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は じ め に 

 

毎年，東京で全日本バウンドテニス選手権大会が開催されます。2007 年の大会で 25 回目とな

りました。大会に出場する選手のレベルは徐々に上がっており，躍動感あふれるフットワーク，

ノータッチエースを取る強打，巧みなショット・戦術など素晴しいプレーに自然に拍手が湧き起

こり，「見るスポーツ」としてもバウンドテニスを楽しむことができます。 

競技志向のトップ選手の実力アップは順調に進んでいますが，一方では，愛好者の固定化・高

齢化が進んでおり，新たな愛好者が増えていないのではないかとの指摘もあります。バウンドテ

ニスがニュースポーツと認識されていた頃は，行政の積極的な協力もあり，講習会を開催して新

たなクラブを作ることで，会員数が順調に増えていました。しかし，最近は体験会・講習会を開

催すること自体が難しくなっています。 

日本バウンドテニス協会でもこうした全国的な愛好者数の停滞を危惧して，2007年度に普及促

進を前面に打ち出しました。まず，協会組織に普及本部を設置し，９つの地域ブロックから２名

ずつの普及委員を選出しました。この普及本部を核として全国的な普及を進めていこうという計

画です。さらに，ブロックあるいは都道府県協会に対して普及の目安となる数値目標（指導員，

審判員，市区町村協会，活動拠点の増加）を提示しました。普及活動の成果を具体的な数値とし

て評価しようとする狙いです。 

このような状況の中で，広島県協会もこれまで以上に普及に力を注ぐことにしました。直接的

な普及活動としては，公民館やスポーツセンターの空き時間調査，未普及地区である呉市・東広

島市・大竹市での講習会の開催依頼，各クラブ・支部協会による体験会などを行いました。間接

効果が期待できる活動としては，上級資格認定試験の実施，グループリーダー講習会の開催，初

級者のための講習会，ホームページの活用，総務委員会だより「愛」の配付，三原市での合同練

習会などがあげられます。普及活動は地道に継続的に行うもので，直ぐに結果につながることは

まれですが，幸いなことに広島県のこの２年間の年度当初の会員数は増加傾向にあります。 

しかしながら，解決すべき課題もたくさんあります。その中でも，協会組織を運営している委

員・役員の多忙が挙げられます。表舞台に現れる普及活動は氷山の一角であり，その下には協会

活動を支える裏方の活動がたくさんあります。“誰かがやってくれる”ではなく，バウンドテニス

から楽しみを授かっている愛好者自らが“できる範囲で積極的に協会活動に関わる”ことで自分

たちの協会を作り上げたいものです。 

そして，この年報も微力ながら，県協会の活性化に役立つことを願っています。 

 

2008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 場 所 

2007年 

  4/06 安芸府中支部協会総会 ○府  府中公民館 

  4/13 広島県 BT協会総会 中区 SC 

  4/14 廿日市市支部協会総会 ○廿  大野体育館 

  4/16 広島市支部協会総会 ○広  本川小学校体育館 

  4/29 第 18回広島県 BTダブルス選手権大会 中区 SC 

  5/13 全日本 BT選手権広島県大会 中区 SC 

  5/22～ バウンドテニス初心者教室（5回） ○廿  廿日市市 SC 

  6/10 第 25回広島県 BT親善大会 西区 SC 

  6/17 グループリーダー研修会 ○広  鈴が峰公民館 

  6/23,24 第 10回日本 BTゴールド北海道大会 ○J  旭川市総合体育館 

  7/08,09 第 25回全日本 BT選手権大会 ○J  東京体育館 

  7/15 第 20回松下杯親善 BT大会 ○廿  大野体育館 

7/22 第 6回広島市 BT大会おりづる杯 ○広  中区 SC 

8/17～ バウンドテニス教室（3回） ○府  くすのきプラザ 

  8/26 第 11回府中つばき杯 BT大会 ○府  くすのきプラザ 

  8/30~ 初級者を中心とした講習会（3月まで 8回） 中区 SC 

  9/22~25 第 20回全国スポレク祭 スポレクあおもり 2007 ○J  十和田市総合体育センター 

  9/24 リフレッシュ講習会 くすのきプラザ 

 10/06,07 第 18回もみじカップ BT大会 佐伯区 SC 

 10/14 第 19回商工会会長杯 BT大会 ○廿  大野体育館 

 10/28 第 6回広島市 BTコスモス大会 ○広  佐伯区 SC 

 12/09 第 3回中国ブロック BT選手権大会 ○J  佐伯区 SC 

 12/16 第 9回野村杯クリスマス BT大会 ○廿  大野体育館 

2008年 

  1/26,27 第 5回安芸グランドホテル杯きんさい BT大会 大野体育館 

  2/17 第 18回広島県 BTシングルス選手権大会 西区 SC 

  3/09 廿日市市協会 20周年記念祝賀会 ○廿  安芸グランドホテル 

  3/16 上級指導員・上級審判員認定試験 ○J  大野体育館 

  3/23 第 15回中国ブロック BT親善交流大会 ○J  岡山市六番川水の公園体育館 

○J 日本 BT協会  ○府安芸府中 BT協会  ○廿廿日市市 BT協会  ○広広島市 BT協会 

＜会議＞ 

 常任理事会 2007年 4/6 5/11 6/1 7/13 8/3 9/7 10/12 11/2 12/7 

 2008年 1/11 2/1 3/7 

総務委員会 木曜日 

 指導委員会 2007年 4/29  2008年 3/17 

 広報委員会 2007年 4/7 4/28 6/23 10/13 12/15  2008年 2/9 3/29 

 IT委員会 2007年 8/25 

 中国ブロック BT連絡協議会 理事会  2008年 3/22 

 日本 BT協会 理事会  2007年 5/19 7/7 10/21  2008年 1/19 3/8 

 評議員会 2007年 5/19  2008年 3/8 

 都道府県協会事務局連絡会議 2007年 7/7 
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広島県バウンドテニス協会 総会 

 

■日 時 2007年 4月 13日（金）19：00～21：00 

■場 所 広島市中区スポーツセンター会議室 

■出席者 22名    

■議 題 

1. 2006年度 事業報告 

2. 2006年度 決算報告，監査報告 

3. 役員改選 

4. 2007年度 事業計画 

5. 2007年度 予算案 

6. 報告事項 

 日本バウンドテニス協会理事会報告 

 中国ブロック連絡協議会報告 

 広島県バウンドテニス協会における個人情報の取り扱いについて 

 支部協会報告 

7. その他 

 

■概 要 

   司会 吉村 尚 

   議長 磨井 祥夫 

 承認事項については全会一致で承認された。 

 今回初めて個人情報に関する方針が示された。   

 各支部協会より BT普及活動の計画案が示された。 

 広島市協会より信枝杯をコスモス大会に改名する報告があった。 
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安芸府中バウンドテニス協会 総会 

 

■日 時 2007年 4月 6日（金）19：30～21：00  

■場 所 府中公民館           

■出席者 33名                                      

■議 題                                                            

 1.  2006年度事業報告                           

 2.  2006年度会計報告・監査報告 

 3. 役員改選 

      会長  吉村 尚 

    副会長 浜崎 重道 佐藤 弘美     安芸府中生涯学習センター くすのきプラザ 

 4.  2007年度事業計画案              

    安芸府中ＢＴ協会親善大会    6月 16日（土）   町立体育館 

10月 2 日（火）   府中公民館 

    第 11回府中つばき杯        8月 26日（日）  くすのきプラザ 

    ＢＴ教室           8月 17日（金）  くすのきプラザ 

                  10月 27日（土）   くすのきプラザ  

                   2月 23日（土）   くすのきプラザ                 

 5.  2007年度予算案 

 6.  2007年度県協会事業担当について  

    第 18回広島県ＢＴダブルス選手権大会  ４月 29日（日）中区スポーツセンター 

 7. その他 

   ・くすのきプラザで今年度 3回はＢＴ教室を開催する。 

・参加者多数の場合は冬休みまたは春休みにも開催する。 

・第 11回府中つばき杯をくすのきプラザで記念大会とし参加賞、副賞を豪華にする。 

・主催大会及び県協会事業担当大会に参加する場合、弁当の補助とマット運搬係へ謝礼を

する。 

・体育協会助成金が増額される。 

・事務局を 2名にする。 

・くすのきプラザの施設使用料、冷房代について来年度から有料になる。 
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廿日市市バウンドテニス協会 総会 

 

■日 時 2007年 4月 14日（土）10：00～13：00 

■場 所 廿日市市大野体育館 

■出席者 44名 

■議 題 

1. 2006年度事業報告 

2. 2006年度決算報告 

3. 監査報告 

4. 2007年度事業計画（案） 

5. 2007年度事業予算（案） 

6. 役員改選について 

7. その他 

 

○廿日市市ＢＴＣ主催事業 

 バウンドテニス初心者教室 5月 12日から 6月 9日まで、毎土曜日 

 第 20回市民スポーツ大会（バウンドテニスの部） 5月 27日（日） 

 第 20回松下杯親善バウンドテニス大会      7月 15日（日） 

 第 19回商工会会長杯バウンドテニス大会     10月 14日（日） 

 第 9回野村杯クリスマスバウンドテニス大会   12月 16日（日） 

 

○6月 17日に廿日市市で初めて開催される、トライアスロン大会の警備等への 

協力要請があった。 

 

○今年は総会終了後、全国大会出場経験者を相手に、総会参加者と練習を行った。 
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広島市バウンドテニス協会 総会 

 

■日 時 2007 年 4 月 16 日（日）12：00～13：00 

■場 所 本川小学校体育館 

■出席者 69 名 

■議 題    

1. 2006 年度 事業報告 

2. 2006 年度 決算報告、監査報告 

3. 2007 年度 役員改選 

4. 2007 年度 事業計画 

5. 2007 年度 予算案 

6. その他   

①（財）広島市スポーツ協会報告 

② 広島県バウンドテニス協会総会報告 
 

・すべての議題について、原案どおり議決された。 

・今年度は「広島市交流大会」，「おりづる杯」，「信枝杯」改め「コスモス大会」を開催するが、

今年度から広島市スポーツ協会の正会員となったため「おりづる杯」と 

｢コスモス大会｣において助成金申請を行うことや、指導・普及委員会が 

中心となり、クラブリーダー研修会や普及活動を行っていく予定である 

ことなどが報告された。 

 

※広島市総会終了後、昨年までの「お楽しみ練習会」が 今年から 

｢広島市 BT 交流大会」となり、盛大に開催された。 

 

■広島市バウンドテニス交流大会  13：10～14：30 
 

○ダブルス（4～6 人の団体戦） 1 チーム 3 試合ずつ 

・1 ゲーム目は A チームの 2 人が固定で B チームは 2 ポイントごとに 2 人ずつ交代する。 

・固定側が 2 球ずつ交代で 6 ポイントまでサーブする。（3‐3 なら引き分け） 

・2 ゲーム目は B チームが固定、3 ゲーム以降 6 ゲームまで交互に固定をする。 

・固定は 2 人ずつ交代し、4 人 5 人チームは誰か適当な人が 2 回目の固定をする。 

・1 試合は 6 ゲーム行い、3‐3 は引き分けとする。 

 

 
行くわよ 

 
来い 

よっしゃ～！ 
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 ○BT ラリー戦 

    ・2 チームが 1 組で行う（ダブルス成績の上位と下位チームが組むようする） 

 ・ラリー時間は１分で、組み合わせを変えながら 3 回行う。 

・次打者は前打者のラケットにボールが当った後はコートに入ってもかまわない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○結果  

【優 勝】戸坂キャッツ（ニューボール 10 個ゲット） 

【飛び賞】6 位（本川），10 位（比治山・千田），14 位（比治山） 

 ・優勝した戸坂キャッツはサイコロで「×5」を出し 6 位から一気にトップに！ 

 ・トップだった広島 BTFC･東野は「＋3」で４位に沈む 

 ・２位の千田はお揃いユニフォームで頑張るが競技でもサイコロでも２位 

 ・ジャンケンで最後の賞品をゲットしたのは鈴が峰･トップスピン 

ここでも千田は最後の 2 チームに残ったが、ジャンケンでも 2 位に泣く 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今年から始まった広島市交流大会ですが、クラブ対抗ということもあってチームワーク良く、

応援もいつにも増して熱が入ったようです。 

来年に向けてサイコロ振りの練習を始めたクラブがあるとかないとか．．． 

優勝した戸坂キャッツチーム 

岡本ちゃん、 

ようやった！ 

見事なサイコロさばきの岡本さん 

あ～あ 

 

あ～あ 

 

あ～あ 

 

あ～あ．．． 

 

  あっちゃ～！ 
よっしゃ～！ 
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第 18回 広島県バウンドテニス ダブルス選手権大会 

 

■日 時  2007年 4月 29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 

■運営担当 安芸府中バウンドテニス協会 

■参加者  116名 男子Ａクラス   8組   Ｂクラス        4組    Ｃクラス  4組 

      女子Ａクラス 10組   Ｂ1,Ｂ2クラス 22組   Ｃクラス 10組 

■成績結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■感想 

今大会から競技種目がクラス別の対戦となった。男子、女子ともに実力伯仲で、ジュース、タイ

ブレークが多く観戦する者には気が抜けない試合展開が多かった。選手にとっては次回から上位

ランクでのエントリーを目標に掲げることができる。 

2007年 03月 09日 

【男子Ａクラス】 

1位 立畠 昭  ・ 河本 正則 （坂・廿日市） 

2位 大東 智樹・ 折出 敏秀 （楠那わかば・坂） 

3位 田中 薫 ・ 坪井 孝博  (廿日市） 

【男子Ｂクラス】 

1位 葭川 斉   ・ 橋本 幸男（楠那わかば・三原） 

2位 石井 哲二 ・ 小林 司郎（千田・比治山） 

3位 吉村 尚   ・ 大島 英一（安芸府中） 

【女子Ａクラス】 

1位 折本 孝子  ・ 西岡 由美（廿日市・広島ＢTFC） 

2位 藤井 幹子  ・ 半田 博子（安芸府中・ふなこし） 

3位 内田 みさ保・ 蔵田 洋子（広島BTFC・東野） 

【女子Ｂ1クラス】 

1 位 清水 恵子  ・  上垣内 のぞみ（千田） 

2 位 河浜 多美子・ 新保 富美子 （東野・戸坂キャッツ） 

3 位 岩本 良子  ・  長岡 友子  （廿日市） 

【男子Ｃクラス】 

1位 河野 優   ・ 山谷 久夫（Ｒ.パワーズ） 

2位 大東 直樹 ・ 山内 悠也（楠那わかば） 

3位 植田 浩三 ・ 山肩 脩 （Ｒ.パワーズ） 

【女子Ｂ2クラス】 

1位 広兼 文子 ・ 岡吉 真由美（千田） 

2位 大久保 都 ・ 吉田 京子 （リリーズ） 

3位 奥田 和枝 ・ 横手 京子 （トップスピン） 

【女子Ｃクラス】 

1位 小松 勝子 ・ 田中 登子（廿日市） 

2位 檜皮 康江  ・ 三浦 薫 （鈴が峰・フレンドリィ） 

3位 松本 さつき・ 内藤 忠枝（青崎） 
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全日本バウンドテニス選手権 広島県大会 

 

■日 時  2007年 5月 13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 

■参加者  ダブルス  女子 フリー  6組     ミドル 7組  シニア  6組 

男子 フリー  1組   ミドル 1組    シニア  1組 

      シングルス 女子 フリー 11名     ミドル 8名   シニア 10名 

男子 フリー  1名     ミドル 2名  シニア  5名 

 

2007年度全日本選手権大会出場者（シード獲得者・中国ブロック選手権大会選出者を含む） 

中野八千代 谷口幸子 

後列 青木司 田中薫 山本五男 浜崎重道 坪井孝博 今村弘美 北田英夫 立畠昭 河本正則 

中列 朝日南千秋 大島武子 清水みちえ 田中京子 長重良子 木村千鶴 今田治文 大東直樹 蔵田洋子 大東智樹 

前列 長沢富子 鮎川鈴子 新畑洋子 折本孝子 三上貴子 酒井富子 河村洋子 半田博子 藤井 幹子 

 

「みんな、いい顔してますね。がんばってシード権を取って来てよ。」 

「全員シードを取ってきたら、いよいよ私も来年は全日本出場だね。」 

そんな声も聞こえてきそうですね。 
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第 25回 広島県バウンドテニス親善大会 

 

■日 時  2007年 6月 10日（日）            

■場 所  広島市西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  127名 

 

 チーム名を決める時間があるなど親善大会にふさわしい大会運営がなされた。 

ダブルス３試合とＢＴラリー戦の団体戦で通常１チーム６名であるが、今回は、会場が狭く

８コートでの試合進行となり、１チーム７名のチームもあるという運営方法がとられた。７名

のチームは、１名をピンチヒッターにすることとＢＴラリー戦ではコートをはさんで分かれた

４名と３名の中で打順を決める方法がとられた。 

参加者からは少し判りにくいとの声もあったようだが、運営に工夫がなされた大会であった。 

■成 績 

 順位 チーム名 選                          手 

Ａ
ブ
ロ
ッ
ク 

1位 ストッパー 小谷 満子、田中 薫、橋本 喩、木山 淑子、沖中 春子、立畑 信子 

2位 イングリッシュ！ 森本 可祝、沖 和博、山肩 脩、広兼 文子、森 雅枝、掛谷 弘恵、藤岡 妙子 

3位 あやめ 古川 ミカ、河本 正則、北川 滉、長谷川 恵子、岡本 恩、宝専 清美 

4位 やまぼうし 河浜 多美子、橋本 隼人、吉村 尚、池田 真由美、林 襟子、長岡 一枝、植岡 幸子 

5位 パラパラ 今田 治文、長谷川 育恵、植田 浩三、上垣内 のぞみ、田中 登子、浅葉 愛子、伊勢崎 千恵美 

Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク 

1位 めだかの学校 岡吉 真由美、北田 英夫、大島 英一、大久保 都、平賀 ケイ子、松尾 きよ子 

2位 スカイブルー 竹下 康裕、新畑 洋子、田村 賢一、中須賀 美代子、鈴木 早百合、大谷 由美 

3位 しょうぶ 吉原 文子、藤井 幹子、広畑 浅信、茶堂 孝明、山田 幸江、兼広 亜希 

4位 ピンクパンサー 折出 敏秀、久保田 万寿恵、中田 敏彦、笹木 博子、河岡 啓子、八島 恵美 

5位 ショッカー 葭川 斉、中野 八千代、山谷 久夫、吉村 一枝、西岡 康子、尾崎 麻美 

Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク 

1位 はなみずき 吉田 京子、加茂 義弘、平葦 和久、石崎 瞳、玉村 麗子、大江 ちどり 

2位 おーちゃん 奥田 共栄、半田 博子、河井 隆夫、樽谷 倫子、寺本 喜久枝、富川 千鶴子 

3位 ヴェスタ 大東 直樹、梶岡 清美、樋口 俊則、亀川 由美子、宮崎 春子、秋田 マユミ、加納 春美 

4位 脳ヤング 磨井 祥夫、木村 千鶴、佐伯 幸一、小松 勝子、溝岡 智恵美、牧田 妙子、原田 忍 

5位 そら豆くん 加藤 陵子、折本 孝子、空中 穣二、前田 町子、兼子 元子、三宅 のり子 

Ｄ
ブ
ロ
ッ
ク 

1位 レインボー 山根 照美、橋本 幸男、山内 悠也、田神 敬子、和木 直子、松本 さつき 

2位 山あじさい 今村 弘美、大島 武子、渡部 達也、藤中 実千代、豊原 恵利子、入川 真弓 

3位 ほたる 清水 恵子、沖 博明、数村 悟、相本 理恵、川口 幸子、堀川 靖子 

4位 でこぼこ 大東 智樹、新保 富美子、岡本 伸也、清水 みちえ、瀬尾 信枝、福間 公子、中段 真理 

5位 ブレンド 立畠 昭、北田 葉子、小松 勝見、久保 成子、大島 千代、藤山 真知子、三次 俊彦 

    

 

 

 

 

 

チーム名は・・・ 主審の横で出番を待つ 

ピンチヒッター 

少し狭かったね ハツラツ 緊張 
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第 10 回 日本バウンドテニスゴールド北海道大会 

 

■日 時 2007 年 6 月 23 日（土）～ 24 日（日） 

■場 所 北海道旭川市 旭川市総合体育館 

■主 催 日本バウンドテニス協会 

■参加者 221 名  広島県は 2 チーム、11 名 

広島ベテラン ：青木 司，立畠 昭，大島 武子，新畑 洋子，河村 洋子 

広島パル ：小谷 満子，久保田 万寿恵，朝日南 千秋，樽谷 倫子，今村 弘美，今田 治文 

■大会成績 

ダブルス団体戦 

 「広島ベテラン」知床グループの 1 位グループで第３位 

 「広島パル」洞爺グループの１位グループで優勝 

ゴールド BT ラリー戦（チーム編成は主管が行い、1 分間の BT ラリーを３回行う） 

 立畠さんが入ったチームが 129 回で優勝 

 

             

      

 

 

 

 

 

 

 

 

■感想など 

・ バラエティ混合ダブルスがなくなり、他県の人との

親睦のチャンスが少なくなった。 

・ 25日の観光は、旭山動物園と富良野のラベンダー観

賞コース。富良野のラベンダーは時期的に早く、美

瑛のパッチワークの丘は車窓からの観賞となった。 

・ 大会運営に少し不満がありましたが旭川協会の方

達の一生懸命さが伝わり楽しい北海道大会を過ご

すことが出来ました。 

・ 大会期間中に顔なじみの人達や新しく親睦を図れ

た人達も増え有意義な北海道大会でした。また参加

したいとの思いに駆られています。 （特派員：I.H） 

 
試合もいいけど観光もね♪ 



 12 

第 25回 全日本バウンドテニス選手権大会 

■日 時 2007年 7月 8日（日）9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 30名（ダブルス 11組，シングルス 18名）， 

大会委員 1名，競技委員 1名 

■広島県選手の成績結果 

 ダブルス シングルス 

  

男 

子 

フリー 
大東 智樹・北田 英夫 １回戦敗退 

フリー 
大東 智樹 ３回戦敗退 

 大東 直樹 ３回戦敗退 

ミドル 

田中  薫・坪井 孝博 ２回戦敗退 

ミドル 

坪井 孝博 ベスト 16 

 
田中  薫 ２回戦敗退 

山本 五男 １回戦敗退 

シニア 

河本 正則・立畠  昭 優勝 

シニア 

青木  司 ベスト８ 

浜崎 重道・青木  司 ベスト８ 今村 弘美 ３回戦敗退 

今田 治文・今村 弘美 ベスト 16 河本 正則 ３回戦敗退 

 立畠  昭 ２回戦敗退 

 

女 
子 

フリー 

藤井 幹子・半田 博子 ベスト 16 

フリー 

藤井 幹子 ３回戦敗退 

鮎川 鈴子・谷口 幸子 ベスト 16 三上 貴子 ２回戦敗退 

 折本 孝子 ２回戦敗退 

ミドル 

三上 貴子・長沢 富子 ４位 

ミドル 

長沢 富子 ２位 

田中 京子・中野 八千代 １回戦敗退 蔵田 洋子 ベスト 16 

 木村 千鶴 ２回戦敗退 

シニア 

朝日南 千秋・新畑 洋子 ベスト８ 

シニア 

清水 みちえ ベスト 16 

酒井 富子・河村 洋子 １回戦敗退 長重 良子 ３回戦敗退 

 大島 武子 ２回戦敗退 

 

今年の大会参加者のべ人数は 1,026名で，そのうち広島県は 40名

で全国最多でした。これは中国ブロック選手権大会での優勝が多か

ったためです。大会成績は，優勝，２位，４位を獲得しました。 

全国大会初参加の方も，元気よくプレ

ーしてよい経験になったと思います。 

活躍が期待されていたが残念な結果

となった選手は，また来年に向けてしっ

かり準備をして，悔いの残らない試合が

できることを祈ります。 
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  第 20回 全国スポーツ・レクリエーション祭スポレクあおもり 2007 

 

■日 時  2007年 9月 22日～25日 

■場 所  十和田市総合体育センター  

■主 催  文部科学省、青森県、日本バウンドテニス協会ほか 

■参加者  各都道府県より 44チーム  

広島県チーム 6名  ヒロシマ ピース            アップリート君 

        加茂 義弘(監督兼選手)、橋本 幸男、葭川 斉  

小谷 満子、久保田 万寿恵、樽谷 倫子              

■成績結果 

     ＊チーム別対抗ＢＴラリー戦  31位 (3回の合計得点 76点)      

 ＊ダブルス団体戦       2位グループの 2位 

                1日目 予選リーグ戦で 2位グループへ       

                 2日目 2位グループ決勝戦まで進出、佐賀県チームに 

                    1対 2の接戦で惜敗 

 

■感 想 ・壮大な規模で始まった初日の開会式と記念歓迎式典に参加して郷土芸能・津軽三味

線・津軽じょんがら・子供たちのマスゲームなど青森県民を挙げての歓迎には本当

に感動した。 

     ・全国各県から参加の選手たちとも試合を通して交流を深め、勝敗を度外視して楽し       

      さを味わった。広島県で開催したスポレクやきんさい大会、もみじカップに参加さ

れた方々ともお会いでき、またの再会を約束して別れた。 

・試合後はみちのく観光へと足を運び充分に満喫して帰った。 

 

       

       

  

        

                           

                          

 

 

                         

 

            

                    

 

  

 
熱くなれ みんな輪になれ りんごの国で 
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第 18回 もみじカップバウンドテニス大会 

 

■日 時 2007年 10月 6日（土） 10：00～18：00 

           10 月 7日（日） 9：20～17：00 

■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 226名                         磨井大会会長 

■成 績  

女子ダブルス   

 

 

 

 

Aコース優勝         準優勝           3位 

田結 道代（愛知）      蔵田 洋子 (東野)       三上 貴子（廿日市） 

赤窄すみ子（愛知）       内田みさ保（広島 BTFC）  長沢 富子（廿日市） 

 

 

 

 

 

Bコース優勝         Cコース優勝        Dコース優勝 

武末祐美子（熊本）      新保富美子（戸坂キャッツ） 寺本喜久枝（廿日市） 

河野由美子（宮崎）      河浜多美子（東野）     小松 勝子（廿日市） 

 

ベストドレッサー賞 

八木美恵子（廿日市） 

清水みちえ（廿日市） 

 

 

コメント   ＊息がぴったりでした。 

＊勝つ秘訣があったんですよ。 

＊皮算用しなかったのが、良かった。。 

        ＊10年目で初めて、嬉しい限りです。 

 

★ 今年のもみじカップも、県外 18道府県から多くの選手を迎えて開催されました。1日目の 

女子ダブルスは強豪揃いの見ごたえのある試合ばかりで、技術だけでなく、メンタルの強さ 

にも魅せられ、熱い空気に包まれた一日でした。明日へ続かんとばかりの勢いを感じました。 

 

2008/04/11 
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混合ダブルス                             

 

 

 

 

Aコース優勝         準優勝           3位 

山本 光洋（大阪）       小林 大輔（神奈川）    名越 浩介（鹿児島）      

    松田 葉子（大阪） 赤窄すみ子（愛知）     有村真紀子（鹿児島） 

  

 

 

 

 

Bコース優勝         Cコース優勝        Dコース優勝 

藤原健一郎（高知）      河野 宏 （大阪）     白木 宏明  （山口） 

白井 澄子（高知）      篠原由喜恵（鳥取）     山城屋美奈子（山口）                  

                                 

 

 

ベストカップル賞 

坂井 敏昭 （福岡） 

原田 京子 （福岡） 

                                                                                         

  

コメント  ＊このうえないペア、感謝してます。 

＊リベンジできました。対策効果、ありました。 

＊夫婦対決ができて、とても楽しい思い出になりました。 

         ＊ありがとう、これを励みにまた来年頑張ります。 

 

★ 2日目もやはり激しいバトルの応酬と、闘志のみなぎったペアの声の大きさに圧倒される 

場面が幾度もありました。混合だけに何とも言えぬ愛情のたっぷりこもった very very happy 

な一日でもあったような気がします。 

毎年毎年、本当に楽しみな大会に成長しているなという感じで、参加選手の協力はもちろん 

スタッフの努力の充実もこの大会を盛り上げている大きな源になっていると思います。 

来年、勝利の女神を GETするのはどなたでしょう。次回のもみじカップを乞うご期待！ 

 

★ALL  FOR  VICTORY★ 
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第 3 回 中国ブロックバウンドテニス選手権大会 

 

■日 時  2007 年 12 月 9 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 3 組   ミドル  8 組   シニア  6 組 

女子  フリー 8 組   ミドル 14 組   シニア  7 組 

      シングルス 男子  フリー 6 名   ミドル 11 名   シニア 13 名 

女子  フリー15 名   ミドル 14 名   シニア 12 名 

 

男 子 

太田(鳥取)が前回につづき広島勢に一矢 

ダブルスでは、前回出場のなかったフリーでは広島の大東智・北田が初優勝した。広島県

が前回唯一他県に譲ったミドルでは田中薫・坪井(広島)が勝ち、シニアでは３連覇を目指

した青木・浜崎(広島)を河本・立畠(広島)が阻止した。 

シングルスでは、フリーで大東智(広島)、シニアで青木(広島)がそれぞれ連覇し、ミドルでは太

田(鳥取)が前回のダブルスのミドルでの優勝に続き、広島勢の全種目制覇を阻止し初優勝した。 

各優勝者 

ダブルス 

 フリー 大東智・北田(広島)  ミドル 田中薫・坪井(広島)  シニア 河本・立畠(広島) 

シングルス 

 フリー 大東智(広島)     ミドル 太田(鳥取)      シニア 青木(広島) 

女 子 

今回も広島県勢が全種目のタイトルを獲得 

ダブルスは、フリーで藤井・半田(広島)が初優勝し、ミドルでは三上・長沢(広島)が連覇、

シニアではシニア新人(?)の横田と組んだ朝日南(広島)が優勝するなど常連組が上位を占

めた。 

シングルスでは、フリーでダブルスも制した半田(広島)が初優勝、ミドルでは長沢(広島)

が連覇、シニアでは横田(広島)が初優勝となった。 

各優勝者 

ダブルス 

 フリー 藤井・半田（広島） ミドル 三上・長沢（広島） シニア 朝日南・横田(広島） 

シングルス 

 フリー 半田（広島）    ミドル 長沢（広島）    シニア 横田（広島） 

大会日程の短縮は成功 

今回から、大会日程が 1日間に短縮された。参加数をみるとダブルスが 46組(前回 37組)、

シングルス 71名(前回 64名)と前回を上回っており、成功した。ただ、広島県以外の参加

数は 25組(名)となっており、引き続き前回を下回っている。 
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第 5 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 2008 年 1 月 26 日（土）～27 日（日）    

■場 所 廿日市市大野体育館      

■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 

■参加者 36 チーム 180 名 

広島県 11 チーム、茨城県、東京都、福井県 2 チーム、大阪府、鳥取県 3 チーム 

島根県、岡山県 3 チーム、山口県 2 チーム、香川県、愛媛県 3 チーム、高知県 

佐賀県、（広島・埼玉）、（高知・北海道）、（愛媛・石川・奈良県）、（岡山・大阪） 

■試合結果         

 

 

 

 

【優 勝】 東大和柿の実（東京） 

        堀口 佐和子、岩本 千代、比留間 ちず子、今村 弘美、今田 治文 

【準優勝】 つくば旅人 (茨城) 

        重田 政治、長谷川 幸江、大図 行子、菅野 静江、野口 稔世 

【第３位】 土佐二十四万石（高知） 

        藤原 健一郎、藤原 美貴、臼井 澄子、植田 早男、越智 こずえ 

【２位グループ１位】 金曜ファイターズ（広島） 

        河本 正則、大島 武子、谷口 幸子、竹内 登茂子、広畑 浅信 

【３位グループ１位】 イーストフィールド（広島） 

河浜 多美子、佐伯 幸一、梶岡 清美、梶岡 和司、下村 範子 

【４位グループ１位】 戸坂キャッツ（広島） 

        空中 穣二、茶堂 孝明、新保 富美子、森本 可祝、栩木 美子 

【各グループ５位】 

越前すいせん (福井)     よさこい そーらん (高知・北海道)  

ハイ！オッパッピー (広島)   大野オイスターズ (広島) 

【４位グループ９位】 

桃太郎 (岡山・広島)  

          

【信枝賞】 該当なし 

 

■感 想 

今回も、北は北海道、南は九州までの県外２５チームを迎えて３６チームで開催されました。 

県外からも５回連続参加と記録を更新した参加者を含め、複数回の参加者が多く、市長も迎

えて開催された懇親会は県境を越え、いつもの様に和やかに行われました。 
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第 18 回 広島県バウンドテニスシングルス選手権大会 

 

■日 時  2008 年 2 月 17 日（日） 

■場 所  広島市西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 廿日市市バウンドテニス協会 

■参加者   

 

 

前回までのフリー・ミドル・シニア別から、Ａクラス：上級（全日本選手権大会を目指す選手）、

Ｂクラス：中級、Ｃクラス：初級のクラス別（クラスは自己申告）で実施された。 

これは、より参加し易いようにとの狙いがあった。前々回、前回と減少していた参加者が今回は

82人と前回の 59人を大きく上回り、狙い通りの成果をあげることができた。 

■成 績 

男 子 

 Ａクラス Ｂ１クラス Ｂ２クラス 

１位 河本 正則（廿日市） 鯛原 潔（廿日市） 竹下 康裕（戸坂キャッツ） 

２位 折出 敏秀（坂） 橋本 幸男（三原） 今田 治文（牛田） 

３位 大東 智樹（楠那わかば） 平葦 和久（オリーブ） 山谷 久夫（Ｒ・パワーズ） 

 

 

 

 

 

 女 子 

 Ａクラス Ｂ１クラス Ｂ２クラス 

１位 長沢 富子（廿日市） 西原 尚美（鈴が峰） 新畑 洋子（廿日市） 

２位 半田 博子（ふなこし） 溝岡 智恵美（安芸府中） 高見 いつみ（東野） 

３位 内田 みさ保（広島 BTFC） 清水 みちえ（廿日市） 清水 恵子（千田） 

   

 

 

 

 

 

 

男子 Ａクラス  15人 Ｂ１クラス  8人 Ｂ２クラス  7人 

女子 Ａクラス  9人 Ｂ１クラス 12人 Ｂ２クラス 12人 

  Ｃ１クラス 10人 Ｃ２クラス  9人 

 Ｃ１クラス Ｃ２クラス 

１位 石崎 瞳（安芸府中） 大江 ちどり（比治山） 

２位 植岡 幸子（安芸府中） 大島 千代（安芸府中） 

３位 松本 さつき（青崎） 山口 照子（安芸府中） 
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楠那わかば TNKF 

第 15 回 中国ブロック バウンドテニス親善交流大会 

 

■日 時  2008 年 3 月 23 日（日）9：00～17：00 

■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 

■主 管  岡山県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 4 チーム，岡山県 7 チーム， 

広島県 8 チーム，山口県 5 チーム 

役員 2 名（広島県から） 

■成 績 

広島県チーム BT ラリー戦 団体戦ダブルス 

楠那わかば 17 位 105 回 岡山後楽園ブロック 1 位 G 1 位 

安芸つばき 12 位 107 回 岡山後楽園ブロック 1 位 G 2 位 

おりづる 10 位 109 回 岡山後楽園ブロック 1 位 G 4 位 

大野もみじ  5 位 117 回 岡山後楽園ブロック 2 位 G 1 位 

TNKF  1 位 126 回 倉敷美観ブロック  1 位 G 1 位 

広島ファンタジスタ  6 位 115 回 倉敷美観ブロック  1 位 G 2 位 

千田っ子 28 位  82 回 倉敷美観ブロック  1 位 G 3 位 

べにまんさく 16 位 105 回 倉敷美観ブロック  3 位 G 3 位 

■概 要 

BT ラリー戦の上位入賞は，TNKF（広

島），レインボー（島根），鳥取クラブ

（鳥取）。最近４年間の各県の平均回数は，

広島県は約 110 回で安定している（右図

参照）。１分間ラリーで１人 7 回ノーミス

で返球できれば，６人で 42 回となる。

「７回連続返球」はほとんどの選手がで

きるはずだが，それを６人全員揃ってと

なると難しくなるのだろう。チームが一

丸となって互いに心理的サポートをする 

ことで，１打ごとの集中力を増すのでは

ないだろうか。 

団体戦は，1 位グループ 8 チームのう 

ち広島県が 6 チームを占め，岡山後楽園 

ブロック，倉敷美観ブロックともに優勝 

決定戦は広島同士の戦いとなり，楠那わ 

かばと TNKF が優勝を勝ち取った。 

BTラリー戦の回数（1分3回）

（各県の平均）
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第 6 回 広島市バウンドテニス大会 おりづる杯 

 

■日 時 2007 年 7 月 22 日（日） 9：00～16：30 

■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           

５名１チームでの変則ダブルスとサバイバルラリー戦をする特徴ある大会 

特徴  1（変則ダブルス）・２人のダブルスを２試合，１人のダブルス（１人で２人分する）を１

試合とする。オーダー表への記入順番により偶然に，ダブルス（２人対

２人），変則ダブルス（１人対２人），シングルス（１人対１人）の対戦

ができる。（偶然になることが条件なので，事前に対戦相手と話し合わ

ないこと） 

特徴  2（制限時間有り）・ダブルス        １試合８分 

・サバイバルラリー戦   １試合１分３０秒 

特徴  3（チーム名）  ・話題になった言葉やイベントあるいは季節に合わせた言葉をチーム名

にする。ちなみに、今年は、「ハンカチ王子」、「ワンセグ」、「どんと晴れ」、

「ブートキャンプ」、「宮崎地鶏」など 

■成 績 団体戦 

1位チーム：エビちゃん・プラズマ・バベル・ホットヨガ・五穀米 

お楽しみイベント 

８の字サバイバルラリー 

黄金のボール    山内 悠也(楠那わかば) 

石見銀山銀のボール 木村 千鶴(千田) 

お楽しみジャンケン 

無料招待券     立畑 信子（青崎） 沖 和博 (安芸府中) 

久保 成子 (比治山) 

無料指導券     大島 千代 (安芸府中) 

やったー！会長賞  平賀 ケイ子 (三原) 

残念賞       呑田 直美 (千田) 

 

第 6 回 広島市バウンドテニス コスモス大会 

 

■日 時 2007 年 10 月 28 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 100 名           

昨年までは、信枝杯として開催していた西本信枝さんを偲ぶ大会 

今回から、広島市協会以外の選手も参加できるオープン大会として開催 

バラエティダブルスをする特徴ある大会 

バラエティダブルス Ｍグループ５名とＦグループ５人を１ブロックとして、ペアを変えながら

混合ダブルスをする。 

■成 績  ダブルス戦 ：優勝 大東智樹・渡辺利恵子  ２位 折出敏秀・下村 範子 

ＢＴラリー戦 ：優勝 千田Ａチーム 

（松本みゆき 呑田直美 村島幸子 清水恵子 広兼文子 木村千鶴） 
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 第 11回 府中つばき杯バウンドテニス大会 

（くすのきプラザ開館記念） 

■日 時 2007年 8月 26日（日）9：30～16：30 

■場 所 安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ大アリーナ 

■主 催 安芸府中バウンドテニス協会 

■参加者 106名 

おめでとう！ 

今大会は昨年 10 周年を迎えたことと今年府中町に生涯学習センターくすのきプラザが開館し

たこととを記念して、例年より盛大に繰り広げられた。参加者倍増・新天地の会場での開催とい

うことで、スタッフの意気込みは、一様に強かったと思う。 

 表彰式では、記念イベントとして賞品にユニークな名称をつけたお楽しみ抽選会が行われ、感

動と笑いの渦で会場は満たされた。参加者には、なんて喜楽なバウンドテニスだと、思っていた

だけたのでは。これからも、みんなに愛される「つばき杯」であってほしいと願っている。 

■成 績 

くすのきコース 

 1位 2位 3位 

1位 

グループ 

ひまわり／小林・蔵田 

空中・木山・小松・山口 

あじさい／久保田・田中・

北田・山内・伊勢崎・大下 

さくら／吉村・今田・谷口・

和木・上垣内・濱本 

2位 

グループ 

あさがお／水島・磨井・ 

平葦・藤岡・宮口 

ゆり／沖・木村・沖津・ 

古川・石田・青山 

すいせん／前田・折出・ 

吉原・清水・内藤・掛谷 

3位 

グループ 

すずらん／浜崎・大島・ 

佐伯・末田・堀川・石崎 

あやめ／大島・半田・ 

呑田・河村・立畑・溝岡 

つばき／吉村・内田・ 

北川・田中・長岡・清光 

揚倉山コース 

 1位 2位 3位 

1位 

グループ 

カトレア／橋本・田中・ 

大東・上東・林 

サルビア／藤井・橋本・ 

横田・梶岡・大尾・入川 

ダリア／朝日南・大東・ 

樋口・福田・大江・大島 

2位 

グループ 

タンポポ／中須賀・今村・

広兼・岩本・渡辺・瀬尾 

バラ／長谷川・石井・ 

新畑・兼子・佐藤・後河内 

アネモネ／松林・西岡・ 

松本・橋本・調枝・八島 

3位 

グループ 

コスモス／力山・森本・ 

清水・古川・川手・三宅 

ガーベラ／正木・立畠・ 

小谷・寺本・植岡 

パンジー／下村・北田・森・

酒井・岡本・大谷 

 

 

 

 
お喜
・
楽
・
な 1 日でした、

ね！ 
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第９回 野村杯クリスマスバウンドテニス大会 

 

■日 時 2007 年 12 月 16 日（日）8：40～13：00 

■場 所 廿日市市大野体育館 

■主 催 廿日市市バウンドテニス協会 

■参加者 58 名 

■成 績 

団体戦 

１位グループ 

１位 ス ノ ー 新畑洋子･池本邦夫･野口健次･松本雅知・竹内登茂子・沖田松江 

２位 ベ  ル 折本孝子・呑田直美・笹木博子・田村馨・根岸朗・岡崎宏子 

３位 サ ン タ 河本正則・松本みゆき・岩本良子・木村光雄・松島典子・河中信子 

２位グループ 

１位 ペ チ カ 坪井孝博・大島武子・寺本喜久枝・橋本幸男・寺坂愛子・日宇伸子 

２位 ツ リ ー 長沢富子・空中穣二・向井笑子・鯛原潔・遠藤郁子・数村悟 

３位 ソ  リ 鮎川鈴子・木村千鶴・酒井富子・近藤政勝・石田勝美・梵恵子 

３位グループ 

１位 トナカイ 三上貴子・八木美恵子・池田和隆・小松勝子・片山宏・長岡友子 

２位 オーロラ 高山美悠紀・広畑浅信・山下岑夫・清水みちえ・高津久一・五阿弥禄子 

３位 ス タ ー 谷口幸子・山本五男・藤岡妙子・白木宏明・田村賢一・松尾きよ子 

 

サバイバルラリー戦 

優 勝 ソ リ 鮎川 ･ 木 村･ 酒井・今 藤・ 石 田・ 梵 

準優勝 ツリー 長 沢 ･ 空 中 ･ 向 井 ･ 鯛 原 ・遠藤 ・数村 

 

■内容   「優勝杯」のかかったサバイバルラリー戦決勝戦 

          では、両チーム１勝１敗１分で決着が付かず 

全員でのジャンケン決定となりました。 

勝利の女神からのプレゼントは「ソリ」チームに贈られました。 

クリスマス大会恒例のプレゼント交換もあり和やかな大会でした。                                         

          ⇦ みんなで仲良く♪ハイチーズ 

＊大会後にはエキジビションゲームも行われ 39 名が参加、A（14 名）B（16 名）C（9 名）各コ

ース別でシングルス戦（７ゲームマッチ）を１人あたり４～５試合を行いました。 

結果は A コース１位 三上貴子・B コース１位 野口健次・C コース １位 藤岡妙子 

■感想 

今年最後の大会でした。いつも楽しいと評判の野村杯クリスマスバウンドテニス大会に来年もぜ

ひ参加してくださいね。 

 

 

 

 

 負けない 

わよ～！ 
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リフレッシュ講習会 

 

■日 時 2007年 9月 24日(月) 9：30～16：30 

■場 所 安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ 

■主 催 広島県バウンドテニス協会 

■参加者 72名（男 20，女 52） 講師 6名 スタッフ 7名 

■内 容  

主として初級者対象 主として中上級者対象 

―午前―         講習 1または講習 2のどちらかを受講 

講習 1：三上貴子 

「ストロークの基本から・・・」 

ラケット、ボールと仲良くなって、ラケットに仕

事をさせよう！ラケットの持ち方、面作り、 

フォアハンド、バックハンドの練習 

講習 2：磨井祥夫 

「あんた～，何処いくんね～，ほんまに」 

ボールは何処へ飛んでいくのか？ 

平行打ちと回転打ち、横打ちと縦打ち、 

トップスピンの練習 

―午後― 

講習 3：横田サヨ子    応用練習 

1.フォアハンドとバックハンドで交互に打つ練習 

2.フォアサイドにレシーブ  3.バックサイドに

レシーブ  4.サーブからのラリー 

5.指導者を入れ、サーブとラリー 

6.ダブルスの練習試合 

講習 4：今田治文 

ボレーの基本とベストボレーを目差して 

講習 5：長沢富子 

パッシングショットの練習 

講習 6：力山美代子 

攻めるプレーへのアプローチ 

講習 7 全体練習 みんなで楽しくプレー 

グループ毎に、(1)グランドストロークとボレーでラリー (2)ネットを中心から 2.5m 移動して

BTラリー (3)通常の BTラリーだがバックハンドでの有効打は 2点 

3種類のラリー戦の合計順位点を競い、優勝したグループには賞品が贈られた。 

■感 想 

講 師；受講者はとても素直でよかった。しっかりコースを狙った打ち方、これからも心がけて 

クラブに帰ってからも練習して。ゆっくりでもコースを決めて練習。 

受講者；普段、スピンをかける練習が出来ないのでいい。挑戦してみようと言う気になる。分 

り易くて楽しい。スピンのかけ方が参考になった。スピンの練習が思うようにならない。 

ボールとラケットと一体になるようにと言われて、ボールをよく見るようになった。 
 

指導に当たって本を参考にしたり、分かり易い言葉で、ま

た練習に工夫をしたりと、講師陣の指導への飽くなき追求と熱

意の感じられる講習会だった。練習をして気づいたことを講師、

受講者がそれぞれ発表して、一方的なこなすだけの練習ではな

くなり、そこには練習を自分のものにしようとする真剣な受講

者の姿があった。内容の濃い講習会となった。 



24 

その他の各種講習会などのイベント 

■広島市 BT協会 グループリーダー研修会 

2007年 6月 17日（日）13：00～16：00 鈴が峰公民館  講師：西岡 由美 

ラブに初心者が入ってきたときに，

どのように教えてあげたらいいのか

まごつくことがある。そこで，初心者指導

を想定して基本技術の指導方法を学ぶこと

を目的とした研修会が開催された。11クラ

ブから 21名の参加があった。これまで見よ

う見まねで指導していることもあったが，

今後は自信をもって初心者指導ができることが期待される。内容は「基本技術の指導方法と初

心者への球出しの仕方」としてまとめられ，各クラブに配付された。 

 

■広島県 BT協会 初級者を中心とする講習会 

2008年 2月 21日（木）11：00～13：00 中区 SC  講師：河本 正則，長沢 富子 

１回中区 SCで「初級者を中

心とする講習会」が開催され

た。指導は３支部協会が順番に担当

した。毎回約 10 名の参加があり，

この日の内容は，素振り，ストロー

クラリー，レシーブ＆ボレー，練習

試合だった。参加者のみなさんは，

日頃，疑問に思っていることなど 

をどんどん質問して，アドバイスをもらいましょう。 

 

■安芸府中 BT協会 初心者を中心とした BT教室 

2008年 2月 23日(土) 13：00~15：00 くすのきプラザ 

講師：力山 美代子，下村 範子，藤井 幹子 

つでも，どこでも，誰でもできる 

バウンドテニスをたくさんの方 

に知っていただきたい！！と言う目的

で「初心者を中心とした BT教室」を 

3 回開催した。今年度の最後となったこ

の日は，小学生 12 名，大人６名，会員

15名がグループ毎に分かれ，それぞれ熱

心に白球を追いかけていた。 

ク 

月 

い 

期待の星☆ 
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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 

理事長：磨井祥夫 

副理事長：金山律江 

常任理事：沖 博明，吉村 尚 

三上貴子，河本 正則， 

西岡由美，蔵田洋子，横田サヨ子， 

吉原文子， 新保富美子，今田治文 

理 事：下村範子，藤井幹子，加茂義弘， 

田中 薫，新保 博，今村弘美， 

内田みさ保，半田博子，木村千鶴 

大東智樹，橋本幸男 

監 事：兼子元子，岡吉真由美 

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，内田みさ保，蔵田洋子，  

    新保富美子，古川ミカ 

 

指導委員会：(長)磨井祥夫，三上貴子， 

西岡由美，今岡幹夫，藤井幹子 

今田治文，今村弘美，田中京子， 

長沢富子，吉村 尚，力山美代子 

 

広報委員会：(長)新保 博，磨井祥夫， 

北野ルミ子，亀川由美子，蔵田洋子，

下村範子，新保富美子，青木 司， 

植松幹雄，北田葉子，谷口幸子， 

折本孝子，溝岡智恵美 

 

IT委員会：(長)磨井祥夫，蔵田洋子 

    金山律江，亀川由美子，植松幹雄， 

内田みさ保，吉原文子，今岡幹夫 

    

 ※岸田会長入閣のため８月から会長職空席

支部協会役員 

 

■安芸府中 

会 長：吉村 尚 

副会長：浜崎重道，佐藤弘美 

理 事：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：樽谷倫子 

監 事：下村範子，掛谷弘恵 

■ 廿日市市 

名誉顧問：水野弎徳 

顧 問：青木 司 

会 長：河本正則 

副会長：三上貴子，加茂義弘 

常任理事：田村賢一，田中京子，長沢富子 

理事長：田中 薫 

理 事：松本雅知，根岸 朗，池本邦夫， 

広畑浅信，高山美悠紀，河村洋子， 

池田和隆 

事務局：(長)鮎川鈴子，植松幹雄，坪井孝博， 

田中登子，今岡幹夫，松島典子， 

谷口幸子，長岡友子，新畑洋子 

会 計：田村美和子 

監 査：大島武子，田中讓治 

■広島市 

顧 問：河野義彦 

会 長：磨井祥夫 

副会長：吉本征司 

理事長：今田治文  

副理事長：新保 博，今村弘美，吉原文子 

事務局：内田みさ保，木村千鶴，北田葉子 

理 事：金山律江，西岡由美，蔵田洋子， 

横田サヨ子，新保富美子，渡部達也， 

小谷満子，的場俊子，大東智樹，葭川 斉， 

折出敏秀，立畠 昭，富川和璋，石井哲二，

奥田共栄，河浜多美子，山根照美， 

半田博子，加藤陵子，土井隆博，山肩 脩，

吉田京子 

監 事：古川ミカ，森本可祝 
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編 集 後 記 

木々の緑が青さと輝きを増すように、編集委員が分担した取材原稿も、編集を終え製本とい

う、色と輝きを加え 2007年度年報として出来上がりました。 

この度は、編集委員に期待の新人（新人といってもバウンドテニスはバリバリのプレーヤー

ばかりですが・・・(^^;)）4人が加わり編集会議も活気を増しました。 

また、パソコンを使った原稿作成、印刷等には、編集委員の裏方としてパソコンに詳しい“頼

もしいお父さんや子供達”そして担当の印刷を一手に引き受けてくれた“やさしいパパ”の存

在もありました。製本当日には委員以外の BT愛好者の方々にもお手伝いいただきます。 

このように、表には出ない方々の応援、お力添えを思うとき、この年報が私にはとても輝い

て見えます。本年報「はじめに」の、“出来る範囲で積極的に協会活動に関わり、自分たちの

協会を作り上げる”ことの第一歩がここにあると思うからです。 

今、出来上がったゲラを片手にお茶を飲みながら、バウンドテニスを始めた頃に思いを馳せ

ています。楽しくて寝ても覚めてもバウンドテニス！だったあの頃。バウンドテニスに出会え

た感激と仲間への感謝。この喜びを他の人にも味わってもらいたいという思いが今、年報作り

にも繋がっているのかもしれません。 

みんなで出来ることを積み重ねて、バウンドテニスがさらなる楽しみとなりますように。 

年報に関する、ご意見ご感想をお待ちしています。 

（編集委員長 北野 ルミ子） 

 

6 冊目ですよ～♪（こひつじ) ◆Thanks サンフレ Get The Dream（No12.Ｓ）◆くいだおれ

太郎さんを広報委員に!!（ソレイユ）◆一笑一若 （ややこしや～）◆ホップ，ステップ，ジャ

ンピング～でがんばります！（折本）◆この年になっても“ピッカピッカのいちねんせい”よ

ろしくね！（愛・ゆめ BT）◆ちと不安 会議で飛び交う※≒＃語（ひなたぼっこ）◆「楽に楽

に、園児のように素直に」「そうか、楽々園だものね」（広く、美しく）◆来年は大会成績に名

前を載せるぞ～（ツインズ）◆いつの間にか広報委員(^^;)（酔う娘）◆水中カメラケースを購

入！これで水中 BT 大会の取材も OK！？？(ハッピー) 

 

 

編集委員：北野ルミ子（委員長），新保 博，磨井祥夫，青木 司，植松幹雄，折本孝子，亀川由美子 

北田葉子，蔵田洋子，下村範子，新保富美子，谷口幸子，溝岡智恵美  
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第２０回松下杯親善バウンドテニス大会 ２００７．７．１５ 廿日市市大野体育館 ◆大会役員 ◇大会会長 河本 

正則 ◇大会副会長 三上 貴子 加茂 義弘 ◇大会委員長 田中 薫 ◆競技役員 ◇総務委員長 酒井 富子 ◇総

務副委員長 石田 勝美 ◇総務委員 向井 笑子 長岡 友子 竹林 静子 ◇競技委員長 吉田 優 ◇競技副委員長 

高山 美悠紀 ◇競技委員 河村 洋子 日宇 伸子 青木 司 ◇審判委員長 鯛原 潔 ◇審判副委員長 折本 孝子 

◇審判委員 岩本 良子 橋本 隼人 ◆選手 ◇ムクドリ 坪井 孝博 福田 妙子 白木 宏明 酒井 富子 見越 良

江 ◇メジロ 田中 薫 竹内 登茂子 清水 克代 片平 貞義 向井 笑子 ◇ウグイス 田中 京子 田村 賢一 片

山 宏 大島 武子 日宇 伸子 ◇カナリヤ 長沢 富子 小松 勝子 近藤 政勝 河村 洋子 岡本 伸也 ◇キジバト 

加茂 義弘 折本 孝子 岩本 良子 末田 忠子 丸野 新作 ◇ヒバリ 谷口 幸子 橋本 幸男 新畑 洋子 茶堂 孝

明 門田 和弘 ◇ツバメ 河本 正則 根岸 朗 長岡 友子 林 襟子 妙見 毅一郎 ◇セキレイ 三上 貴子 寺本 

喜久枝 空中 穣二 数村 悟 三原 邦正 ◇ホウジロ 立畠 昭 八木 美恵子 高津 久一 石田 勝美 松尾 きよ子 

◇シジュウガラ 折出 敏秀 清水 みちえ 渡辺 利恵子 橋本 隼人 佐伯 幸一 ◇ホトトギス 多田 利夫 内藤 

忠枝 小松 勝見 鯛原 潔 大江 ちどり ◇ブンチョウ 広畑 浅信 青木 司 森本 可祝 田中 典代 吉田 優 

第６回広島市バウンドテニス大会おりづる杯 ２００７．７．２２ 広島市中区スポーツセンター ◆大会役員 ◇大

会会長 磨井 祥夫 ◇大会副会長 吉本 征司 ◇大会委員長 今田 治文 ◆競技役員 ◇総務委員長 吉田 京子 

◇総務副委員長 木村 千鶴 ◇総務委員 横田 サヨ子 吉原 文子 新保 富美子 渡部 達也 河浜 多美子 古川 

ミカ ◇競技委員長 北田 葉子 ◇競技副委員長 半田 博子 ◇競技委員 金山 律江 西岡 由美 蔵田 洋子 新

保 博 内田 みさ保 ◇審判委員長 大東 智樹 ◇審判副委員長 今村 弘美 ◇審判委員 立畠 昭 折出 敏秀 石

井 哲二 山肩 脩 葭川 斉 山根 照美 加藤 陵子 ◆選手 ◇ハンカチ王子 北田 英夫 村島 幸子 三次 俊彦 

平賀 ケイ子 西岡 康子 ◇マー君 吉原 文子 草場 弘子 岩重 由三子 北川 滉 長重 良子 ◇エビちゃん 栩

木 美子 沖 博明 山本 恒 木山 淑子 宝専 清美 ◇やまピー 古川 ミカ 溝岡 智恵美 瀬尾 ヒデコ 今田 治

文 秋田 マユミ ◇壁打ち王者 石井 哲二 前田 町子 兼広 亜希 富川 和璋 伊勢崎 千恵美 ◇ブログ 松本 

みゆき 吉村 一枝 小松 勝子 田中 典代 橋本 幸男 ◇ワンセグ 大東 智樹 田神 敬子 熊本 美津江 広兼 文

子 茶堂 孝明 ◇デコメール 森本 可祝 朝日南 千秋 梅木 淳子 小林 司郎 牧田 妙子 ◇プラズマ 横田 サ

ヨ子 青山 明美 森本 季子 堀川 靖子 山内 悠也 ◇地デジ 三浦 薫 中須賀 美代子 栗栖 冨美 平葦 和久 

相本 理恵 ◇どんど晴れ 久保 成子 内藤 忠枝 沖 和博 清水 克代 吉本 征司 ◇千の風 高見 いつみ 橋本 

美枝子 渡部 達也 檜皮 康江 渡辺 利恵子 ◇のだめ 半田 博子 樋口 俊則 上東 玲子 和木 直子 ◇バベル 

大東 直樹 白木 宏明 豊原 恵利子 呑田 直美 古川 明美 ◇大日本人 磨井 祥夫 河井 隆夫 石川 洋子 清水 

恵子 福間 公子 ◇脳トレ 内田 みさ保 片山 宏 河岡 啓子 長谷川 とも子 新保 博 ◇ホットヨガ 山根 照

美 橋本 喩 田中 登子 上垣内 のぞみ 川口 幸子 ◇岩盤浴 空中 穣二 澤崎 順子 兼子 元子 岡本 伸也 沖

中 春子 ◇ブートキャンプ 折出 敏秀 大島 千代 伊原 のり子 近藤 政勝 佐伯 幸一 ◇ロデオボーイ 岡吉 

真由美 今村 弘美 玉村 麗子 林 襟子 池田 真由美 ◇宮崎地鳥 竹下 康裕 掛谷 弘恵 大田 誠治 藤岡 妙子 

谷山 信恵 ◇メガマック 加藤 陵子 久保田 万寿恵 伊達 瞳 北田 葉子 山肩 脩 ◇五穀米 小松 明美 大島 

英一 中田 敏彦 木村 千鶴 松若 みつ子 ◇紅茶ビール 立畠 昭 立畑 信子 大谷 由美 田中 正治 末田 忠子 

◇サプリ 河浜 多美子 鈴木 英世 松岡 伝 葭川 斉 富川 千鶴子 

くすのきプラザ開館記念第１１回府中つばき杯バウンドテニス大会 ２００７．８．２６ 安芸府中生涯学習センター

くすのきプラザ ◆大会役員 ◇大会会長 吉村 尚 ◇大会副会長 浜崎 重道 ◇大会参与 磨井 祥夫 金山 律江 

◆競技役員 ◇大会委員長 佐藤 弘美 ◇大会副委員長 樽谷 倫子 ◇総務委員長 田神 敬子 ◇総務副委員長 

中須賀 美代子 ◇総務委員 吉村 一枝 前田 町子 大島 千代 溝岡 智恵美 植岡 幸子 三宅 のり子 宮口 恵理 

◇競技委員長 長谷川 育恵 ◇競技副委員長 沖 博明 ◇競技委員 力山 美代子 下村 範子 水島 真智子 亀川 

由美子 長谷川 恵子 石崎 瞳 青山 明美 ◇審判委員長 藤井 幹子 ◇審判副委員長 沖 和博 ◇審判委員 久

保田 万寿恵 朝日南 千秋 橋本 喩 小林 トミ子 大尾 公美 大島 英一 ◆選手 ◇つばき 吉村 尚 内田 みさ

保 北川 滉 田中 典代 長岡 友子 清光 美代子 ◇ゆり 沖 和博 木村 千鶴 沖津 由子 古川 陽子 石田 勝

美 青山 明美 ◇ひまわり 小林 トミ子 蔵田 洋子 空中 穣二 木山 淑子 小松 勝子 山口 照子 ◇すずらん 

浜崎 重道 大島 武子 佐伯 幸一 末田 忠子 堀川 靖子 石崎 瞳 ◇すいせん 前田 町子 折出 敏秀 吉原 文

子 清水 恵子 内藤 忠枝 掛谷 弘恵 ◇さくら 吉村 一枝 今田 治文 谷口 幸子 和木 直子 上垣内のぞみ 

濱本 英子 ◇あじさい 久保田万寿恵 田中 薫 北田 葉子 山内 悠也 伊勢崎千恵美 大下 芙紗子 ◇あさがお 

水島 真智子 磨井 祥夫 平葦 和久 藤岡 妙子 宮口 恵理 ◇あやめ 大島 英一 半田 博子 呑田 直美 河村 

洋子 立畑 信子 溝岡 智恵美 ◇コスモス 力山 美代子 森本 可祝 清水 みちえ 古川 明美 橋本 喩 三宅 の

り子 ◇バラ 長谷川 恵子 石井 哲二 新畑 洋子 兼子 元子 佐藤 弘美 後河内 龍一 ◇カトレア 樽谷 倫子 

田中 京子 大東 直樹 上東 玲子 林 襟子 川手 俊治 ◇ダリア 朝日南 千秋 大東 智樹 樋口 俊則 福田 妙

子 大江 ちどり 大島 千代 ◇アネモネ 松林 まさ子 西岡 由美 松本 みゆき 橋本 隼人 調枝 初子 八島 恵

美 ◇ガーベラ 正木 しのぶ 立畠 昭 小谷 満子 槇原 八重子 寺本 喜久枝 植岡 幸子 ◇パンジー 下村 範

子 北田 英夫 森 雅枝 酒井 富子 尾崎 麻美 大谷 由美 ◇タンポポ 中須賀 美代子 今村 弘美 広兼 文子 

岩本 良子 渡辺 利恵子 瀬尾 信枝 ◇サルビア 藤井 幹子 橋本 幸男 横田 サヨ子 梶岡 清美 大尾 公美 入

川 真弓 
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