
 

 

 

第２２回もみじカップバウンドテニス大会 ２０１１．１０．２２－２３ 広島市佐伯区スポー

ツセンター ◆大会役員 ◇大会顧問 釣谷 尚正 ◇大会会長 岸田 文雄 ◇大会副会長 林 

正夫 森戸 曠敬 ◇大会参与 衣笠 剛 増谷 寛 ◆競技役員 ◇大会委員長 磨井 祥夫 ◇

大会副委員長 吉原 文子 ◇総務委員長 横田 サヨ子 ◇総務副委員長 新保 富美子 ◇総

務委員 木村 千鶴 古川 ミカ 河浜 多美子 鮎川 鈴子 田神 敬子 ◇競技委員長 西岡 由

美 ◇競技副委員長 蔵田 洋子 沖 和博 ◇競技委員 新保 博 半田 博子 藤井 幹子 溝

岡 智恵美 長沢 富子 大東 智樹 ◇審判委員長 三上 貴子 ◇審判副委員長 河本 正則 

吉村 尚 ◇審判委員 後河内 龍一 田中 薫 加茂 義弘 今田 治文 橋本 幸男 青木 司 

谷口 幸子 折本 孝子 野口 健次 清水 みちえ 酒井 富子 折本 重信 松本 雅知 ◇広報

委員 下村 範子 ◆選手 ◇女子ダブルス 竹内 登茂子 木村 千代 酒井 富子 内田 みさ

保 由比 美保 香畑 由美子 北田 玉枝 山根 照美 檜皮 康江 三浦 薫 新畑 洋子 高山 

美悠紀 斎賀 キヨ子 八木 美恵子 中野 八千代 堀北 妙子 藤川 洋子 呑田 直美 蔵田 

洋子 大谷 由美 広兼 文子 松本 みゆき 井内 春代 清水 みちえ 日宇 伸子 國宗 直美 

川崎 幸子 大片 尚美 横田 サヨ子 長岡 友子 愛甲 洋美 植岡 幸子 大江 ちどり 畑 照

美 西岡 由美 河浜 多美子 谷山 信恵 河村 洋子 菊川 富美子 戸井 綾子 石崎 瞳 山

口 照子 椛島 菜美江 喜田ノエリア 岡田 恵美子 大西 小波 鮎川 鈴子 粂野 多恵 山田 

実千代 野崎 智代 福田 妙子 栩木 美子 古川 ミカ 大久保 都 古市 文恵 久保 成子 

藤井 幹子 小松 明美 廣本 淑子 谷口 幸子 石田 初子 朝日南 千秋 下村 範子 三上 貴

子 森本 季子 久保田 万寿恵 臼井 澄子 堀口 佐和子 森本 可祝 山谷 恵子 松林 まさ

子 藤原 美貴 田村 美和子 明石 香子 内藤 俊子 新保 富美子 溝岡 智恵美 小谷 満子 

奥田 ひとみ 木村 正美 青山 明美 清水 恵子 樽谷 倫子 中石 裕子 折本 孝子 土田 悦

子 梶岡 清美 加納 春美 藤原 圭子 寺本 喜久枝 木村 千鶴 中島 倫子 加登 律子 田

神 敬子 笹木 博子 中島 京子 長沢 富子 八島 恵美 力山 美代子 吉田 京子 久我 和子 

神野 昭子 ◇混合ダブルス 森本 季子 福吉 慎次 河本 美苗子 鮎川 鈴子 松本 佳代子 

金村 英行 松本 茂雄 押川 智明 野口 健次 高山 美悠紀 田口 伸子 矢野 俊治 岡田 恵

美子 井内 剛士 辻 正之 吉山 哲夫 堀川 靖子 中津井 静美 橋本 伸 本池 浩次 横尾 

順二 長山 眞弓 善岡 敏子 後河内 龍一 澤崎 順子 山本 恒 井内 春代 大島 英一 谷

山 信恵 北田 玉枝 河村 瞳 長沢 富子 今村 重喜 藤本 賢一 久保 成子 椛島 菜美江 

前田 浩史 戸井 健治 大橋 俊文 池田 勉 藤原 健一郎 藤井 幹子 蔵田 洋子 石川 哲也 

中島 京子 香畑 由美子 高橋 忠和 内藤 俊子 久保田 万寿恵 葭川 斉 折本 孝子 松田 

幸治 八木 美恵子 山田 実千代 堀口 佐和子 青木 司 三井 由美 小谷 満子 吉川 健斗 

林 和雄 磨井 祥夫 大野 利幸 由比 美保 奥田 ひとみ 川崎 幸子 松岡 千代子 畑 照美 

清水 みちえ 朝日南 千秋 高見 いつみ 豊田 敏夫 中黒 英司 岡本 綾 松本 稔 岡﨑 英

治 力山 美代子 植岡 幸子 竹下 康裕 園木 一博 久我 和子 愛甲 洋美 大江 ちどり 

杉野 政子 田中 登子 森 俊二 多田 利夫 山谷 久夫 三村 邦子 白木 宏明 三上 貴子 

高林 純子 藤田 智裕 松本 雅知 中田 七生 橋本 幸男 宮本 洋子 岩本 良子 片山 宏 

石田 初子 河浜 多美子 空中 穣二 岡本 賢聖 粂野 多恵 河本 正則 清水 靖夫 沖 博明 

香畑 重美 岩佐 久男 山本 敏子 野崎 智代 中田 路之 木村 千鶴 田中 薫 藤原 圭子 

沖 和博 大東 智樹 三井 良宏 折本 重信 木村 正美 和田 学 貞永 悦子 古庄 隆一 河

野 優 加納 春美 臼井 澄子 鈴川 理絵 谷口 幸子 堀北 妙子 広兼 文子 小林 司郎 田

中 徹 加茂 義弘 玉井 久男 河野 照彦 廣本 淑子 田中 正治 中野 八千代 戸井 綾子 

立畠 昭 小倉 英雄 溝岡 智恵美 小笠原 恵子 今田 治文 折出 敏秀 山谷 恵子 横田 サ

ヨ子 藤原 美貴 近藤 政勝 村上 大志 神野 昭子 原田 郁朗 柳沢 繁夫 古川 ミカ 中

田 敏彦 阿部 貴司 西岡 由美 弘中 博昭 由比 孝男 神野 広輝 佐々木 良三 呑田 直美 

喜田 ノエリア 梶岡 清美 久我 隆雄 中石 裕子 梶岡 和司 
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は じ め に 

 

 

広報委員会（当時Web委員会）は，ホームページ作成を目指して 2000年 4月に設立されまし

た。ホームページが公開されて半年が経過した 2002 年 3 月の会議で「年報を作ろう！」と決議

し，2003年 4月に第 1号を発行し，ついに今年で 10回目となりました。取材に協力していただ

いた方々，年報を温かく見守っていただいた方々に厚く御礼申し上げます。 

その年度に開催された行事を写真入りで解説し，広島県の BT 事業を記録しながら，読んで楽

しい年報を志向してきました。みなさんにバウンドテニスを十分に楽しんでもらう。さらに，広

報委員自身も年報作成の過程を楽しんでしまうという意図もありました。スポーツの楽しみ方に

は「する，みる，ささえる」があると言われていますが，年報作成は「ささえる」楽しみでもあ

ります。そして，この「ささえる」ことが，バウンドテニスの継続や新規愛好者の獲得に微力で

はあるが，確実に貢献していると信じています。 

というのも，ここ 10 年ほどのバウンドテニス界は，(1)全体的な技能レベルが向上し，トップ

選手の試合では「みる」楽しみがある。しかしながら，(2)新規の愛好者が増えず，愛好者の高齢

化が進んでいる，という傾向がみられます。日本バウンドテニス協会でも，普及を推進するため

に，各都道府県協会に数値目標の設定（サークル新設数，新規資格獲得者数など）を促していま

す。広島県では，３つの支部協会がそれぞれ独自に市区町村内での普及に努めていますが，未普

及地域での活動は十分であるとは言えません。普及の成果は一朝一夕には現れません。地道な努

力が必要です。時に特定の方に大きな負担がかかることもあり，これを皆で支援する雰囲気・環

境が必須です。10 年，20 年の長期にわたり将来を見据えながらバウンドテニスを盛り立ててい

くことが求められています。 

最後に，バウンドテニスの会員数のデータを出してみました。人口の多い都道府県は相対的に

会員数も多いので，「人口 100 万人当りの会員

数」で示しました。広島県は 148 人，つまり，

100 万人中 148 人がバウンドテニスの会員で，

全国で 13番目です。（全国平均では 98人） 

この数値の大きい（普及している）都道府県は， 

福井県（385人），山梨県（305人），鳥取県（234人）， 

福岡県（220人），佐賀県（218人）です。 

 

 

2012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 

2011年 

  4/8 安芸府中支部協会総会 ○府  府中公民館 

  4/15 広島県バウンドテニス協会総会 中区 SC 

  4/17 広島市支部協会総会 ○広  中区本川小学校 

  4/17 第 10回広島市交流大会 ○広  中区本川小学校 

  4/17 廿日市市支部協会総会 ○廿  大野体育館 

  4/29 全日本BT選手権広島県大会         ○広  佐伯区 SC 

  5/14,21,28 廿日市市バウンドテニス初心者教室（3回） ○廿  小方公民館 

  5/22 第 22回広島県 BTダブルス選手権大会 佐伯区 SC 

  5/28 安芸府中親善大会 ○府  府中町立体育館 

  6/9 広島市バウンドテニス体験会  安佐南区東野公民館 

  6/12 第 15回府中つばき杯 BT大会 ○府  くすのきプラザ 

6/23, 8/1 広島市バウンドテニス体験会 ○広  安佐南区東野公民館 

6/23,10/20 広島市バウンドテニス体験会 ○広  南区 SC 

  6/25, 26 第 29回全日本 BT選手権大会 ○J  東京体育館 

  7/10 第 24回松下杯親善 BT大会 ○廿  大野体育館 

7/11 バウンドテニス体験会 安佐南区 SC 

  7/24 第 10回広島市 BT大会おりづる杯 ○広  佐伯区 SC 

  7/26 安芸府中バウンドテニス講習会 ○府  府中町立体育館 

8/21 広島市審判講習会 ○広  中区千田小学校 

  8/28 第 29回広島県 BT親善大会 佐伯区 SC 

  9/11, 11/20 安芸府中バウンドテニス教室 ○府  府中町立体育館 

  9/24,25 リフレッシュ講習会 大野体育館 

10/2 第 10回広島市 BTコスモス大会 ○広  佐伯区 SC 

 10/3,10,17 廿日市市バウンドテニス初心者教室（3回） ○廿  平良体育館 

10/4 安芸府中親善大会 ○府  府中公民館 

10/10 バウンドテニス講習会（広島大学公開講座） 黒瀬 B&G海洋センター 

10/10 広島市バウンドテニス体験会 ○広  安佐北区 SC 

 10/15,16 第 15回日本 BTゴールド大会 ○J  山梨県 

10/22,23 第 22回もみじカップ BT大会 佐伯区 SC 

10/23 広島市バウンドテニス体験会 ○広  安芸区中野小学校 

11/5~7 第 24回全国スポーツレクリエーション祭 ○J  栃木県 

 11/13 第 23回商工会会長杯 BT大会 ○廿  大野体育館 

11/19 広島市審判講習会 ○広  中区 SC 

12/4 安芸府中審判講習会 ○府  府中体育館 

 12/11 第 7回中国ブロック BT選手権大会 ○J  佐伯区 SC 

 12/18 第 13回野村杯クリスマス BT大会 ○廿  大野体育館 

○J JBTAIF  ○府安芸府中 BT協会  ○廿廿日市市 BT協会  ○広広島市 BT協会 
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開催日 行 事 場 所 

2012年 

  1/8 審判員資格認定試験 大野体育館 

  1/15 平成 24年度 全日本 BT選手権大会広島県予選会 大野体育館 

  1/28,29 第 9回安芸グランドホテル杯きんさい BT大会 大野体育館 

  2/13～18 広島市バウンドテニス体験会 ○広  東区戸坂小学校 

  2/19 戸坂学区町民バウンドテニス大会 ○広  東区戸坂小学校 

  2/26 第 22回広島県 BTシングルス選手権大会 佐伯区 SC 

  3/4 第 19回中国ブロック BT親善交流大会 ○J  岡山県 

○J JBTAIF  ○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 2011年 4/1 5/13 6/3 7/8 8/5  9/9 10/7 11/11 12/2 

 2012年 1/6 2/3 3/2 

総務委員会 2011年 4/13, 14, 21, 26, 28 5/12 6/16 7/26 9/22 10/27 11/24 

  2012年 3/15 

 指導委員会 2011年 9/12  2012年 3/7 

 広報委員会 2011年 4/9 5/14 8/27 11/12  2012年 2/18 3/31 

 IT委員会 2011年 7/23 

 

 中国ブロック BT連絡協議会 理事会  2012年 3/4 

 

 JBTAIF 理事会  2011年 6/2 6/24 11/26 2012年 3/10 

 評議員会 2011年 6/24 

 

 ※JBTAIFは「一般財団法人日本バウンドテニス協会」の略です。 
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広島県バウンドテニス協会 総会 

 

■日 時 2011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会議室 

■出席者 出席者 25名 委任状 7名（総会定数 36名） 

■議 題 

1．2010年度（平成 22年度）事業報告，会計報告，監査報告 

2．役員改選 

3．2011年度（平成 23年度）事業計画，予算案 

4．規約改定 

5．報告事項 (1)（一財）日本バウンドテニス協会理事会報告 

 (2) 中国ブロックバウンドテニス連絡協議会理事会報告 

 (3) 支部協会報告 

6．東日本大震災の義援金 

 

2 年間の役員任期が 3 月に終了し，今年度の総会では役員選出が行われた。常任理事，理事

などで数名の退任と新任が決まった。その中で，これまで長年にわたって広島県協会を支えて

いただいた金山副理事長の退任があった。会議や事務作業の場の提供，コートなどの用具や書

類の保管などでお世話になっただけでなく，他県協会との交流・折衝など広島県協会の発展を

みすえた推進役として多方面で活躍し努力していただいた。今後は一会員としてバウンドテニ

スを心から楽しんでいただきたい。 

今年 3 月 11 日の東日本大震災では広範囲の地域で大きな被害があった。総会の開会前に，

被害に遭われた方々の冥福を祈り黙祷を捧げた。岸田会長の挨拶にあったように，我々は大好

きなバウンドテニスを自由に楽しむことができる，そういう状況が幸せなことだと改めて感じ

ている。人間が生存するために衣食住が不可欠であるが，より良く生きていくためにはスポー

ツは大きな可能性があり，それを最大限に活かしていきたい。被災地の復旧・復興が１日でも

早くなされることを願っている。 
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安芸府中バウンドテニス協会 総会 

 

■日 時 2011年 4月 8日（金）19：00～21：00      

■場 所 府中公民館 

■出席者 31名                      

■議 題 

  * 2010年度事業報告                                            

  * 2010年度決算報告                                    

  * 2011年度役員             

     会長  吉村 尚          

     副会長 朝日南 千秋，神野 恭子   

     県協会常任理事の沖 博明の辞任により新常任理事に沖 和博を推薦した。 

     県協会理事に後河内 龍一，田神 敬子，溝岡 智恵美の 3名を推薦した。         

  * 2011年度事業計画 

     安芸府中親善大会 ······················ 5月 28日（土），10月 4日（火） 

     府中つばき杯 ···························· 6月 12日（日） 

     BT教室 ··································· 9月 11日（日），11月 20日（日） 

     BT体験会 ································ 7月 26日（火） 

     広島県シングルス選手権大会 ······· 2月 26日（日） 

  * 2011年度予算 

  *府中町体育協会役員について 

体育協会理事    吉村 尚   

体育協会評議委員  後河内 龍一，八島 恵美    

  * 第 15回つばき杯について 

     つばき杯の要項の発送と申込締切日を確認した。 

     今年度から総務委員会，指導委員会，大会運営委員会の各委員長の交代と若干の 

     メンバー交代に伴い打ち合わせに時間を取った。 

                       

   

 

 

 

 

 総務委員会  大会運営委員会 
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廿日市市バウンドテニス協会 総会 

 
■日 時 2011年 4月 17日（日）9：00～10：00 

■場 所 廿日市市大野体育館 

■出席者 57名 

■議 題 

  １．2010年度 事業報告 

  ２．2010年度 決算報告 

  ３．監査報告 

  ４．2011年度 事業計画（案） 

   廿日市市バウンドテニス協会主催事業（大野体育館・小方公民館・平良体育館） 

・第 24回市民スポーツ大会（バウンドテニスの部）     4月 17日（日） 

・第 24回松下杯親善バウンドテニス大会          7月 15日（日） 

・第 23回商工会会長杯バウンドテニス大会         10月 14日（日） 

・第 13回野村杯クリスマスバウンド大会          12月 16日（日） 

・バウンドテニス初心者教室（3回コース）    5月 14日～28日（毎週土） 

・バウンドテニス初心者教室（3回コース）    10月 3日～17日（毎週月） 

５．2011年度 予算案 

６．役員改選について 県協会新役員，スポーツ協会役員，廿日市市協会役員の紹介。 

７．その他 

 広島県協会事業 担当大会について 

 ・第 29回広島県バウンドテニス親善大会 8月 28日（日）（佐伯区スポーツセンター） 

 ・県総会報告,指導委員会報告，IT委員会報告 

 ・今年度のリフレッシュ講習会について 

 ・廿日市市スポーツ協会事業協力要請について 

 ・「東日本大震災義援金」の呼び掛けについて 

承認事項については全員一致で意義なく承認された。 

■概 要 

 総会開始に先立ち，3月 11日に発生した東日本大震災で被災された方々の冥福を祈り全員で黙

祷を捧げた。終了後には第 24回市民スポーツ大会が盛大に開催された。 
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広島市バウンドテニス協会 総会 
 

■日 時 2011 年 4 月 17 日（日）12：00～13：00 

■場 所 広島市本川小学校体育館 

■出席者 64 名 委任状 113 名（総会定数 195 名） 

■議 題 

1. 2010 年度 事業報告 

2. 2010 年度 決算報告，監査報告 

3. 2011 年度 役員 

4. 2011 年度事業計画 

5. 2011 年度予算案 

6. 報告事項 

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 

7. その他 

・東日本大震災義援金報告 

■概 要 

3月 11日の東日本大震災で被害に遭われた方々の冥福を祈り全員で黙祷を捧げた後で総会が

開会され、議題は全て異議なく承認された。 

また、すでに個人やクラブなどでいろいろな方面に震災の義援金を拠出しているにも関わら

ず、総会開催に伴い広島市協会が各クラブに呼びかけた義援金が 98,000円に達し、中国新聞社

事業部を通じて被災地に届けられる事が報告された。 

総会の最後に、協会員全員を対象とした広島市バウンドテニス協会設立 10周年記念品（図書

カード）が、クラブ代表者に贈呈された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総会終了後には広島市交流大会が開催され、バウンドテニスで楽しいひと時を過ごした。 

本川小学校体育館 
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平成 23年度 全日本バウンドテニス選手権大会 広島県大会 

 

■日 時 2011年 4月 29日（水）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  

■成 績  

 

  全日本大会を目指し、佐伯区スポーツセンターで熱戦が繰り広げられ、以下の選手が広島県

代表としての出場権を手にすることができた。 

 

ダブルス男子 

・フリー代表選手   大東 直樹・山内 悠也 

・ミドル代表選手  後河内 龍一・沖 和博  

・シニア代表選手 小林 司郎・竹下 康裕 

             田中 薫・青木 司(中国 B) 

           河本 正則・立畠 昭(全日本) 

ダブルス女子 

・フリー代表選手    国宗 直美・八島 恵美 

           藤井 幹子・溝岡 智恵美(中国 B) 

・ミドル代表選手  河浜 多美子・新保 富美子 

           蔵田 洋子・半田 博子(中国 B) 

           三上 貴子・長沢 富子(全日本) 

・シニア代表選手   力山 美代子・松林 まさ子 

            山根 照美・横田 サヨ子(中国 B) 

 

シングルス男子 

・フリー代表選手  山内 悠也 

 北田 英夫 

・ミドル代表選手  河内 龍一  

           竹下 康裕 

・シニア代表選手  河本 正則 

 立畠 昭 

シングルス女子 

・フリー代表選手   粂野 多恵 

            藤井 幹子 

            折本 孝子(中国 B) 

・ミドル代表選手   木村 千鶴 

         松本 みゆき 

            長沢 富子(中国 B) 

・シニア代表選手   高山 美悠紀 

                          岩本 良子 

            横田 サヨ子(中国 B) 

 

がんばれ広島！！ 
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第 22回 広島県バウンドテニス ダブルス選手権大会 

 

■日 時  2011年 5月 22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 

■運営担当 広島市バウンドテニス協会 

■参加者 98名 

■成 績 

男 

子 

クラス 優 勝 準優勝 第 3位 

A 
後河内 龍一・沖 和博 

（安芸府中） 

青木 司・田中 薫 

（廿日市） 

折出 敏秀・空中 穣二 

（坂・戸坂キャッツ） 

B 
今村 弘美・今田 治文 

（青崎・牛田） 

石井 哲二・岡崎 英治 

(千田) 

松本 茂雄・山本 成史 

（廿日市） 

C 
広畑 浅信・中上 雅民 

(廿日市) 

田中 正治・和田 学 

（牛田・鈴が峰） 

伊藤 烈・上杉 利幸 

（安佐北） 

 

    

 
  

青春よ永遠に。 

 

 選手曰く、「昔のコンビで／初めて参加／目的達成／絶好調／自信なかったけど／疲れ

ました／また来年も頑張るぞ」と。人生って楽しいのが１番！ 

 

 

 

女 

子 

クラス 優 勝 準優勝 第 3位 

A 
長沢 富子・三上 貴子 

（廿日市） 

折本 孝子・西岡 由美 

（廿日市・広島 BTFC） 

山根 照美・横田 サヨ子 

（比治山） 

B 
國宗 直美・八島 恵美 

（安芸府中） 

清水 恵子・広兼 文子 

（千田） 

松林 まさ子・石崎 瞳 

（安芸府中） 

C 
大島 武子・小谷 満子 

（廿日市・オリーブ） 

大片 直美・藤川 洋子 

（リリーズ） 

加登 律子・中島 倫子 

（安芸府中） 

 

   

 

 

 笑顔も素敵。 

 

選手曰く、「意外にも初めて優勝／みんなのおかげ／緊張しなかった／80歳ですが優勝

しました／これからももちろん勝利にむけて練習します」と。 

お肌つやつや、いつまでもラケットを持ち続けて仲良くダブルス、ダブルス。 
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2連覇おめでとう！ 

第 29回 全日本バウンドテニス選手権大会 

   

■日 時 2011年 6月 25日 (土), 26日 (日) 

■場 所 東京体育館                    

■主 催 一般財団法人 日本バウンドテニス協会 

■参加者 広島県から選手 31名 

ダブルス 12組，シングルス 16名 

      大会役員 1名 

■広島県選手の成績 
 

ダブルス シングルス 

 
男子 

  フリー 

大東 直樹・山内 悠也 2回戦 男子 

フリー 

大東 直樹 2回戦 

  北田 英夫 1回戦 

ミドル 
沖   和博・後河内 龍一 2回戦 

ミドル 
後河内 龍一 3回戦 

  竹下 康裕 1回戦 

シニア 

河本 正則・立畠  昭 ベスト 16 

シニア 

田中  薫 3回戦 

青木  司・田中  薫 2回戦 立畠  昭 ベスト 8 

小林 司郎・竹下 康裕 2回戦 河本 正則 ベスト 16 

 
女子 

  フリー 

藤井 幹子・溝岡 智恵美 ベスト 8 女子 

 フリー 

折本 孝子 2回戦 

國宗 直美・八島 恵美 ベスト 16 藤井 幹子 2回戦 

  粂野 多恵子 2回戦 

ミドル 

三上 貴子・長沢 富子 優 勝 

ミドル 

長沢 富子 ベスト 16 

蔵田 洋子・半田 博子 2回戦 木村 千鶴 3回戦 

河浜 多恵子・新保 富美子 1回戦 松本 みゆき 3回戦 

シニア 

横田 サヨ子・山根 照美 ベスト 8 

シニア 

横田 サヨ子 2回戦 

松林 まさ子・力山 美代子 1回戦 高山 美悠紀 3回戦 

  岩本 良子 3回戦 

 

                               

                                

             

 

           

 

 

 

 

■感 想 

今年の全国大会は、初出場の選手が多く緊張の中、闘志あふ

れるプレーの２日間だった。    

そんな中、女子ミドルの長沢・三上ペアが、なんと大会２連覇を達

成！！安定した力強さを感じた。 

来年は、東京体育館改修のため、１ヶ月早い５月の開催となる。 

さぁ、あなたも東京大会への切符を目指して頑張ろう！！  
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第 29回 広島県バウンドテニス親善大会 

■日 時  2011年 8月 28日（日）8：50～16：30 

■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 

■運営担当 廿日市市バウンドテニス協会 

■参加者  120名 

 

■成績 

 

 

順

位 
チーム名 リーダー 選       手 

Ａ
ブ
ロ
ッ
ク 

1 ぼんおどり 折本 孝子 松本 茂雄 加登 律子 上東 玲子 今田 治文 北野ルミ子 

2 うちわ 新保富美子 河浜多美子 古川 ミカ 田中 正治 佐々木良三 中黒 英司 

3 ふうりん 田中  薫 石田 勝美 朝日南千秋 宮崎 春子 大江ちどり 貞永 悦子 

4 はなび 笹木 博子 谷本 勝子 沖 和博 中須賀美代子 小松 明美 近藤 政勝 

5 ゆかた 竹内登茂子 根岸  朗 松本 雅美 磨井 祥夫 清水 恵子 山城屋美奈子 

Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク 

1 ひまわり 田村 賢一 大谷 由美 山口 照子 西岡 由美 栩木 美子 寺田 和義 

2 ほおずき 新畑 洋子 平原 貞夫 八島 恵美 立畠  昭 林  襟子 喜田ノエリア 

3 あさがお 長沢 富子 西本世良子 下村 範子 今村 弘美 堀川 靖子 白木 宏明 

4 りんどう 日宇 伸子 山本 五男 前田 町子 竹下 康裕 池田真由美 松若みつ子 

5 つきみそう 鯛原  潔 福田 妙子 加納 春美 縫部 輝雄 松本みゆき 松岡千代子 

Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク 

1 もも 広畑 浅信 数村  悟 樋岡 節子 木村 千鶴 古川 明美 森本 季子 

2 そうめん 青木  司 河村 洋子 樽谷 倫子 吉原 文子 玉村 麗子 松田 幸治 

3 ところてん 野口 健次 岩本 良子 吉村  尚 谷山 信恵 田村ミヨ子 広本 淑子 

4 すいか 清水みちえ 松尾きよ子 吉村 一枝 折出 敏秀 林  和雄 山谷 恵子 

5 かきごおり 粂野 多恵 長岡 友子 青山 明美 中田 敏彦 松本  勲 内田みさ保 

Ｄ
ブ
ロ
ッ
ク 

1 あゆ 高山美悠紀 八木三八子 植岡 幸子 石井 哲二 熊谷 恵子 弘中 博昭 

2 せみ 酒井 富子 沖田 松江 乙吉 幸江 小林 司郎 吉田 京子 河野 照彦 

3 かぶとむし 八木美恵子 矢口 一郎 國宗 直美 葭川  斉 横田サヨ子 善岡 敏子 

4 くわがた 田中 登子 寺本喜久枝 原田 咲美 蔵田 洋子 久保 成子 堺谷富士雄 

5 うなぎ 河本 正則 山本 成史 久保田万寿恵 伊勢崎千恵美 沖田 洋美 長山 眞弓 
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■概要と感想 

 1 チーム 6 名で、ダブルス 3 試合と BT ラリー戦 1 回の団体戦が行われた。得点はダブルス 1

点、BT ラリー戦は 2 点。BT ラリー戦を制するものは親善大会を制す！BT ラリーが勝敗の重要

な鍵となった。1位～5位まで全員が賞品を手に出来るのも楽しみの一つである。 

参加者の声：リーダーの采配が良く 1 位になれた／みんなに助けてもらいながら楽しくできた／

チームワークが良かった  
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第 24回 全国スポーツ・レクリエーション祭スポレクとちぎ 2011 

 

■日 時 2011 年 11 月 6 日(日), 7 日(月) 

     11 月 5 日(土)は、総合開会式、代表者会議、レセプション 

■場 所 真岡市総合体育館 

     総合開会式:栃木県総合運動公園、代表者会議とレセプション:真岡市ホテル静風荘、 

■主 催 文部科学省・栃木県・一般財団法人日本バウンドテニス協会他 

■参加者 42チーム 294名(栃木県 2チーム、6県が不参加) 

広島おりづる 新保 富美子(監督、選手兼任)、田中 正治 

佐々木 良三、中黒 英司、河浜 多美子、古川 ミカ 

■成 績  

広島県 

チーム別 BTラリー戦 22位（86回） 

ダブルス戦 コットンブロック 2位Ｇ1位 

スポレク・BTラリー戦 足利学校(田中 正治所属)    4位 

 男体山(河浜 多美子所属)    6位 

 川俣温泉(新保 富美子所属)14位 

 鬼怒川温泉(中黒 英司所属)26位 

 日光杉並木(古川 ミカ所属)29位 

 那須岳(佐々木 良三所属)  30位 

全体(各 1位) 

チーム別 BTラリー戦  大栄チェリーズ(鳥取県) 130回 

ダブルス戦 コットンブロック   仙台青葉の杜(宮城県) 

 ストロベリーブロック 寝屋川鉢かつぎ姫(大阪府) 

スポレク・BTラリー戦 五十里湖  120回 
 

■全国スポーツ・レクリエーションについて  

全国スポーツ・レクリエーション祭は、勝敗のみを競うのではなく、誰もが、いつでも、どこ

でも気軽にスポーツ・レクリエーション活動を楽しみ、交流を深めることを目的として、昭和

63年から各都道府県持ち回りで毎年開催されている、生涯スポーツの一大祭典です。 

 広島県でも第 15回大会(平成 14年)が開催されたが、今年の第 24 回大会をもって終了します。 

なお、バウンドテニス競技の開始式において、日本バウンドテニス協会釣谷尚正会長から、東

日本大震災義援金へのお礼がありました。 
 

■栃木県について 

 東京から東北新幹線で 50分ほどで、県庁所在地の宇都宮市に着きます。人口約 200万人。観光

地は日光東照宮、鬼怒川温泉、東武ワールドスクエアーなどがあります。真岡市は、栃木県の

南東部に位置し、今回大会のブロック名になった木綿といちごの町です。 

温かいもてなしに、参加した選手も勇気をもらいました。 
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第 22回 もみじカップバウンドテニス大会 

 

■日 時  2011年 10月 22日（土），23日（日） 

■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  女子ダブルス 60チーム，混合ダブルス 83チーム 

■成 績 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

■感 想 

 今年も楽しく激しく盛り上がりましたね！進化するバウンドテニス、胸のたかなりをおぼえま

した。県外の方との交流試合は大切にそしていつも注目していくべきものと実感しました。  

Aコース 優勝 

折本孝子・西岡由美 

（廿日市・広島 BTFC） 

 

準優勝 

戸井綾子・内藤俊子 

（徳島） 

 

第 3位 

長沢富子・三上貴子 

（廿日市） 

 
 

Bコース優勝 

香畑由美子・石田初子 

（福岡） 

Cコース優勝 

酒井富子・田村美和子 

（廿日市） 

Aコース 優勝 

阿部貴司・内藤俊子 

（徳島） 

 

準優勝 

河本正則・長沢富子 

（廿日市） 

 

第 3位 

池田勉・折本孝子 

（岡山・廿日市） 

Bコース優勝 

柳澤繁夫・畑照美 

（福井） 

Cコース優勝 

葭川斉・呑田直美 

（楠那わかば・千田） 

ベストドレッサー賞 

中石裕子・堀口佐和子 

（東京） 

ベストカップル賞 

由比孝男・由比美保 

（高知） 
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第 7回 中国ブロックバウンドテニス選手権大会 

 

■日 時  2011年 12月 11日（日）9：00～17：30 

■場 所  広島市佐伯区スポーツセンター 

■主 催  一般財団法人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 1組 ミドル 3組 シニア 7組 

            女子：フリー 7組 ミドル 8組 シニア 11組 

      シングルス 男子：フリー 4人 ミドル 8人 シニア 9人 

            女子：フリー19人 ミドル13人 シニア 15人 

■成 績 

 男子では、ミドルダブルスで太田・霜村ペアが４連覇。女子では、ミドルシングルスで長沢が

３連覇した。一方、男子ではダブルスフリーの池田・大橋ペア、シニアの戸田・袴田ペア、シ

ングルスフリー池田、女子ではダブルスミドルの木村・松本ペア、シングルスシニアの高山が

初制覇した。 
 

ダブルス  シングルス 

           

男 
 

子 

フリー 

1位 池 田  勉・大橋  俊文 岡山  

男 
 

子 

フリー 

1位 池田   勉 岡山 

     2位 北田  英夫 広島 

     3位 大橋 俊文 岡山 

ミドル 

1位 太田  保栄・霜村  丈明 鳥取  

ミドル 

1位 太田  保栄 鳥取 

2位 沖  和 博・後河内 龍一 広島  2位 福田  賢雄 鳥取 

3位 岡崎  英治・竹下  康裕 広島  3位 岩佐  久男 山口 

シニア 

1位 戸田  厚生・袴 田  清 岡山  

シニア 

1位 小林  司郎 広島 

2位 田 中  薫・小林  司郎 広島  2位 戸田  厚生 岡山 

3位 河本  正則・立 畠  昭 広島  3位 河本 正則 広島 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女 
 

子 

フリー 

1位 折本  孝子・西岡  由美 広島  

女 
 

子 

フリー 

1位 西岡  由美 広島 

2位 溝岡 智恵美・藤井  幹子 広島  2位 三上  貴子 広島 

3位 八島 恵美・國宗 直美 広島  3位 折本  孝子 広島 

ミドル 

1位 木村  千鶴・松本 みゆき 広島  

ミドル 

1位 長沢  富子 広島 

2位 河浜 多美子・新保 富美子 広島  2位 谷口  幸子 広島 

3位 谷口 幸子・中野 八千代 広島  3位 木村  千鶴 広島 

シニア 

1位 横田 サヨ子・山根  照美 広島  

シニア 

1位 高山 美悠紀 広島 

2位 寺本 喜久枝・笹木 博子 広島  2位 石 崎  瞳 広島 

3位 高山 美悠紀・岩本 良子 広島  3位 横田 サヨ子 広島 
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第９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 2012年 1月 28日（土），29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 38チーム 190名 

     茨城県，東京都，石川県，奈良県，大阪府，徳島県，香川県， 

高知県，愛媛県，岡山県，鳥取県，山口県，福岡県，佐賀県，広島県 

■試合結果 

 優 勝：ドリーマーズⅢ（広島，大阪） 

西岡由美・松本 稔・松本佳代子・折本孝子・三上貴子 

準優勝：TNKF（広島） 

田中京子・河本正則・田中 薫・谷口幸子・長沢富子 

第３位：いよかんとゆずぽんズ（高知,愛媛） 

藤原健一郎・植田早男・臼井澄子・越智こずえ・藤原美貴 
 

                                  

 

 

 

 

2位グループ 1 位：バラエティ（立畠 昭・太田保栄・内田みさ保・力山美代子・蔵田洋子） 

3位グループ 1 位：ハートフルやっさ（橋本幸男・浜田世里子・徳田由喜子・松本勲・松本さつき）         

4位グループ 1 位：なら・せんと君（馬場知世・荒木マスミ・清家律子・山尾卓巧・梶川勝） 

信枝賞：ブルースカイ（今村重喜・藤井佳子・中島京子・久我和子・今村悦子）      

またきんさい賞：かがわファイターズ（大西小波・畑雅幸・鎌倉正弘・新延重美・斎賀キヨ子） 
 

■感 想 

 １月の時期では記憶にない穏やかな気温の中，全国より 15都府県の仲間に参加していただいた。 

和やかな雰囲気に包まれ，試合は真剣に，親睦は賑やかで，この「きんさい大会」で皆に再会出

来た喜びを感じる。今回は福祉売店の協力を受け，惣菜パン各種,ぜんざい，やきいも,珈琲ショ

ップも出店した。来年は記念すべき第 10回大会です。またまたお楽しみがいっぱい有るかも!! 

友達を誘って，みんなできんさいね。スタッフ一同でお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

しみがいっぱい有るかも!!スタッフ一同お待ちしています。 
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平成 24年度 全日本バウンドテニス選手権 広島県予選会 

 

■日 時 2012年 1月 15日（日）9：00～17：00 

■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 

■参加者 ダブルス 21組（男子 4組，女子 17組），シングルス 42名（男子 9名，女子 33名） 

■成 績 

本予選会で全日本選手権大会の出場権を獲得した選手 

ダブルス 

男子 ミドル 後河内 龍一・沖 和博（安芸府中） 

男子 シニア 河本 正則・立畠 昭（廿日市・坂） 

女子 フリー 溝岡 智恵美・藤井 幹子（安芸府中） 

女子 ミドル 河浜 多美子・新保 富美子（東野・戸坂キャッツ） 

女子 シニア 清水 みちえ・八木 美恵子（廿日市） 

シングルス 

男子 ミドル 沖 和博（安芸府中），後河内 龍一（安芸府中） 

男子 シニア 河本 正則（廿日市），立畠 昭（坂） 

女子 フリー 折本 孝子（廿日市），藤井 幹子（安芸府中） 

女子 ミドル 谷口 幸子（廿日市），木村 千鶴（千田） 

女子 シニア 石崎 瞳（安芸府中），横田 サヨ子（比治山） 

 

 

 

平成 24 年度全日本選手

権大会は，会場である東

京体育館が改修のため，5

月に開催されることにな

った。例年より参加申し

込み期限が早まったため，

予選会は１月開催となっ

た。 

男子フリーはエントリ

ーがなかった。広島県の

出場枠を有効利用するた

め，本大会の出場選手から希望者を募り，ダブルスは小林 司郎・折本 重信（比治山・廿日

市），シングルスは折本 重信（廿日市）が出場権を獲得した。 

全日本選手権大会に初参加は，石崎 瞳，八木 美恵子，折本 重信の 3 選手。自分の良いプ

レーはもちろんのこと，悪いプレーも全部出して，のびのびと試合をして下さい。 

全日本選手権大会に出場する 23名 
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第 22回 広島県バウンドテニスシングルス選手権大会 

 

■日 時  2012年 2月 26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 

■運営担当 安芸府中バウンドテニス協会 

■参加者 81名 

■成 績 

男子 Aクラス Bクラス Cクラス 

優勝 
北田 英夫 

（鈴が峰） 

松本 茂雄 

（廿日市） 

矢口 一郎 

（廿日市） 

準優勝 
折出 敏秀 

（坂） 

大島 英一 

（安芸府中） 

松本 勲 

（南社保） 

第 3位 
河本 正則 

（廿日市） 

中田 敏彦 

（オリーブ） 

森 俊二 

（オリーブ） 

女子 Aクラス Bクラス Cクラス 

優勝 
三上 貴子 

（廿日市） 

清水 みちえ 

（廿日市） 

喜田 ノエリア 

（青崎） 

準優勝 
木村 千鶴 

（千田） 

新畑 洋子 

（廿日市） 

加登 律子 

（安芸府中） 

第 3位 
折本 孝子 

（廿日市） 

山口 照子 

（安芸府中） 

笹木 博子 

（廿日市） 

■感 想 

 集中力高まる中試合は始まり、静かな熱戦から勝利者の名が読み上げられるとともに、 

それこそどよめきと熱い視線を浴びながらの熱戦へと繰り広げられていった。 

  自分との闘いである個人戦だけに苦手という人もいるが、闘い後の達成感は人一倍だと 

思うので、きっとバウンドテニスがさらに楽しくなること間違いなし！と、呼びかけたい。 
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第 19回 中国ブロック バウンドテニス親善交流大会 

■日 時 2012年 3月 4日（日）9：00～17：00 

■場 所 岡山市六番川水の公園体育館 

■主 催 一般財団法人 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 3チーム 

岡山県 6チーム，広島県 9チーム，山口県 6チーム 

 

■成 績（広島県チーム） 

広島県チーム BTラリー戦 団体戦 (ダブルス) 

ＴＮＫＦ 3位 125回 後楽園 A 1位 

みやじま 6位 119回 後楽園 A 2位 

千田っ子 26位 91回 後楽園 B 2位 

安芸つばき 5位 120回 後楽園 B 3位 

がらくたパート 2 14位 104回 倉敷美観 A 1位 

折り鶴 4位 122回 倉敷美観 A 2位 

比治山っ子 7位 112回 倉敷美観 B 2位 

エンジョイ 16位 99回 倉敷美観 B 3位 

べにまんさく 20位 96回 倉敷美観 B 4位 

 

■感 想 

今大会は，11 月に開催される「ゴールド岡山大会 2012 」のリハーサルを兼ねた大会としたため，

開会式では入場行進が行われた。コート責任者がコート近くに常駐していたので試合の進行はスム

ーズであった。しかし，競技本部の運営に手間取ることがあったので，今後の課題となろう。閉会

式前の待ち時間に，選手を楽しませるなど臨機応変の対処は見事だった。 

広島県は 9 チームが参加した。4，5 年前は，団体戦はすべてのブロックで優勝するなど断トツの

成績であったが，近年は他県の実力向上もあり，全ブロック制覇は難しくなっている。中国ブロッ

ク全体の親善交流とレベルアップを主眼にした大会であるので，むしろこれは望ましい結果に近づ

いていると言えるだろう。 

県外大会に参加したことのない選手にとっては，結果を気にせずのびのびと試合ができるので，

この大会はお勧めだ。常連さんは強い選手よりも初参加となる選手を優先して誘ってみませんか。 
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広島市バウンドテニス交流大会 

 

■日 時 2011年 4月 17日（日）13：00～16：00 

■場 所 広島市本川小学校体育館 

■主 催 広島市バウンドテニス協会 

■参加者 62名 

■成 績 
 

団体戦チーム（クラブ名） 得点 サイコロ 最終得点 順位 

比治山 11 × 6 ＝ 66 1 

楠那わかば・フレンドリィ 10 ＋ 3 ＝ 13 2 

戸坂キャッツ・東野 13 × 1 ＝ 13 3 

安佐北・坂 11 ÷ 1 ＝ 11 4 

青崎・鈴が峰 2 ＋ 9 ＝ 11 5 

千田・本川 9 ＋ 1 ＝ 10 6 

牛田・比治山・Rパワーズ 10 － 4 ＝ 6 7 

リリーズ・広島 BTFC・オリーブ 9 － 5 ＝ 4 8 
  
※ 最終得点は団体戦の得点をサイコロを振って出た数字と最後に振る四則で計算する。 

※ 同点の場合はジャンケンで決定する。 
 

団体戦は 1ゲームごとに全員が交代しながら 8ゲームを戦う「リレー・ダブルス」を 3試合と、

ダブルス戦の成績が上位のチームと下位のチームでペアになり、ネットの片方を椅子に乗せて高

くした「リクライニング・ラリー戦」を 2回行なった。 
 

その結果を喜んだのも束の間．．．最終結果は今年も最後のサイコロに委ねられた。 

団体戦得点が最下位だった青崎・鈴が峰チームが、サイコロ至上初の快挙？「6 」ならぬ「9 」を

出して健闘したが、比治山チームが「×6 」を出してダントツの優勝を飾った。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

震災後で、バウンドテニスができる喜びを皆が改めて感じたひと時だったのではないだろうか。 

 

優勝した比治山チーム 

よっしゃ～♪   

ジャンケンの練習をせねば 



 

 

21 

第 15回 府中つばき杯バウンドテニス大会 

 

■日 時 2011年 6月 12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 

■主 催 安芸府中バウンドテニス協会 

■参加者 90名 

■成 績  

             

*くすのきコース*                     

１
位
Ｇ 

１位 ひまわり 朝日南 千秋 堺谷 富士雄 松本 勲 新保 富美子 樋岡 節子 

２位 たんぽぽ 原田 咲美 今村 弘美 粂野 多恵 小松 明美 吉村 尚 

３位 すずらん 溝岡 智恵美 森 俊二 葭川 斉 大片 尚美 神野 恭子 

２
位
Ｇ 

１位 あじさい 小林 トミ子 立畠 昭 喜田 ノエリア 明石 香子 掛谷 弘恵 

２位 すみれ 八島 恵美 小林 司郎 中黒 英司 林 幸恵 中島 倫子 

３位 さくら 下村 範子 田中 薫 寺田 和義 伊勢崎 千恵美 濱本 英子 

３
位
Ｇ 

１位 つばき 後河内 龍一 吉山 哲夫 内藤 忠枝 松若 みつ子 清光 美代子 

２位 あさがお 植岡 幸子 近藤 政勝 平賀 ケイ子 堀川 靖子 加登 律子 

３位 すいせん 樽谷 倫子 茶堂 孝明 善岡 敏子 楠木 茂 青山 明美 

*揚倉山コース* 

１
位
Ｇ 

１位 サルビア 山口 照子 橋本 幸男 佐々木 良三 大江 ちどり 乙吉 幸江 

２位 ヒヤシンス 加納 春美 山城屋 美奈子 田村 ミヨ子 村上 大志 大谷 由美 

３位 コスモス 藤井 幹子 河野 照彦 古田 耕一 松本 さつき 前田 町子 

２
位
Ｇ 

１位 バラ 石崎 瞳 空中 穣二 中田 敏彦 熊谷 恵子 瀬尾 信枝 

２位 パンジー 長谷川 恵子 河本 正則 玉村 麗子 上東 玲子 亀川 由美子 

３位 クレマチス 國宗 直美 白木 宏明 今田 治文 古川 明美 三宅 のり子 

３
位
Ｇ 

１位 カトレア 吉村 一枝 折出 敏秀 森本 季子 横見 綾子 松本 雅美 

２位 シクラメン 久保田 万寿恵 門田 和弘 林 和雄 田中 登子 調枝 美千代 

３位 ガーベラ 中須賀 美代子 山本 恒 古川 ミカ 栩木 美子 宮田 直哉 

                                                                  

 

 

                                 

 

    

                                        

 

 

 

選手宣誓 

ドキドキ緊張～！ 

 加登 律子さん 
 中島 倫子さん 

準備体操 

府中のアイドル、おにゃん子シ
スターズの３人です。センター
に選ばれたのは誰だぁ？ 
加納 春美さん 
溝岡 智恵美さん 

 藤井 幹子さん 

  

 

5名のラッキーさん 

小松 明美さん 

玉村 麗子さん 

粂野 多恵さん 

中黒 英司さん 

河野 照彦さん 

白そばの抽選会 

沖さんのくじ引きで 51名

中 5 名に安芸府中名物白

そばが当たるお楽しみ抽

選会でした。今日の夕食

ゲットできたね！ 

1 位 ひまわりチーム 1 位 サルビアチーム 
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広島市バウンドテニス協会設立 10 周年記念 

第 10 回 広島市バウンドテニス大会 おりづる杯 

 

■日 時 2011 年 7 月 24 日（日）9：00～16：30 

■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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・お楽しみイベント 

○サバイバルじゃんけん大会（代表者１名 対 全員のじゃんけん） 

無料招待券 小林 司郎（比治山），吉山 哲夫（山口），白木 宏明（山口） 

会長賞      長岡 一枝（青崎） 

10周年記念特別賞 伊勢崎 千恵美（比治山） 

・協会設立 10 周年記念大会として開催 

○プログラムに「おりづる杯の歴史」として過去全大会の記録などが掲載され，参加者の話

題になりました。 

○参加賞を豪華なものにしたので，これまでになくお得な大会でした。 

○毎回，チーム名が工夫される大会ですが，今回は，広島市の「名所」・「山」・「道」・「川」

や「10」にちなんだチーム名でした。 

○広島市バウンドテニス協会の更なる発展が期待されます。 

順位 チーム リーダー

1 縮景園 田中 正治 田神 敬子 田中 京子 古川 明美 山肩 脩

2 広島城 大片 尚美 酒井 富子 磨井 祥夫 茶堂 孝明 明石 香子

3 平和公園 木村 千鶴 中須賀 美代子 長岡 一枝 伊藤 烈 吉山 哲夫

4 マツダスタジアム 横田 サヨ子 下村 範子 松本 勲 北野 ルミ子 原田 郁朗

5 安佐動物園 吉本 征司 小林 トミ子 長沢 富子 松若 みつ子 大江 ちどり

1 海老山 池田 真由美 前田 町子 田中 薫 田村 ミヨ子 堺谷 富士雄

2 比治山 松本 みゆき 石崎 瞳 寺本 喜久枝 樋口 俊則 寺田 和義

3 武田山 新保 富美子 國宗 直美 縫部 輝雄 呑田 直美 木村 郁雄

4 江波山 岡吉 真由美 吉村 一枝 粂野 多恵 中田 敏彦 濱田 明子

5 黄金山 小林 司郎 久保田 万寿恵 河岡 啓子 福本 和志 福間 公子

1 鯉城通り 立畠 昭 掛谷 弘恵 西本 世良子 佐々木 良三 善岡 敏子

2 平和大通り 山谷 恵子 植岡 幸子 鯛原 潔 蔵田 洋子 山本 恒

3 並木通り 三浦 薫 沖 博明 田中 登子 宮崎 春子 河村 瞳

4 コイン通り 小松 明美 三宅 のり子 玉村 麗子 西岡 由美 弘中 博昭

5 本通り 空中 穣二 大谷 由美 林 幸恵 沖中 春子 藤川 みどり

1 猿猴川 折出 敏秀 乙吉 幸江 新畑 洋子 林 和雄 伊勢崎 千恵美

2 天満川 河浜 多美子 神野 恭子 鮎川 鈴子 河良 洋子 近藤 政勝

3 京橋川 栩木 美子 山口 照子 内藤 忠枝 岡﨑 英治 河野 照彦

4 太田川 竹下 康裕 加納 春美 渡部 達也 山田 幸江 松岡 千代子

5 元安川 葭川 斉 藤井 幹子 河村 洋子 上杉 利幸 堀川 靖子

1 南十字星 古川 ミカ 沖 和博 松本 茂雄 上垣内 のぞみ 川崎 美雪

2 夾竹桃 今村 弘美 八島 恵美 富川 千鶴子 長山 眞弓 森本 季子

3 ところてん 大東 直樹 朝日南 千秋 和木 直子 谷山 信恵 中津井 静美

4 とうかさん 清水 恵子 河本 正則 喜田 ノエリア 宝専 清美 白木 宏明

5 てんとう虫 久保 成子 青山 明美 谷本 勝子 松本 さつき 橋本 幸男

6 キャプテン 高見 いつみ 樽谷 倫子 中黒 英司 上東 玲子 沖田 洋美
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第 10 回 広島市バウンドテニス コスモス大会 

 

■日 時 2011 年 10 月 2 日（日）9：30～16：30 

■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 
 

競技は試合ごとに相手が変わっていくバラエティダブルス（予選 5 ゲームマッチ、順位決定戦

7 ゲームマッチ）と、クラブ別 6 人編成の BT ラリー戦（１分間・３回）がおこなわれた。 
 

□ バラエティ ダブルス 

順 位 M クラス F クラス 

１位グループ 優勝：松本 みゆき (千田) 

２位：橋本 幸男 (三原) 

３位：國宗 直美 (安芸府中) 

優勝：善岡 敏子 (岩国) 

２位：中島 倫子 (安芸府中) 

３位：大久保 都 (リリーズ) 

２位グループ １位：田中 薫 (廿日市) １位：森本 季子 (岩国) 

３位グループ １位：梶岡 清美 (東野) １位：澤崎 順子 (鈴が峰) 

４位グループ １位：朝日南 千秋 (安芸府中) １位：松岡 千代子 (岩国) 

５位グループ １位：梶岡 和司 (東野) １位：原田 咲美 (安芸府中) 

 

 

 

 

 

    

 

 

□ BT ラリー戦 

順 位 クラブ名 メンバー 

優 勝 岩国 
近藤 政勝・白木 宏昭・山本 恒・ 

寺田 和義・善岡 敏子・松岡 千代子 
 
 

〈健闘された選手のみなさん〉 

 

 

 

 

 

お世話になった役員の方々、ありがとうございました！ 

今年も「あ～楽しかった！」の声がたくさん聞こえてきました。 

 

1 位グループ優勝 2 位グループ 1 位 3 位グループ 1 位 4 位グループ 1 位 5 位グループ 1 位 
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第 23回 商工会会長杯バウンドテニス大会 

 
■日 時 2011年 11月 13日（日）9：00～16：00          

■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 95名 

■成 績 

団体戦 

1位グループ 

1位 もみじ 宮下和子           戸井健治 戸井綾子 中田路之 鮎川鈴子 池本邦夫 

2位 岩国ＢＴクラブ 近藤政勝 寺田和義 岩佐久男 善岡敏子 浜田明子 森本季子 

3位 千田・戸坂 呑田直美 広兼文子 石井哲ニ 空中穣二 栩木美子 森本可祝 

4位 ＢＴＦＣ・大竹 三上貴子 野口健次 広本淑子 河本美苗子 山本成史 松本茂雄 

 

2 位グループ 

1位 金曜ファイターズ 河本正則 谷口幸子 広畑浅信 福田妙子 竹内登茂子 谷本勝子 

2位 比治山 小林司郎 横田サヨ子 山根照美 小松明美 伊勢崎千恵美 古川明美 

3位 リリーズ・坂ＢＴ 大久保 都 吉田京子 谷山信恵 池田真由美 折出敏秀 立畠  昭 

4位 ナイスサタデイ・テン 田村賢一 新畑洋子 藤岡妙子 山崎充子 倉橋康子 沖田松江 

 

3 位グループ 

1位 フロンティア７・土曜会 石田勝美 酒井富子 折本重信 向井笑子 青木  司 河村洋子 

2位 マンディ・マウス 田中  薫 数村  悟 多田利夫 松尾きよ子 笹木博子 菅原寿子 

3位 フレンズ新倉敷 佐伯正明 矢作竹男 尾関勝子 柳沢喜代子 中原きよみ 細見節子 

4位 岡山マスカット 杉野政子 隅本益子 森繁富子 安原登美子 房宗恭子 大橋俊文 

 

4 位グループ 

1位 ラベンダー 根岸  朗 洞  哲郎 長沢富子 寺本喜久枝 西本世良子  

2位 レッドカメリア 植岡幸子 三宅のり子 中島倫子 加納晴美 松本雅美 吉村  尚 

3位 青崎・三原ＢＴ 喜田ノエリア 熊谷恵子 林  和雄 橋本幸男 坂本勝彦 平賀ケイ子 

4位 あじさい 粂野多恵 田中登子 小松勝子 平原貞夫 倉本勝男 八木三八子 
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BTラリー戦 

順位 チーム名 1回目 2回目 3回目 合 計 

1位 千田・戸坂 43 41 41 125 

2位 もみじ 39 46 40 125 

3位 比治山 41 36 41 118 

4位 ＢＴＦＣ・大竹 36 34 43 113 

5位 岩国ＢＴクラブ 32 35 44 111 

6位 金曜ファイターズ 31 44 36 111 

7位 フレンズ新倉敷 31 41 37 109 

8位 リリーズ・坂ＢＴ 37 35 35 107 

9位 マンディ・マウス 30 35 40 105 

10位 岡山マスカット 30 31 39 100 

11位 あじさい 23 36 39 98 

12位 ラベンダー 25 36 37 98 

13位 レッドカメリア 37 27 34 98 

14位 ナイスサタディ・テン 31 36 31 98 

15位 青崎・三原ＢＴ 24 30 36 90 

16位 フロンティア 7・土曜会 29 30 22 81 

 

■感想 

今回の商工会会長杯は予選リーグを行っての順位別リーグ戦となっており、試合数だけでな

く、より多くのＢＴ仲間との対戦も楽しめた大会であった。また敵チームと戦うだけでなく、

ＢＴラリーというチーム力を試される競技もあり、“敵は内に？チームに？！”あることに驚か

された。 

他県からの出場選手もあったが、緊張することなく終始和やかな雰囲気で、肩の力を抜いて

参加できる大会でもあった。 
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広島市バウンドテニス協会設立 10周年記念事業 

 

広島市バウンドテニス協会は 10周年を迎えることとなり、今年度は様々な記念事業が開催された。 
 

【記念品の贈呈】 

■日 時 2011年 4月 17日（日）  

■場 所 広島市本川小学校  

  総会において、全会員に対して図書カードが贈呈された。 

 

                   

 

 

 

                    

 

 

 

【記念式典・記念大会の開催】 

■日 時 2011年 7月 24日（日）  

■場 所 広島市佐伯区スポーツセンター 

  式典は、第 10回広島市バウンドテニス大会おりづる杯の前に行われた。 

磨井祥夫会長の挨拶に続き、広島県バウンドテニス協会会長岸田文雄衆議院議員と公益財団

法人広島市スポーツ協会田村鋭治会長（代読佐伯区スポーツセンター館長藤山勇進様）に祝

辞を頂き、安芸府中バウンドテニス協会と廿日市バウンドテニス協会からは、吉村尚会長と

河本正則会長からお祝いの品の贈呈を受けた。 

 

                                      来賓の方々 

                                      右から 

                                      岸田文雄 氏 

                                      藤山勇進 氏 

                                      吉村  尚 氏 

                                      河本正則 氏 

 

 

   

記念大会は、第 10回広島市バウンドテニス大会おりづる杯を記念

大会として開催し、大会の横断幕を新調した。 

10 周年を記念して、参加賞も例年より豪華なクーラーバックにし

た。 

 

【記念誌の発行】 

2012 年度当初に発行予定として、協会の設立準備から 10 周年を

迎えるまでの歩み、挨拶、祝辞、所属クラブの紹介や記念事業な

どをまとめることにしている。 

磨井会長から各

クラブ代表へ 

全会員に送られた

図書カード 
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リフレッシュ講習会 

 
■日 時 2011年 9月 24日（土）13：00～17：00，9月 25日（日）10：00～16：00 

■場 所 廿日市市図書館研修室，廿日市市大野体育館 

■主 催 広島県バウンドテニス協会  講師：田中 徹（一般財団法人日本バウンドテニス協会） 

■参加者 24日 56名，25日 90名 スタッフ 12名（広島県バウンドテニス協会指導委員会） 

■内 容  

●1日目 9月 24日（土）（講義）        

   13：00～受 付 

   13：30～   「バウンドテニス上達の心得」 

   17：00    「強くなるには」 

           「バウンドテニスＱ＆Ａ」 

 講 義 

 

 昨年に続き「バウンドテニスのどんな悩みにもお答えいたします！！」パート 2で開催された。 

講義の内容がプロジェクターに映し出され，手元の資料と照合しながら真剣に頭へ叩き込んだ。 

上達の心得，強くなるには，など日々の取り組みを再認識させられる内容だ。 

 

●2日目 9月 25日（日）（実技） 

9：30～ 受 付 

   10：00～      「基本技術・コントロール・ 

   12：00  昼 食    応用技術・スピード・ 

13：00～        練習方法・戦術・安全など」 

   16：00  解 散   「バウンドテニスＱ＆Ａ」 

 

 実 技 

 

  コートは 8 面使用，各コート責任者 1 名，受講者は 11～12 名，講師により説明を受け実技

を行う，講義内容が変わる時に受講者は時計回りにコート移動をした。 

 

1． ウオーミングアップ 

ダイナミック・ストレッチ（ウオーキング，ジョギング・ランニング，ダッシュ・スキップ，

サイドステップ，股関節，太股，肩甲骨，肉離れ予防，ふくらはぎ，もも，アキレス腱， 

腕のストレッチ）比較的長いウオーミングアップ 

2．フットワーク（クローズドスタンス，オープンスタンス，スプリットスタンスについて） 

3．５段階調整法（入れるだけ、フォームにこだわる，打点にこだわる，いいボールを打つ， 

自分の最高のボールを打つ）無理と無駄のない打ち方をする。 

4．体の使い方，ラケットの動かし方 

  テークバックの仕方，フォロースルー・フィニッシュ 

5．基本の徹底（ヘッドアップしない，ヒールアップ、パームアウト） 

6．ロビング（フラット系，トップスピン，スライス系） 

7．カウント「3対 0」からのゲーム形式ではサーバー側とレシーバー側の状況判断が必要。 

8．質疑応答 

 

■感 想 

  昨年に続きバージョンアップされた講義と実技編であり，より実践向きな内容に成っていた。 

参加者の声では基本動作，5段階調整法は実に良かった明日から練習で身に付けます。 

ゲームの心構えや戦術など役立った。技術の上達方法，基本動作など大変理解できました。 

田中先生に又指導して頂きたい。以上のように確かに今後の練習意欲を感じた。今回の内容を 

一つでも自分のものにしたい。しかし心技体のバランスが有ってこそ，強くなるために必要な

パフォーマンスが発揮できる。日常的に考えながら練習，プレーすることの必要さを感じた。 
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バウンドテニス教室 東広島市 

 

■日 時 2011年 10月 10日（月）14：00～16：00 

■場 所 黒瀬 B&G海洋センター体育館 

■主 催 広島大学スポーツ科学センター，東広島市教育委員会 

■協 力 広島県バウンドテニス協会 

■参加者 東広島市近郊市民 22名（男子 6名，女子 16名） 

■講 師 ＜広島大学＞ 磨井 祥夫 

＜広島県 BT協会＞ 三上 貴子，長沢 富子，力山 美代子 

 藤井 幹子，吉村 尚 

■概 要 

「体育の日！ 黒瀬にあつまり 遊ぼう DAY」が 10 月 10 日に東広島市黒瀬町で開催された。

午前は親子を対象としたミニトランポリンと昔遊びが行われ，午後には一般市民を対象とした

バウンドテニス教室があった。このバウンドテニス教室の実技指導のため，広島県 BT 協会か

ら 5名の指導者を派遣した。 

■内 容 

バウンドテニスの紹介／ウォーミングアップ／ラケットとボールになれる運動／やさしいフォ

アハンドの打ち方／サービスとリターン／やさしいラリー 

■感 想 

参加者全員が初めての体験であったが，手軽にできるスポーツなので，すぐに簡単なラリー

ができるようになり，ラリーを続ける楽しさを味わっていただけた。午前の部でボランティア

参加した黒瀬高校の生徒たちも午後のバウンドテニスは一般参加者として練習に加わり，意欲

的に取り組んでいた。初めてバンドテニスをする時には，ボールのバウンドの感覚とラケット

に当てる感覚を覚えることが大切で，とにかくたくさん打球することが上達の秘訣である。コ

ートを４面設置できたので，参加者の打球数は十分に確保できた。もっとやってみたいという

意欲的な参加者もいたので，この教室を無駄にせず，愛好者を増やしていくことが望まれる。 
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公認審判員 資格認定試験 

 
■日 時 2012年 1月 8日（日）10：00～16：30 

■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 

■受講者 7名（広島県 4名，山口県 3名） 

      

■内 容 

 スケジュール  

9：30 ～ 受付 

9：45 ～ 開講式 

10：00 ～ 講義 

11：00 ～ 筆記試験 

11：50 ～ 休憩 

12：30 ～ 実技講習 

13：30 ～ 実技試験 

15：50 ～ 閉講式 

 

午前中は、バウンドテニス公認指導員・公認審判員必携書を基に、試験に出そうな部分では、 

「ここは大切ですよ！」というアドバイス付きの講義があり、質疑応答に続いて筆記試験が行わ

れた。 

外国生まれのために漢字が読めないという受講生がいたので、事前に試験問題にはふりがなが

付けられていたが、試験問題の文章を理解できない部分があったようなので、他の受験生の承諾

を受け、試験問題をやさしい言葉に言いかえて説明をするなどの配慮があった。 

 

午後からは、ダブルスの試合を見ながら全員でスコアシートを記入し、主審と副審の役割につ

いての確認をしていく実技講習があり、その後の実技試験に挑んだ。 

実技試験では 1，2ゲームとタイブレークの審判を行ったが、主審ではタイブレークでもたつく

受験生が見られ、普段から意識してタイブレークの審判練習をする必要を感じた。 

また、「フォールト」や「ゲーム」、「ゲーム＆マッチ」など正しいバウンドテニス用語がすぐに

出てこない受験生もいたので、普段からスコアシートを記入しながら正しいバウンドテニス用語

を使い、まずはゆっくりでいいので正確な審判が出来るよう、今後も審判練習を重ねてほしいと

いうアドバイスがあった。 

 

受講生の性別は男性が 4名，女性が 3名で、平均年齢は 54.3歳だったが、今回も 

全員合格という結果だった。 

 

筆記試験担当：三上 貴子 

実技試験担当：長沢 富子 

試験官：三上，長沢，蔵田 
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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 

理事長：磨井祥夫 

副理事長：吉原文子 

常任理事：沖 和博，吉村 尚 

三上貴子，河本正則，田中 京子， 

西岡由美，蔵田洋子，横田サヨ子， 

新保富美子 

理 事：藤井幹子，後河内龍一，溝岡智恵美，  

加茂義弘，田中 薫，長沢富子， 

新保 博，今田 治文，今村弘美， 

石井哲二，半田博子，木村千鶴， 

大東智樹，河浜多美子，古川ミカ， 

橋本幸男，竹内祥二，鮎川鈴子， 

田神敬子  

監 事：中須賀美代子，田村 美和子 

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，新保富美子，古川ミカ， 

蔵田洋子，鮎川鈴子，田神敬子  

 

指導委員会：(長)三上貴子 

 磨井祥夫，谷口幸子，沖 和博， 

藤井幹子，吉村 尚，力山美代子， 

河本正則，田中京子，長沢富子， 

西岡由美，今村弘美，小林司郎 

 

 

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， 

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 

吉原文子，亀川由美子，松本茂雄， 

木村千鶴，古川ミカ，沖 和博  

 

支部協会役員 

 

■安芸府中 

会 長：吉村 尚 

副会長：神野恭子，朝日南千秋 

理 事：下村範子，長谷川育恵，長谷川恵子，  

沖 和博，後河内 龍一，田神敬子， 

藤井幹子，溝岡智恵美 

事務局：亀川由美子，溝岡智恵美 

会 計：加登律子 

監 査：八島恵美，後河内龍一 

■廿日市市  顧問：青木 司 

会 長：河本正則 

副会長：三上貴子，加茂義弘 

理事長：田中 薫 

常任理事：田村賢一，田中京子，長沢富子， 

谷口幸子 

理 事：根岸 朗，池本邦夫，広畑浅信， 

長谷川 明，河村洋子，折本 孝子 

事務局：(長)鮎川鈴子，田村美和子， 

清水みちえ，酒井富子 ，平原貞夫， 

松本茂雄 

会 計：中野八千代 

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：木村千鶴，半田博子，古川ミカ 

理 事：西岡由美，横田サヨ子，  

蔵田洋子，新保富美子，伊藤 烈， 

大場静枝，佐々木良三，小谷満子， 

的場俊子，葭川 斉，大東智樹， 

立畠 昭，折出敏秀，石井哲二，小林司郎， 

河浜多美子，加藤陵子，空中穣二， 

松本さつき，山肩 脩，池田真由美 

監 事：吉田京子，吉村正子 
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編 集 後 記 

 「年報、今回で 10 冊目ですね」始めは何気なく呟くように発せられたその言葉に、ああ、そう

かぁ・・・10 冊目かぁ。10 冊目、10 年という思いが徐々に私たちの中に滲みていきました。 

 10 年の間には色々なことがありました。一番忘れられない第 1 号年報では、出来上がるまで不

安で夢の中まで年報を作ったこと。(笑) 1 枚ずつめくって 1 冊に製本するときについ指を舐めて

めくってしまったり（ギャァ！！し、指紋がぁ！）はい、やり直～し。印刷の状態が悪いものも

あり、また製本テープが上手くつけられなくて何度もやり直したり。そういうことを繰り返しな

がら、しかし、10 年という月日は確実に私たちの経験値をアップさせてくれました。今振り返る

とそんなことがとても楽しく大切な思い出となって甦ります。 

 「第 10 号やったじゃん私たち！」と、口には出さずとも内心私たちは思っています。（あ、多

分。少なくとも私は思っています。） 

今、2011 年度第 10 号年報の完成に喜びと感動が溢れています。この喜びを与えていただいた

皆様に感謝いたします。 

（編集委員長 北野ルミ子） 

 

◆年報作成 祝!!10冊 携われたことに感謝（愛・夢 BT） 

◆祝！広島市協会 10周年！祝！年報 10冊目（こひつじ)  

◆「てへべろ」って何？（ソレイユ）◆10冊目だぜ～ 

ワイルドだろ～（ロンドン五輪）◆やっぱり隠れ広報委 

員は必要でしょう♡パパ命（折本♡ぱぱ）◆チョコレート 

アレルギーになっちゃいました。トホホ（ひなたぼっこ） 

◆動かすと痛い？動かさないでも痛い？寄る年波に負けず 

お互いの尻を叩きつつ・・・（ヒロ・フッコ）◆「PC は近 

くにありて何故か遠きものなり。年報最高！」（Ｓ）◆右手にラケット、

左手に年報！（ハッピー）◆広報委員募集中～♪（一同） 

 

 

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

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２２回もみじカップバウンドテニス大会 ２０１１．１０．２２－２３ 広島市佐伯区スポー

ツセンター ◆大会役員 ◇大会顧問 釣谷 尚正 ◇大会会長 岸田 文雄 ◇大会副会長 林 

正夫 森戸 曠敬 ◇大会参与 衣笠 剛 増谷 寛 ◆競技役員 ◇大会委員長 磨井 祥夫 ◇

大会副委員長 吉原 文子 ◇総務委員長 横田 サヨ子 ◇総務副委員長 新保 富美子 ◇総

務委員 木村 千鶴 古川 ミカ 河浜 多美子 鮎川 鈴子 田神 敬子 ◇競技委員長 西岡 由

美 ◇競技副委員長 蔵田 洋子 沖 和博 ◇競技委員 新保 博 半田 博子 藤井 幹子 溝

岡 智恵美 長沢 富子 大東 智樹 ◇審判委員長 三上 貴子 ◇審判副委員長 河本 正則 

吉村 尚 ◇審判委員 後河内 龍一 田中 薫 加茂 義弘 今田 治文 橋本 幸男 青木 司 

谷口 幸子 折本 孝子 野口 健次 清水 みちえ 酒井 富子 折本 重信 松本 雅知 ◇広報

委員 下村 範子 ◆選手 ◇女子ダブルス 竹内 登茂子 木村 千代 酒井 富子 内田 みさ

保 由比 美保 香畑 由美子 北田 玉枝 山根 照美 檜皮 康江 三浦 薫 新畑 洋子 高山 

美悠紀 斎賀 キヨ子 八木 美恵子 中野 八千代 堀北 妙子 藤川 洋子 呑田 直美 蔵田 

洋子 大谷 由美 広兼 文子 松本 みゆき 井内 春代 清水 みちえ 日宇 伸子 國宗 直美 

川崎 幸子 大片 尚美 横田 サヨ子 長岡 友子 愛甲 洋美 植岡 幸子 大江 ちどり 畑 照

美 西岡 由美 河浜 多美子 谷山 信恵 河村 洋子 菊川 富美子 戸井 綾子 石崎 瞳 山

口 照子 椛島 菜美江 喜田ノエリア 岡田 恵美子 大西 小波 鮎川 鈴子 粂野 多恵 山田 

実千代 野崎 智代 福田 妙子 栩木 美子 古川 ミカ 大久保 都 古市 文恵 久保 成子 

藤井 幹子 小松 明美 廣本 淑子 谷口 幸子 石田 初子 朝日南 千秋 下村 範子 三上 貴

子 森本 季子 久保田 万寿恵 臼井 澄子 堀口 佐和子 森本 可祝 山谷 恵子 松林 まさ

子 藤原 美貴 田村 美和子 明石 香子 内藤 俊子 新保 富美子 溝岡 智恵美 小谷 満子 

奥田 ひとみ 木村 正美 青山 明美 清水 恵子 樽谷 倫子 中石 裕子 折本 孝子 土田 悦

子 梶岡 清美 加納 春美 藤原 圭子 寺本 喜久枝 木村 千鶴 中島 倫子 加登 律子 田

神 敬子 笹木 博子 中島 京子 長沢 富子 八島 恵美 力山 美代子 吉田 京子 久我 和子 

神野 昭子 ◇混合ダブルス 森本 季子 福吉 慎次 河本 美苗子 鮎川 鈴子 松本 佳代子 

金村 英行 松本 茂雄 押川 智明 野口 健次 高山 美悠紀 田口 伸子 矢野 俊治 岡田 恵

美子 井内 剛士 辻 正之 吉山 哲夫 堀川 靖子 中津井 静美 橋本 伸 本池 浩次 横尾 

順二 長山 眞弓 善岡 敏子 後河内 龍一 澤崎 順子 山本 恒 井内 春代 大島 英一 谷

山 信恵 北田 玉枝 河村 瞳 長沢 富子 今村 重喜 藤本 賢一 久保 成子 椛島 菜美江 

前田 浩史 戸井 健治 大橋 俊文 池田 勉 藤原 健一郎 藤井 幹子 蔵田 洋子 石川 哲也 

中島 京子 香畑 由美子 高橋 忠和 内藤 俊子 久保田 万寿恵 葭川 斉 折本 孝子 松田 

幸治 八木 美恵子 山田 実千代 堀口 佐和子 青木 司 三井 由美 小谷 満子 吉川 健斗 

林 和雄 磨井 祥夫 大野 利幸 由比 美保 奥田 ひとみ 川崎 幸子 松岡 千代子 畑 照美 

清水 みちえ 朝日南 千秋 高見 いつみ 豊田 敏夫 中黒 英司 岡本 綾 松本 稔 岡﨑 英

治 力山 美代子 植岡 幸子 竹下 康裕 園木 一博 久我 和子 愛甲 洋美 大江 ちどり 

杉野 政子 田中 登子 森 俊二 多田 利夫 山谷 久夫 三村 邦子 白木 宏明 三上 貴子 

高林 純子 藤田 智裕 松本 雅知 中田 七生 橋本 幸男 宮本 洋子 岩本 良子 片山 宏 

石田 初子 河浜 多美子 空中 穣二 岡本 賢聖 粂野 多恵 河本 正則 清水 靖夫 沖 博明 

香畑 重美 岩佐 久男 山本 敏子 野崎 智代 中田 路之 木村 千鶴 田中 薫 藤原 圭子 

沖 和博 大東 智樹 三井 良宏 折本 重信 木村 正美 和田 学 貞永 悦子 古庄 隆一 河

野 優 加納 春美 臼井 澄子 鈴川 理絵 谷口 幸子 堀北 妙子 広兼 文子 小林 司郎 田

中 徹 加茂 義弘 玉井 久男 河野 照彦 廣本 淑子 田中 正治 中野 八千代 戸井 綾子 

立畠 昭 小倉 英雄 溝岡 智恵美 小笠原 恵子 今田 治文 折出 敏秀 山谷 恵子 横田 サ

ヨ子 藤原 美貴 近藤 政勝 村上 大志 神野 昭子 原田 郁朗 柳沢 繁夫 古川 ミカ 中

田 敏彦 阿部 貴司 西岡 由美 弘中 博昭 由比 孝男 神野 広輝 佐々木 良三 呑田 直美 

喜田 ノエリア 梶岡 清美 久我 隆雄 中石 裕子 梶岡 和司 
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