＴラリー戦（４回合計）のベスト３は、かたつむ

り（139 回）、やまぼうし（135 回）、楽楽園（135 回）であり、１回のラリーのベスト３は、楽

楽園（39 回）、ほたる（39 回）、かたつむり（38 回）だった。意外にも、この中で優勝したの

は、かたつむりチームだけとなっている。 

 お楽しみの副賞として、優勝：Ｔシャツ、２位：バケツと金目のもの、３位：携帯椅子、４位：

ポシェット、５位：ソックスが贈られた。「ソックスの方が良かった！」と思っている選手もい

たかもしれない？？？ 
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■ 成 績 

Ａブロック 
順位 チーム名 選手名 

１ ファイト 新保 博・多田利夫・葭川 斉・木村千鶴・岩本良子・松岡千代子 

２ やまぼうし 吉村 尚・松本みゆき・松浦秀樹・和木直子・寺本喜久枝・竹林静子 

３ チームオート 大東智樹・鯛原 潔・数村 悟・森本可祝・清水みちえ・古川小由美 

４ 楽楽園 今田治文・朝日南千秋・大下芙紗子・兼子元子・吉田 優・松若みつ子

５ キラッと輝るめがね 沖 博明・橋本隼人・小坂美紀子・大久保都・日宇伸子・槙原八重子 

Ｂブロック 
順位 チーム名 選手名 

１ パワーズ 田中 薫・山肩 脩・前田町子・山田幸江・西沢俊子・渡辺利恵子 

２ ヒナゴン 田村 馨・下村範子・長重良子・池田真由美・藤岡妙子・岡峰靖彦 

３ じゅんぶらいど 横田サヨ子・白木宏明・水島真智子・藤中実千代・林 襟子・向井笑子 

４ オールイン！！ 田中京子・山谷久夫・正木しのぶ・久保成子・吉田京子・村田 忠 

５ ネゴシエーター 沖 和博・松岡 伝・矢野百合子・川口幸子・河村洋子・森 雅枝 

Ｃブロック 
順位 チーム名 選手名 

１ かたつむり 折本孝子・橋本幸男・藤井幹子・沖中春子・北田英夫・玉村麗子 

２ ブルーダイヤ 田村賢一・久保田万寿恵・空中穣二・瀬尾秀子・北田葉子・内藤忠枝 

３ アジサイ 今村弘美・畑河内スミエ・橋本 喩・宮崎春子・小松勝子・沖本栄子 

４ マーちゃんズ！ 石森政子・坪井孝博・亀川由美子・河良洋子・平賀ケイ子・長岡一枝 

５ ファイト６パツ 力山美代子・茶堂孝明・洞 哲朗・小松明美・酒井富子・岡本法子 

Ｄブロック 
順位 チーム名 選手名 

１ コンドル 新畑洋子・河野 優・芝野津智江・藤川洋子・末田忠子・広畑浅信 

２ ほたる 新保富美子・青木 司・上東玲子・西岡康子・樋口俊則・加藤理保 

３ 愛チャン 河本正則・北川 滉・長谷川恵子・浅葉愛子・服部啓子・宝専清美 

４ 楽々天 蔵田洋子・吉本征司・根岸 朗・古川ミカ・秋田マユミ・兼広亜希 

５ Ｄ６ 折出敏秀・河浜多美子・中須賀美代子・大島武子・山谷恵子・村田順一 
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第 23 回 全日本バウンドテニス選手権大会 

 
■日 時 2005 年 7 月 10 日（日）11 日（月） 
■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 23 名，大会委員 1 名，競技委員 1 名，応援団 1 名 

広島県男子大活躍 !! 
《主な試合結果》 
  男子ダブルス  フリー ３位   大東 智樹・柴田 健次（次回シード） 
          シニア １位   浜崎 重道・青木  司（次回シード） 
          シニア ２位   多田 利夫・立畠  昭（次回シード） 
  女子ダブルス  フリー ベスト 8 中野 八千代・西岡 由美 
                   三上 貴子・谷口 幸子 
          シニア ベスト８ 久保田 万寿恵・朝日南 千秋 
  男子シングルス シニア １位   立畠  昭     （次回シード） 

 
 
毎年徐々にレベルが上がって

いる全日本選手権大会です。 
ボールのスピード，ボレーのテ

クニックは，10 年前と比べると

大きくレベルアップしています。

特に，厚いグリップでのフォアハ

ンドの強打や，ダブルハンドでの

バックの強打など，最近の大会で

は珍しくなくなってきました。 
＜入賞を果たした男子軍団＞ 

広島県選手の実力もアップしていますが，全国大会の場でその実力を十分に発揮できるかどう

か，それが問題です。 
全国の強豪県を数え上げていけば，広島県はおそらく５本指に入るでしょう。今年の大会でも，

ダブルス３組，シングルス１名が入賞を果たしました。残念ながら，女子とミドルでは入賞まで

至りませんでしたが，決して全国レベルより劣っているわけではありません。しっかりと練習計

画を立てて，さらに実力アップすることが期待されます。 
 

＜広島名物 開運うちわ＞ 

＜ベスト 8 でちょっと残念の女子軍団＞ 
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第 18 回 全国スポーツ･レクリエーション祭 スポレクいわて 2005 

 
■日 時 2005 年 10 月 2 日(日)・3 日(月) 
■場 所 岩手県一関市 一関市総合体育館（ユードーム） 
■主 催 文部科学省，岩手県，(財)日本体育協会，(財)日本レクリエーション協会， 
     (社)全国体育指導委員連合，日本バウンドテニス協会，一関市 
■参加者 全国 47 都道府県より各 1 チーム（主催県は 2 チーム） 合計 48 チーム 314 名 
     広島県チーム「広島おりづる」 
      監督：金山 律江 

選手：今田 治文，今村 弘美，河本 正則，上東 玲子，横田 サヨ子，吉原 文子 
■成 績 ・ダブルス団体戦  1 位グループ 第 5 位 

・BT ラリー戦  計 104 回 第 4 位 
 
 “いきいき わくわく てんこもり”をスローガ

ンにして，全国各地から 1 万 3 千人が岩手県に集

まり盛大に開催されました。 
開会式はあいにくの雨！！しかし，降りしきる

雨の中に和太鼓の音が鳴り響き，総勢 3,300 人が

趣向を凝らしたアトラクションで私達を迎えて

くれました。障害に負けず，希望を持ち続けひた

すら走り続けてきた一人のマラソンランナーと

支える家族の方が競技場内を走る姿は今でも忘

れられません。 
全国から参加した選手みんなが「こんなはずで

はなかった」と思った BT ラリー戦！ ダブルス

団体戦では手に汗を握るすごい試合もあれば，ほ

のぼのあったか交流試合もあり，参加した選手の

いろんなパフォーマンスに楽しさ倍増！！ 
バウンドを通してスポーツの楽しさ再発見です。 
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■感想など 
 
• 開会式は雨で大変でしたが，とても楽しい 3

日間でした。岩手県一関市の皆さんありがと

うございました。 
• はじめまして，スポレク！ 岩手は遠いです

ね。しかも往復新幹線・・・ 
知ってましたか？東北新幹線の駅弁事情。 
事前に友達から買いそびれないようにと言

われていたのに・・・皆さんもお気をつけく

ださい。 
雨の中の開会式も「雨にも負けず，風にも負けず・・・」の岩手県らしかったのかな。 
90 歳の母と息子夫婦の雨の中のマラソンにはとても感動しました。 
競技会場は新しくて大きい。何度もリハーサルしたんだろうなと思う選手誘導や試合運営は

見事なものでした。閉会式では全員で踊りに参加し，とても楽しい 3 日間でした。 
• 県代表として，「広島おりづる」チームの一員として参加。混成チームではありましたが， 

ダブルスでは 1 位グループ 5 位，BT ラリー戦では 4 位と大きな成果を修めました。 
また，BT 仲間との親交も深めることができ，大変楽しいスポレク祭でした。 

• 開会式は雨に降られ，参列することが大変でしたが，

カッパ，座布団(ウレタン)が準備してあり助かりまし

た。 
バウンドテニスの会場は広く，2 コートずつの間に

通路があるのは大変良かったです。 
試合前に待機場所（2F スタンド）まで迎えに来られ

るなどスムーズに運営されていました。 
審判もよく訓練されていたように思いました。 
出迎える皆様の笑顔が良く，気持ち良く 3 日間を過

ごせました。 
良い思い出をありがとうございました。 

• 普通なら選手も審判もしなければならないが，スポレクでは審判員がいるため試合をするだ

けの楽しい楽しい気楽な試合ができた。 
広島県開催のスポレクを経験しているので，運営の部分でも気になった。 

 
楽しいばかりの「スポレクいわて 2005」の 3 日間！！ 
 今大会は，岩手県の 18 市町村に分かれ，18 種目の競技が行なわれたのですが，岩手県の北

から南まで，それぞれの競技の選手団の激励に奔走された広島県教育委員会の方々，岩手県実

行委員会の皆様，そして今回のスポレクに参加する機会を与えてくださった皆様に感謝いたし

ます。ありがとうございました。 
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第 16 回 もみじカップバウンドテニス大会 

 
■日 時  2005 年 10 月 29 日（土），30 日（日） 

■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 

■参 加  女子ダブルス 74 組，混合ダブルス 88 組 

今年で 16 回目となる今大会は、北は北海道、南は鹿児島からの参加があり、全国一と言っても

過言ではない盛大な大会となった。 

女子ダブルスＡコースでは、今年度全日本選手権大会で、シングルス２、３位となった越智こ

ずえ・岡田恵美子（愛媛）ペアが、強豪の鹿貫君代・松田葉子（埼玉・大阪）ペアを破り初優勝。 

２人のコンビネーションも素晴らしく、来年の全日本での活躍が期待される。 

混合ダブルスＡコースでは、シード勢が順当に勝ち進んでいった。決勝は、全日本男子シング

ルス優勝の山本光洋・松田葉子（大阪）ペアと過去２度全日本を制した小林大輔・山根照美（神

奈川・比治山）ペアの対戦となった。コンビに勝る山本・松田ペアの勝利となったが、フラット

系のスピード感のある戦いには観戦者も満足できたのではなかろうか。 

さて、地元広島県勢の入賞者の少なかった今大会で、気をはいたのは、女子Ｃコース優勝の大

島武子・新畑洋子（大野）ペアとＤコース優勝の清水恵子・上垣内のぞみ（千田）ペア。大島・

新畑ペアはミスのない安定したストロークが信条。順当な優勝と言えるだろう。それに対して、

清水・上垣内ペアは攻撃のイメージが強い。しかし、今大会では難しいボールは無理をせず、攻

める時には本来の攻撃的なショットを繰り出すなど攻守のバランスが良かったのが勝因だろう。 

次回の大会は、地元勢の更なる活躍を期待するとともに、競技運営、審判等の面も今まで以上

に充実し、より参加者に納得、満足していただけるような大会運営に向けて努力していきたい。 
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■成 績 

 
【女子ダブルス】 

優 勝 越智こずえ・岡田恵美子（愛媛） 

準優勝 鹿貫君代・松田葉子（埼玉・大阪） Ａコース 

第３位 蔵田洋子・横田サヨ子（東野・比治山） 

優 勝 徳田由喜子・浜田世里子（石川・奈良） 

準優勝 木村千鶴・松本みゆき（社保・千田） Ｂコース 

第３位 松林まさ子・力山美代子（安芸府中） 

優 勝 大島武子・新畑洋子（大野） 

準優勝 澤崎順子・呑田直美（鈴が峰・千田） Ｃコース 

第３位 久保田万寿恵・樽谷倫子（安芸府中） 

優 勝 清水恵子・上垣内のぞみ（千田） 

準優勝 八木美恵子・清水みちえ（大野） Ｄコース 

第３位 永野千鶴子・飛永由記代（福岡） 

 
【混合ダブルス】 

優 勝 山本光洋・松田葉子（大阪） 

準優勝 小林大輔・山根照美（神奈川・比治山） Ａコース 

第３位 平野 学・西岡由美（石川・広島 BTFC） 

優 勝 松本 稔・松本佳代子（大阪） 

準優勝 古庄隆一・富永康子（熊本） Ｂコース 

第３位 名越浩介・有村真紀子（鹿児島） 

優 勝 安藤太宝・浜田世里子（京都・奈良） 

準優勝 多田利夫・八木美恵子（大野） Ｃコース 

第３位 今村重喜・今村悦子（福岡） 

優 勝 由比孝男・由比美保（高知） 

準優勝 横山義明・横山満里子（福岡） Ｄコース 

第３位 加藤大智・浜本奈美（石川） 

 

ベスト・ドレッサー賞 北野ルミ子・藤中実千代（リリーズ） 

ベスト・カップル賞 鹿子木一人・鹿子木 律（鹿児島） 

信枝賞 該当者なし 
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第 1 回 中国ブロックバウンドテニス選手権大会 

 
■日 時  2005 年 12 月 10 日（土）11 日（日） 

■場 所  広島市佐伯区スポーツセンター 

■主 催  日本バウンドテニス協会 

■主 管  広島県バウンドテニス協会 

■参加者  ダブルス  男子 フリー 2 組 ミドル 4 組 シニア 10 組 

            女子 フリー 9 組 ミドル 11 組 シニア 7 組 

      シングルス 男子 フリー 6 名 ミドル 10 名 シニア 16 名 

            女子 フリー11 名 ミドル 15 名 シニア 10 名 

 中国ブロックにおいては、これまで日本バウンドテニス協会の主催としては親善交流会大会が

唯一開催されてきたが、今年度から全日本バウンドテニス選手権大会の出場権を懸けた選手権大

会が開催されることとなった。第１回大会は広島県バウンドテニス協会が主管した。 

 全日本バウンドテニス選手権への出場のチャンスが拡大されたことになり、選手にとっては、

自分のコンディションに合わせるチャンスと、更には、全日本大会へのコンディション作りのチ

ャンスが拡大されたことになる。 

 バウンドテニスは、「いつでも、どこでも、誰でも楽しめるスポーツ」としている。 

今後の「中国ブロックバウンドテニス選手権大会」をどのように運営していくのか、誰しも気に

なる。今回は広島県選手の参加数と優勝数が他県を圧倒していた。今後、更に多くの選手が参加

し、中国ブロックのチャンピオンを決めるにふさわしい大会になるとともに、より多くの選手が

参加することによって、バウンドテニス愛好家か増えることが期待される。 

＜各種目優勝者＞ 

ダブルス 
男子 フリー 池原 靖行・中田 路之（岡山） 

 ミドル 田中 薫・河本 正則（広島） 

 シニア 青木 司・浜崎 重道（広島） 

女子 フリー 中野 八千代・西岡 由美（広島） 

 ミドル 三上 貴子・谷口 幸子（広島） 

 シニア 朝日南 千秋・小谷 満子（広島） 

 

シングルス 

男子 フリー 柴田 健次（広島） 

ミドル 田中 薫（広島） 

シニア 河本 正則（広島） 

女子 フリー 三上 貴子（広島） 

ミドル 横田 サヨ子（広島） 

シニア 朝日南 千秋（広島） 
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第３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 2006 年 1 月 28 日（土）11：30～17：00 

29 日（日） 8：30～15：00 

■場 所 大野体育館 

■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 

■後 援 廿日市市 廿日市市教育委員会 大野町体育協会 日本バウンドテニス協会 

■参加者 190 名（新潟・石川・福井・茨城・埼玉・神奈川・大阪・和歌山・奈良・岡山・ 

         鳥取・山口・愛媛・高知・香川・大分・佐賀・熊本・鹿児島・広島） 

   

■成 績 
 ①優勝 利家の才能（石川、埼玉）上田彰江、平野学、江村透、野崎佐和子、鹿貫君代 

 準優勝 たこやき（大阪）河野宏、松本稔、松本佳代子、北晴美、大西ちず子 

  ３位 ビッグバード（大阪）東信康、長島宣二、前部淑子、川辺早苗、前岡かよ子 

  ②１位 松前ひまわり（愛媛）今井勝、高橋忠和、野崎智代、堀北妙子、越智和江 

  ③１位 広島ファンタジスタ（広島）磨井祥夫、柴田健次、藤井幹子、松本みゆき、蔵田洋子 

  ④１位 戸坂キャッツ（広島）新保富美子、茶堂孝明、榊原康時、栩木美子、森本可祝 

  ⑤１位 大奥（広島）山谷久夫、川口幸子、河良洋子、鈴木早百合、山谷恵子 

 信枝賞 寝屋川やっさ（大阪、広島）橋本幸男、高木ミサオ、本橋直美、小松明美、木山淑子 

     

  

■感 想 
☆ 銘打って“ニューイヤー、バウンドテニス” 

新年早々、大野町が廿日市市となって初めての大会。県内外から多数の達人プレーヤーたち

が広島の地に集結。寒さなんぞを吹き飛ばして熱きバトルを存分に交わしました。団体戦とラ

リー戦の総合ポイントを目指して、連覇を狙う“合志”、リベンジに闘志を燃やすチーム、連続

出場を目指すチーム、連覇を阻止せんとして結成した新チーム、広島に行きたーいと初参加の

チーム、いろいろな思惑のグラデーションが垣間見えた２日間でありました。また来年、再見！ 

 18 



第 16 回 広島県バウンドテニスシングルス選手権大会 
 
■日 時  2006 年 2 月 19 日 (日)  9：00～16：00 
■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 
■運営担当 安芸府中バウンドテニス協会 
■参加者  75 名 

男子 フリー11 名 ミドル 9 名 シニア 6 名 
        女子 フリー16 名 ミドル 14 名 シニア 19 名 
■成 績 

 種目 1位 2位 3位 

 フリー 青木 司 (大野) 柴田 健次 (広島ＢＴＦＣ) 坪井 孝博 (大野) 

男子 ミドル 原田 共栄 (鈴が峰) 沖 和博 (安芸府中) 竹下 康裕 (戸坂キャッツ)

 シニア 橋本 幸男 (三原) 今田 治文 (牛田) 根岸 朗 (大野) 

 フリー 横田 サヨ子 (比治山) 長沢 富子 (大野) 松本 みゆき (千田) 

女子 ミドル 中野 八千代 (大野) 清水 恵子 (千田) 吉田 京子 （リリーズ） 

 シニアＡ 朝日南 千秋 (安芸府中) 澤崎 順子 (鈴が峰) 大島 武子 (大野) 

 シニアＢ 相本 理恵 (比治山) 寺本 喜久枝 (大野) 河村 洋子 (大野) 

  

                 
     
 
 
 
 
 
 
 
■感 想 

最も寒い季節に行う試合である。 
静かな中に熱い闘志・・・選手の熱き思いが会場に充満する。 
連覇あり、リベンジあり、初優勝あり ―――― 見ごたえのある内容は広島県のレベルの高

さを物語っている。 
個々の目標に向かって、この日のために練習してきた技術の発揮・・・ 
緊張とプレッシャーの中で、自分との闘い・・・ 
表彰式での笑顔が印象的だった。ダブルスとは違った充実の笑顔。 
来年のシングルス大会に向けて、タイトルを目指し、日々の練習に臨む決意ができた。 
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第 13 回 中国ブロックバウンドテニス親善交流大会 
 
■日 時  2006 年 3 月 5 日（日） 
■場 所  鳥取県立鳥取産業体育館 
■主 催  日本バウンドテニス協会 
■主 管  鳥取県バウンドテニス協会 
■参加者  22 チーム（132 名） 

鳥取県３チーム，島根県４チーム， 
岡山県５チーム，広島県 8 チーム，山口県２チーム 

■成 績 
広島県チーム BT ラリー戦 団体戦ダブルス 
つばきチーム 20 位  88 回 大山ブロック１位グループ３位 

おりづる 14 位  99 回 大山ブロック１位グループ２位 
広島じゃけん  8 位 113 回 大山ブロック２位グループ優勝 

TNKF  3 位 121 回 大山ブロック１位グループ優勝 
べにまんさく 17 位  93 回 砂丘ブロック 3 位グループ優勝 
ファンタジア  4 位 120 回 砂丘ブロック１位グループ優勝 

ベルヒル 13 位 104 回 砂丘ブロック２位グループ２位 
千田っ子  優勝 128 回 砂丘ブロック１位グループ３位 

■概 要 

競技は，BT ラリー戦（１分×３回）と団体戦（男，女，混の３ダブルス）で争われた。今年

の 10 月に鳥取県で開催されるスポレク鳥取のリハーサル大会を兼ねて行われたので，鳥取県協

会が主体的に競技を進行し，審判を担当した。審判に関しては個々に細かなミスがあったよう

だが，全体としては満足できたと思う。競技本部と進行については準備不足があり，しっかり

練習して経験を積み，スポレク本番でのスムーズな進行を期待したい。 
広島県チームは，バスを

仕立てて前日のうちに鳥取

入り。毎年この時期は雪が

心配されるが，今年は天候

に恵まれ，鳥取砂丘の沈み

ゆく夕日の美しさを堪能し，

かにを腹いっぱい食べて大

会に備えることができた。

そのかいあってか，大会成

績は，BT ラリー戦で優勝，団体戦も大山と砂丘の２つのブロックで１位グループ優勝となった。 
次回大会

鳥取砂丘に沈む夕日 

は山口県岩国市で開催される。 
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第９回 日本バウンドテニスゴールド熊本大会 

■日 時 2006 年 3 月 11 日（土）12 日（日）  
■場 所 熊本市総合体育館 
■主 催 日本バウンドテニス協会 
■参加者 204 名（広島県選手 11 名） 

広島県選手上位独占！ 

■試合結果 
背景は、阿蘇山で一面雪景色 ○団体戦 ダブルス（１部） 

優 勝（１位Ｇ）Ｂ：広島ベテラン：浜崎 重道・青木 司・朝日南 千秋・新畑 洋子 
優 勝（２位Ｇ）Ｃ：広島パル：今村 弘美・今田 治文・久保田 万寿恵・小谷 満子 
優 勝（１位Ｇ）Ｃ：混成広埼二輪草：小林 トミ子・澤崎 順子 
準優勝（１位Ｇ）Ｂ：混成しあわせの四葉：大島 武子 

○親善競技 
＊ゴールドラリー １位（Ｂ１位Ｇ）広島パル・１位（Ｂ３位Ｇ）広島ベテラン 
         ２位（Ｂ１位Ｇ）混成チーム 小林 トミ子・澤崎 順子 
         １位（Ａ２位Ｇ）混成チーム 大島 武子 
＊バラエティー混合ダブルス 
         ４位 浜崎 重道，２位 今村 弘美，１位 今田 治文，２位 青木 司 
         ５位 朝日南千秋，４位 久保田万寿恵，５位 新畑 洋子，３位 小谷満子 

２位 小林トミ子，５位 澤崎 順子，１位 大島 武子 
■感 想 

ゴールド大会は年々参加選手が増加し、今回の第 9 大会は 204 名の選手が集まり、最大規模の大会

となった。大会前のゴールドクラブの総会では、役員の改選があり、会長に西片 功氏が就任され、前

会長の渡辺秀雄氏は顧問に就任された。 

開会式では，日本バウンドテニス協会理事の花井貴久子氏が挨拶された。競技は、２会場で 18 コー

トに別れて団体戦が行われた。シニアの大会ではあるが、優勝戦ともなるとボールスピードは増し、

球質も多種になり、ハイレベルの激戦となった。 

懇親会は、百貨店内のゆったりとした宴会場で行われた。ＢＴ談義に夢中になり、あっという間に

時間が経ってしまった。アトラクションの抽選会では、沢山の賞品が用意されていて、ほとんどの人

に賞品が行き渡った。ラケットを当選した方の笑顔で、会はとても盛り上がった。 

第２日目の親善競技は、ゴールドラリーとバラエティー混合ダブルスが行われた。辛抱のボールが

足りない人が多く、悔しい思いが反省材料となり、今後の練習の糧になったのではないだろうか。 

第３日目の観光は、阿蘇外輪山の雄大な自然と水前寺公園の長寿の水に人気があった。その他にも

熊本城見物と忙しい観光であったが、皆さんは美しい名勝見物を満喫していた。熊本県協会役員の皆

さんの親切丁寧なお世話に感激しました。そして、競技運営、全コートの審判、観光のお世話も立派

でした。大変ご苦労さまです。ありがとうございました。 

 21 



第 4回 広島市バウンドテニス大会 おりづる杯 
 
■日 時 2005年 7月 31日（日） 
■場 所 広島市佐伯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 130名 
 

■成 績 

 1位 2位 

Ａ 
ドラえもん 
横田 根岸 北田 川口 善岡 

ガンダム 
山谷 新畑 上垣内 空

Ｂ 
巨人の星 
高見 小松 田中 原田 堺谷 

あしたのジョー 
三浦 渡辺 磨井 池田

Ｃ 
エイトマン 
折出 下村 渡部 古川 山本 

パーマン 
呑田 竹林 原田 河野

Ｄ 
ドラゴンボール 
大東 石岡 西原 林 久保 

セーラームーン 
森本 加茂 樋口 森 岡

Ｅ 
ムーミン 
空中 折本 河井 和木 伊藤 

おそ松くん 
内田 鯛原 吉村 葭川

■大会の様子 
今年のチーム名のテーマは「懐かしのアニメシリーズ

チーム編成をした○○委員によると、「チーム名と 
チームリーダーを決めるにあたっては、何の意図も 
策略も無かった！」との事であったが。。。。？？？ 
恒例のお楽しみイベントとして、無料指導券・無料招待

ゲームが行われ、大いに盛り上がった。また、初めての参加

大会に新しい風が吹き込まれたような思いのする爽やかな
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3位 

中 片山 
鉄人 28号 
今村 河村 大中 末田 白木 

 門田 
アタック NO.1 
松本 寺本 古川 竹下 木村 

 秋田 
ウルトラマン 
吉原 真末 平葦 小松 藤川 

村 
リボンの騎士 
中西 永友 岡本 茶堂 林 

 古川 
おばけの Q太郎 
吉田 沖 橋本 松本 岩田 

」。 

券などの豪

者が 13名（

 

大会となっ
 
華賞品争奪「ハイ＆ロー」

内 1名は高校生）もあり、 
た。 

  



 
第 17 回 大野町商工会会長杯バウンドテニス大会 

 
■日 時  2005 年 10 月 23 日（日）9:00～15:30 

■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  72 名 

17 回を迎えた当大会は、12 チーム、72 名が参加して開催された。 

いつも練習している仲間でチームを組んで参加ができるし、個人でも参加可能という特徴があ

り、気安く参加できるイメージの大会である。また、副賞が多いことでも楽しみな大会である。 

 まず、ＢＴラリー戦が行われた。初めてＢＴラリー戦をするという選手もいたが、選手同士が

教え合い、確認し合いながら、スムーズに試合が進行した。 

団体戦は、男子・女子・混合の各ダブルスで行われたが、６人全員が女性のチームもあり、華

麗な試合が繰り広げられた。１位グループ優勝は、男子１人女子５人で参加した千田ＢＴクラブ

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今回の大会は、１１月３日に大野町が廿日市市と合併する 

直前ということもあって、特に、大野町の選手には感慨深い 

大会となった。主催者のあいさつでも「大野町」への思いが 

語られるとともに、合併後のバウンドテニスの更なる発展へ 

向けて、力強い誓いが語られた。 
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第９回 府中つばき杯バウンドテニス大会 

■日 時  2005 年 11 月 6 日（日）9：30～16：30 

■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 

■後 援  府中町教育委員会 

■参加者  60 名 

■大会内容 

別名“フラワーカップ”と言ってもおかしくない。綺麗な花の名前が各チームに付けられ

ている。団体戦は、ダブルス、サバイバルラリー戦でのポイント奪取方式である。選手の顔

つきを見ると、他の大会に劣らぬ気合いの入った試合が繰り広げられていた。 

■成 績 

 

 

順位 チーム 選 手 

１位 ばら 沖・橋本・森・吉原・大島・水口 

２位 ゆり 亀川・横田・門田・大谷・吉村・長谷川 

３位 つばき 朝日南・今村・大島・小松・瀬尾・蔵本 

４位 すずらん 長谷川・松岡・兼広・末田・橋本・中須賀

５位 ひまわり 樽谷・今田・尾崎・片山・大尾・水島 

順位 チーム 選 手 

１位 パンジー 下村・大東・白木・北田・村上・正木 

２位 あやめ 藤井・北田・大谷・和木・前田・家重 

３位 すいせん 久保田・金山・近藤・田中・濱本・高木 

４位 コスモス 力山・松浦・村田・渡辺・竹村・大谷 

５位 さくら 沖・小谷・平賀・兼子・田神・乙吉 
 

 

■感 想 

 
今回は数組のご夫婦の参加がありました。ご夫婦は同じチーム

にはならず、熱いまなざしで熱い闘いをしていただきました。 

どちらに軍配が上がったにしても、参加されたご夫婦は、幾久

しく仲むつまじくバウンドテニスを続けて下ることを心よりお祈

りいたします。この大会は力量だけではなく、寛容な心と思いや

りが要求される親善大会でもあったと思います。 
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リフレッシュ講習会 

■日 時 2005 年 9 月 23 日（金・祝） 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 76 名                     **講習の始まりは笑顔の受付から** 

（安芸府中１，大野２８，広島市２６，岩国１３，山口１，スタッフ４，講師３） 
■内 容 
 講習１   試合に役立つ 

「ボレー＆ストローク」の 
実践指導 

（講師 河本正則） 
 
 

講習２   いろいろな 
コース狙いの実践 
（講師 田村賢一） 

 
 
 

講習３  すばやい動きにも 
対応できる 

ラケットの面づくり 
（講師 下村範子） 

 

☆初参加の方々 
 
 
 
 
 
 

（広島）折本、山崎、沖田、尾崎、大島、石田さん     （岩国）山本、善岡、見越さん 

☆感想 
 ＜講師＞ 講習メニューをクラブに持ち帰り今後の練習に役立ててほしい。 

＜参加者＞・ひとつのメニューに時間をたっぷりとってあったのでしっかり練習できた。 
     ・マットにロープを張った練習の「目で見る効果」は分かり易くて良かった。 
     ・気楽に練習できて楽しかった。また参加したい。 
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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，冨沢 佐一 
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，吉村 尚 
理事：下村 範子，藤井 幹子，河本 正則， 

今村 弘美，今田 治文，木村 千鶴， 
富川 和璋，石森 政子，内田 みさ保， 
半田 博子，加藤 陵子，新保 富美子，

新保 博，橋本 幸男，田中 早苗 
監事：中西 智子，兼子 元子 
事務局：伊倉 京子 
 
総務委員会：(長)横田 サヨ子，吉原 文子， 

金山 律江，蔵田 洋子，内田 みさ保， 
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，沖 和博 

 
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，野村 留美子，柴田 健次 
 
IT 委員会：(長)磨井 祥夫，蔵田 洋子 

金山 律江，亀川 由美子，鮎川 鈴子， 
内田みさ保，吉原 文子，沖 和博， 
野村 留美子 

支部協会役員 
 

■安芸府中 
会長：吉村 尚 
副会長：下村 範子，中須賀 美代子  
理事：浜崎 重道，沖 博明，沖 和博， 

朝日南 千秋，力山 美代子， 
長谷川 育恵，藤井 幹子  

事務局：亀川 由美子 
会計：濱本 英子 
監事：乙吉 幸江，高木 久美  

■大野町 
顧問：水野 弎徳 
会長：青木 司（事務局長兼任） 
副会長：三上 貴子 
常任理事：田中 薫，加茂 義弘，田村 馨 
理事長：河本 正則 
理事：松本 雅知，田中 京子，長沢 富子， 

広畑 浅信，田村 賢一，長岡 友子， 
河村 洋子 

事務局：八木 美恵子，鮎川 鈴子，今岡 幹夫， 
古川 光恵，高山 美悠紀，新畑 洋子 

監査：田中 讓治，田村 美和子 
■広島市 

会長：磨井 祥夫 
副会長：金山 律江，立畠 昭，西岡 由美， 

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

松本みゆき，内田 みさ保 
理事：小谷 満子，的場 俊子，松浦 秀樹， 

折出 敏秀，木村 千鶴，平葦 和久， 
林 襟子，石森 政子，山根 照美， 
半田 博子，加藤 陵子，新保 富美子，

上東 玲子，山肩 脩，吉田 京子， 
大東 智樹，柴田 健次 

監事：古川 ミカ，森本 可祝 
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編 集 後 記 

「年報 2005」がようやく出来上がりました。まずは、ほっとしています。作成に携わった広報

委員の皆さんお疲れさまでした。年報作成は今年で 4 回目となりましたが、何度やっても慣れな

い作業のため、時間・体力ともにギリギリの戦いでした。他の活動にも大きな支障が出たことも

あるでしょうが、この活動から得たものも多かったのではないかと思います。 
今季開催されたトリノ五輪では、女子フィギュアの荒川静香選手が、我が国唯一の金メダルを

獲得し、国民に勇気と感動を与えてくれました。同様に 2005 年度の広島県バウンドテニス界で

もたくさんのドラマがありました。その全てを取材し、お伝えできないのが残念ですが、この年

報を眺めながら、その記憶を呼び起していただければ幸いです。 
また、取材に快くご協力いただいた広島県バウンドテニス協会の皆さま、ありがとうございま

す。今後、よりよい年報を作り上げるためにも、冊子を読んで下さった方々の感想・批評をお待

ちしています。どのようなものでも結構ですので、是非お聞かせ下さい。 
ご愛読ありがとうございます。 

（編集委員長 柴田 健次） 

 
たんなねんほうとはとうほんねなんた ―― 旦那，年報とは“問う本音”なんだ！（回文士）◆

WHAT A WONDERFUL WORLD（ソレイユ）◆バウンドテニスでの活動の場が提供されすぎて

忙しさのみ感じる一年でした（ワード・エクセル）◆ I made it！ Nothing could make me 
happier.（電子辞書、必携ですね）◆トリノに取材に行きたかった！（イナ・バウアー）◆春と

共に今年もやってきました～、花粉症と年報！？年報だけなら楽しいのになぁ～♪（ハッピー）

◆我がバウンドテニスクラブに書道部を作ろうと数年前から提案していますが、なかなか実現し

ません（茶道部員）◆フォー！ 4 冊目の年報の完成です。３冊坊主（３日坊主）の危機をなんと

かクリア！ これで年報の発行は、永遠に続くことでしょう。間違いない！！（にゃん） 

 

 

 
 
 

編集委員：柴田健次（委員長），富川和璋，磨井祥夫，北野ルミ子，新保 博，新保富美子， 

野村留美子，青木 司，蔵田洋子，下村範子，亀川由美子  

表紙：野村留美子                     写真：広報委員会 
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第２３回広島県バウンドテニス親善大会 ２００５．６．５ 広島市佐伯区スポーツ

センター ◆大会役員 ◇大会顧問 笹原 正三 ◇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 森戸 曠敬 ◇大会参与 冨沢 佐一 

坂本 憲治 ◆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 河本 正則 ◇総務委員長 鮎川 鈴子 ◇総務

副委員長 古川 光恵 ◇総務委員 倉本 一紀 新畑 洋子 八木 美恵子 今岡 幹
夫 河村 洋子 広畑 浅信 ◇競技委員長 長沢 富子 ◇競技副委員長 高山 美
悠紀 ◇競技委員 井上 昌枝 向井 美和子 長岡 友子 ◇審判委員長 田中 京
子 ◇審判副委員長 田村 賢一 ◇審判委員 田中 薫 田村 馨 松本 雅知 坪

井 孝博 ◆選手 ◇楽楽園 今田 治文 朝日南 千秋 大下 芙紗子 兼子 元子 

吉田 優 松若 みつ子 ◇ファイト 新保 博 多田 利夫 葭川 斉 木村 千鶴 

岩本 良子 松岡 千代子 ◇やまぼうし 吉村 尚 松本 みゆき 松浦 秀樹 和木 
直子 寺本 喜久枝 竹林 静子 ◇チームオート 大東 智樹 鯛原 潔 数村 悟 

森本 可祝 清水 みちえ 古川 小由美 ◇キラッと輝るメガネ 沖 博明 橋本 隼
人 小坂 美紀子 大久保 都 日宇 伸子 槙原 八重子 ◇ネゴシエーター 沖 和
博 松岡 伝 矢野 百合子 川口 幸子 河村 洋子 森 雅枝 ◇パワーズ 田中 
薫 山肩 脩 前田 町子 山田 幸江 西沢 俊子 渡辺 利恵子 ◇じゅんぶらいど 

横田 サヨ子 白木 宏明 水島 真智子 藤中 実千代 林 襟子 向井 笑子 ◇オ

ールイン！！ 田中 京子 山谷 久夫 正木 しのぶ 久保 成子 吉田 京子 村田 
忠 ◇ヒナゴン 田村 馨 下村 範子 長重 良子 池田 真由美 藤岡 妙子 岡峰 
靖彦 ◇ブルーダイヤ 田村 賢一 久保田 万寿恵 空中 穣二 瀬尾 秀子 北田 
葉子 内藤 忠枝 ◇ファイト６パツ 力山 美代子 茶堂 孝明 洞 哲郎 小松 明
美 酒井 富子 岡本 法子 ◇マーちゃんズ！ 石森 政子 坪井 孝博 亀川 由美

子 河良 洋子 平賀 ケイ子 長岡 一枝 ◇かたつむり 折本 孝子 橋本 幸男 

藤井 幹子 沖中 春子 北田 英夫 玉村 麗子 ◇アジサイ 今村 弘美 畑河内 
スミエ 橋本 喩 宮崎 春子 小松 勝子 沖本 栄子 ◇Ｄ６ 折出 敏秀 河浜 
多美子 中須賀 美代子 大島 武子 山谷 恵子 村田 順一 ◇楽々天 蔵田 洋子 

吉本 征司 根岸 朗 古川 ミカ 秋田 マユミ 兼広 亜希 ◇コンドル 新畑 洋
子 河野 優 芝野 津智江 藤川 洋子 末田 忠子 広畑 浅信 ◇愛チャン 河本 
正則 北川 滉 長谷川 恵子 浅葉 愛子 服部 啓子 宝専 清美 ◇ほたる 新保 
富美子 青木 司 上東 玲子 西岡 康子 樋口 俊則 加藤 理保 
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