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は じ め に 

 

今回は，広島県バウンドテニス協会がかかえる２つの課題について考えてみたいと思います。１つ

は，会員数の停滞で，もう１つは会員の高齢化です。 

まず，会員数ですが，右の図は過去 10年間の会

員数の推移で，それぞれ年度末のデータです。広

島県協会の目標 400人が，この 10年間は目標を達

成できたりできなかったりが続いています。図の

折れ線が 2007年度と 2008年度で増加しています

が，これは，新しいクラブの登録と，5人以上会員

数が増えたクラブがあったためです。逆に 2011年

度と 2012年度は大きな減少があります。これは，登録を止めたクラブがあったこと，会員数が 2，

3人減ったクラブがたくさんあったことが原因となっています。 

転勤，パート勤務，子育て，介護などによる会員数の減少は防ぎようもありませんが，減った

数以上の新たな会員確保は，継続した地道な普及活動でできる可能性があります。今年度もこれ

までどおり，各支部協会主催による BT 教室，クラブ主催の体験会などを進めていくことになっ

ていますが，その回数を増やしたり，効果のあった事例についての情報交換するなどにより，こ

こ２年間続いている減少傾向をなんとかして食い止めていきたいものです。 

次の課題は，会員の高齢化です。右図は 30歳代

から 70歳代までの会員数の推移です。それ以外の

年代は 10人以下なのでグラフには示していません。

図を見ると，ここ 10年間で，40，50歳代が減り，

70歳代が大きく増えていることが分かります。10

年前の 2003年度は 50，60歳代で全会員の 65%を

占めていましたが，昨年度は 60，70 歳代で 60%

となりました。会員数でみると，ミドルからシニアへの世代交代です。シニア世代が元気にバウ

ンドテニスを楽しんでいることは，まことに喜ばしいことで，バウンドテニスが生涯スポーツと

しての役割を十分に果たしていることが実証されています。しかし，30，40歳代の比較的若い世

代の会員が増えていません。バウンドテニスの躍動感あふれる魅力的なプレーをアピールしてい

くことも必要です。 

では，2012年度の年報をお楽しみ下さい。 

2013年 4月 

広島県バウンドテニス協会 
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年 間 行 事 
 

開催日 行 事 場 所 

2012年 

  4/5 安芸府中支部協会総会 ○府  府中公民館 

  4/13 広島県バウンドテニス協会総会 中区 SC 

  4/15 広島市支部協会総会 ○広  中区千田小学校 

  4/15 第 11回広島市交流大会 ○広  中区千田小学校 

  4/15 廿日市市支部協会総会 ○廿  大野体育館 

  4/29 第 23回広島県 BTダブルス選手権大会 佐伯区 SC 

  5/5, 6 第 30回全日本 BT選手権大会 ○J  東京体育館 

  5/20 全日本 BT選手権大会広島県大会（混合ダブルス） 安芸区 SC 

  5/26 安芸府中親善大会 ○府  府中町立体育館 

  6/2,9,16 廿日市市バウンドテニス初心者教室（3回） ○廿 大野体育館 

  6/14,7/23 広島市バウンドテニス体験会 ○広  安佐南区東野公民館 

  6/10 第 16回府中つばき杯 BT大会 ○府  くすのきプラザ 

7/8 有資格者講習会 大野体育館 

  7/25,3/27 広島市バウンドテニス体験会 ○広  南区青崎公民館 

  7/29 スマイルクラブ BT教室（小学生） ○廿  府中公民館 

  7/29 第 11回広島市 BT大会おりづる杯 ○広  佐伯区 SC 

  7/31 安芸府中バウンドテニス講習会 ○府  府中公民館 

  8/12 第 30回広島県 BT親善大会 佐伯区 SC 

  9/4 広島市バウンドテニス体験会 ○広 東区戸坂小学校 

  9/9, 11/18 安芸府中バウンドテニス教室 ○府  府中町立体育館 

  9/23 第 19回リフレッシュ講習会 大野体育館 

9/30 第 11回広島市 BTコスモス大会 ○広  佐伯区 SC 

10/2 安芸府中親善大会 ○府  府中公民館 

10/6,7 第 23回もみじカップ BT大会 佐伯区 SC 

10/8 BT体験会（アクアパークチャレンジスポーツ）  東広島市 

10/18 広島市バウンドテニス体験会 ○広 南区 SC 

10/25 広島市バウンドテニス講習会 ○広 安芸区中野小学校 

11/10 広島市バウンドテニス初級者教室 ○広 中区 SC 

 11/11 第 24回商工会会長杯 BT大会 ○廿  大野体育館 

 11/17,18 第 15回日本 BTゴールド岡山大会 ○J  岡山県 

 12/15 第 8回中国ブロック BT選手権大会 ○J  佐伯区 SC 

 12/9 第 14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 

2013年 

  1/6 上級指導員・上級審判員認定試験事前学習会 大野体育館 

  1/26,27 安芸グランドホテル杯第 10回きんさい BT大会 大野体育館 

  2/10 第 23回広島県 BTシングルス選手権大会 佐伯区 SC 

  2/11～16 広島市バウンドテニス体験会 ○広  東区戸坂小学校 

  2/16 審判講習会 ○広 中区 SC 

  2/17 第 20回戸坂学区町民バウンドテニス大会 ○広  東区戸坂小学校 

  2/24 上級指導員，上級審判員認定試験 ○J  大野体育館 

  3/3 第 20回中国ブロック BT親善交流大会 ○J  島根県 

○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 2012年 4/6 5/11 6/1 7/6 8/3 9/7 10/12 11/2 12/7 

 2013年 1/11 2/1 3/1 

総務委員会 2012年 4/12 5/31 7/12 9/6 10/11  2013年 1/17 2/7 3/14 

 指導委員会 2012年 9/12 9/22  2013年 3/6 

 広報委員会 2012年 4/14 5/12 8/25 12/8  2013年 2/23 3/9 

 IT委員会  

 

 中国ブロック BT連絡協議会 理事会  2013年 3/2 

 

 JBTAIF 理事会  2012年 5/22 2013年 3/9 

 評議員会 2012年 6/2 

 

 ※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 2012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 出席者 26名 委任状 5名（総会定数 35名） 

■議 題 

1．2011年度（平成 23年度）事業報告 

2．2011年度（平成 23年度）会計報告，監査報告 

3．2012年度（平成 24年度）役員について 

4．2012年度（平成 24年度）事業計画  

5．2012年度（平成 24年度）予算案 

6．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 

7．その他 

・広島県 BT協会資産（備品）について 

・大会参加者増加への取組の必要性について 

 
 

今年度は役員改選の年ではないが、県協会理事として長く在任していただいた廿日市市協会

の加茂 義弘さんがこの総会を最後に理事を退かれた。また安芸府中協会でも後河内 龍一さん

が仕事の都合で理事を辞任された。新理事として、中国ブロックバウンドテニス連絡協議会理

事でもある力山 美代子さんが、常任理事会からの推薦理事として県協会理事に就任した。 
 

すべての議題についての報告と計画が異議なく承認され、スムーズに進行した総会であった

が、最後に磨井理事長から、年々大会参加者数が減少している現状であり、このままでは大会

運営が赤字になるだけでなく、希望する大会日程や会場を確保できなくなる可能性があり、大

会参加者を増やす対策を講じる必要があるということが報告された。 
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安芸府中バウンドテニス協会 総会 

 

■日 時 2012年 4月 5日（木）19：00～21：00      

■場 所 府中公民館 

■出席者 29名                      

■議 題 

  1. 2011年度事業報告                                            

  2. 2011年度決算報告                                    

  3. 2012年度役員             

     会長        沖 和博  

     顧問        吉村 尚 

     副会長兼総務委員長 田神 敬子    

     指導委員長     藤井 幹子      

     大会運営委員長   石崎 瞳  

     吉村 尚さんの会長辞任により、新会長に沖 和博さんが就任した。    

     県協会理事に力山 美代子さん、広報委員に八島 恵美さんを推薦した。 

  4. 2012年度事業計画 

     安芸府中親善大会 ······················ 5月 26日（土）、10月 2日（火） 

     府中つばき杯 ···························· 6月 10日（日） 

     BT講習会 ································ 7月 31日（火） 

     BT教室 ··································· 9月 9日（日）、11月 18日（日） 

  5. 2012年度予算 

  6. 府中町体育協会役員について 

体育協会理事    沖 和博   

体育協会評議委員  朝日南 千秋、神野 恭子    

    7. 第 16回つばき杯について 

     各委員会に分かれ、委員長、副委員長を決定した。 

     つばき杯要項、申込書の発送先を確認した。  

■安芸府中協会新会長に沖 和博さんが就任！！ 

  7年間、会長として安芸府中協会に尽力いただいた吉村 尚さんの辞任により、今年度より沖 

和博さんが会長に。副会長(総務委員長兼務)に田神 敬子さんが決定した。

吉村さんには顧問職として、安芸府中協会のため、並びに体育協会副会

長として協力をお願いした。 

沖会長の就任挨拶の中にもあったように、役員会で審議、決定し、総務・

指導・大会運営の各委員会が自主的に運営していく「オープンな協会」

を目指し、みなさんにご意見・ご指導・ご協力をお願いした。 

7年間、会長お疲れ様でした！ 

新会長、よろしくお願いします！！ 
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廿日市市バウンドテニス協会 総会 

 
■日 時 2012年 4月 15日（日）9：00～10：00 

■場 所 廿日市市大野体育館          

■出席者 53名 

■議 題 

  １．2011年度 事業報告 

  ２．2011年度 決算報告 

  ３．監査報告 

  ４．2012年度 事業計画案 

   ・第 25回市民スポーツ大会（バウンドテニスの部）     4月 15日（日） 

・第 24回商工会会長杯バウンドテニス大会         11月 11日（日） 

・第 14回野村杯クリスマスバウンドテニス大会       12月 9 日（日） 

・バウンドテニス初心者教室（3回コース）    6月 2日～16日（毎週土） 

５．2012年度 事業予算案 

６．役員改選について，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 30回広島県バウンドテニス親善大会(未定) 8月 12日（日）（佐伯区 SC） 

 ・県総会報告，（県協会主催大会へ多数の参加を呼びかける。） 

 ・今年度のリフレッシュ講習会については 9月 23日（日）の一日開催となる。 

 ・廿日市市スポーツ協会事業協力要請について（昨年度は 4事業協力） 

・「東日本大震災義援金」合計額は 25,520円となった。 

・加茂義弘氏は協会副会長を退任され，監査へ新任が決まった。 

・自主活動グループみらいより，体育館，おおたけ，テンクラブへボールの寄贈。 

承認事項については全員一致で意義なく承認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会終了後には第 25回市民スポーツ大会（バウンドテニスの部）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 2012 年 4 月 15 日（日）12：00～13：30 

■場 所 広島市千田小学校体育館 

■出席者 57 名 委任状 114 名（総会定数 189 名） 

  ・司会   木村 千鶴 

  ・挨拶   会長 磨井 祥夫 

  ・議長   新保 博 

■議 題 

1. 2011 年度 事業報告      報告 今田 治文 

2. 2011 年度 決算報告，監査報告 報告 半田 博子  監査報告 吉田 京子 

各報告が承認された。 

3. 2012 年度 役員        報告 今田 治文 

  改選年度ではないが、クラブ代表理事の交代があった。  

青崎        今村 弘美 → 林 和雄 

   オリーブ    小谷 満子 → 中田 敏彦 

祇園西バウンドテニスクラブ 退会 

4. 2012 年度事業計画      説明 今田 治文 

(普及指導委員会は今村 弘美) 

(10周年記念事業は吉原 文子) 

5. 2012 年度予算案       説明 吉原 文子 

各案が承認された。 

6. 報告事項 

① 財）広島市スポーツ協会報告 報告 今田 治文 

  広島市の財政が厳しい中、助成金は今年度も 14万円である。 

②  広島県バウンドテニス協会総会報告 報告 今田 治文 

7. その他 

会員が少なくなってきていることについて、各クラブの取り組みや意見が出された。 

会員数が少なくなってきている状況について、練習会場の現状、現会員の受け入れ態勢、

指導する人の確保等盛んな意見が交換された。 

小・中学校体育館の利用には、 

校庭開放委員会への加入が必要 

なこと、体験会の開催方法をど 

うするか、普及指導委員会のス 

タッフの状況など、具体的な 

意見や課題も出された。 

今後、実行に移され会員数が増 

えることを期待したい。 

 

総会後、磨井会長より広島市バウンドテニス協会設立 10 周年記念誌「ひだまり」が各クラブ

(H24 登録会員数分)に贈呈された。 



 

8 

第 23回 広島県バウンドテニスダブルス選手権大会 

■日 時  2012 年 4月 29日（日）9：00～15：30 

■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  80名 

■成 績 

 Aクラス Bクラス C クラス 

 
優
勝 
 

大東 智樹・磨井 祥夫 
（楠那わかば・広島 BTFC） 

 
折本 孝子・西岡 由美 
（廿日市・広島 BTFC） 

鯛原 潔・竹下 康裕 
（廿日市・比治山） 

 
山口 照子・石崎 瞳 
（安芸府中） 

今村 弘美・林 和雄 
（青崎） 

 
加納 春美・加登 律子 

（安芸府中） 

準
優
勝 

青木 司・松本 茂雄 
（廿日市） 

 
長沢 富子・三上 貴子 

（廿日市） 

岡崎 英治・石井 哲二 
（千田） 

 
寺本 喜久枝・酒井 富子 

（廿日市） 

中田 敏彦・和田 俊三 
（オリーブ・比治山） 

 
大江 ちどり・喜田 ノエリア 

（青崎） 

第
３
位 

田中 薫・小林 司郎 
（廿日市・比治山） 

 
松本 みゆき・木村 千鶴 

（千田） 

今田 冶文・田中 正治 
（牛田） 

 
下村 範子・久保 成子 
（安芸府中・比治山） 

伊藤 烈・上杉 利幸 
（安佐北） 

 
青山 明美・大谷 由美 

（安芸府中） 
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ダブルス戦 

試合風景＆実はこんな 1 日 

■感 想 

 お天気も良し、寒さもゆるぎ 

最適な試合日和となりました。 

普段の練習如何でペアの阿吽
あ う ん

 

の呼吸が発揮されるダブルス戦 

ですが、逆に急造ペアは各々の 

スキルとダブルスの戦い方をど 

れだけ把握できているかで満足 

感が違うでしょう。どちらにしろ

総合力の差で結果はついてきま

すが、楽しい一日であったと、ま

た次回に期待感を持てたと思っ

ていただく事が嬉しいですね。 

  

こんな感じじゃない？ 

 

今日の調子どう？ のんびりモード？ 

姿勢を正していざ！ ちょっと待って、待ったなし ラケットばっちりよ 

あのコースね！ 

ウイナーショット!？ 

エースをねらえ 

行くわよ、OK！ 

相手の弱点は、わかった 
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第 30回 全日本バウンドテニス選手権大会 

 
■日 時 2012年 5月 5日 (土), 6日 (日) 

■場 所 東京体育館 

■主 催 日本バウンドテニス協会 

■参加者 広島県から選手 23名 （ダブルス 10組） 

（シングルス 15名） 

 

■広島県選手の成績 

 ダブルス シングルス 

  

男

子 

フリー 
折本 重信・小林 司郎 1回戦 

フリー 
折本 重信 1回戦 

    

ミドル 
沖   和博・後河内 龍一 ベスト 16 

ミドル 
後河内 龍一 3回戦 

  沖   和博 3回戦 

シニア 

河本 正則・立畠  昭 ベスト 16 

シニア 

小林 司郎 ベスト 16 

  立畠  昭 ベスト 16 

  河本 正則 ベスト 16 

  

女

子 

フリー 

藤井 幹子・溝岡 智恵美 2回戦 

フリー 

西岡 由美 2回戦 

折本 孝子・西岡 由美 準優勝 藤井 幹子 3回戦 

  折本 孝子 2回戦 

ミドル 

三上 貴子・長沢 富子 優 勝 

ミドル 

長沢 富子 3回戦 

木村 千鶴・松本 みゆき ベスト 16 木村 千鶴 ベスト 8 

河浜 多恵子・新保 富美子 ベスト 8 谷口 幸子 2回戦 

シニア 

横田 サヨ子・山根 照美 準優勝 

シニア 

横田 サヨ子 3回戦 

清水 みちえ・八木 美恵子 1回戦 高山 美悠紀 ベスト 4 

  石崎 瞳 2回戦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■感 想 

今年の広島の女性陣は、素晴らしいお土産（結果）を

もたらしてくれた。ダブルスの部で各ランク別での入賞

を果たし、広島からのチャレンジ枠を広げた。その中で

も三上・長沢ペアは全国大会３連覇の偉業をなした！ 

初入賞した折本・西岡ペアは、厳しい試合展開にも諦めず、粘りのあるプレーを見せ、山根・

横田ペアもベテランならではの息の合ったプレーを見せた。来年も多くの広島県の活躍があの

会場に響き渡るよう、皆で頑張りましょう！！ それでは…来年に向けて、いざ！出陣！！ 
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平成 24年度 全日本 BT選手権大会 広島県大会 

 

■日 時 2012年 5月 20日（日）9:00～17:00 

■場 所 広島市安芸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 78名（39組） 

Aコース 14組，Bコース 13組，Cコース 12組 

■成績 

Ａ
コ
ー
ス 

優 勝 大東 智樹・横田 サヨ子（楠那わかば・比治山） 

準優勝 小林 司郎・蔵田 洋子（比治山・東野） 

第 3 位 折出 敏秀・國宗 直美（坂・安芸府中） 

   
Ｂ
コ
ー
ス 

優 勝 空中 穣二・高見 いつみ（戸坂キャッツ・東野） 

準優勝 石井 哲二・清水 恵子（千田） 

第 3 位 橋本 幸男・新畑 洋子（三原・廿日市） 

   
Ｃ
コ
ー
ス 

優 勝 林 和雄・上東 玲子（青崎・比治山） 

準優勝 大谷 由美・青山 明美（安芸府中） 

第 3 位 前田 町子・久保田 万寿恵（安芸府中） 

 
Aコース 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■感 想 

 “全日本 BT選手権大会”の名のもと、初めての試みで、男女混合ダブルス戦（女子ペア有り）

が開催された。Aコースは大会サイドお任せのペア、B、Cコースはペアを組んでの参加も OK。 

長年慣れ親しんだペアあり、ペア解消？新ペアありで通常では見られないお二人の熱の入った 

共同作業を見ることができた。たまにはこんな大会も新鮮でいいよね☆ 

賞品も“こだわりのドーナツ”、“食べ応え満点のおかき”など「うわぁ～うれしい」の声が聞こ

えとても好評だった。 

2007年 03月 09日 

 ビシッと 

決めてよ!! 

Bコース 

優勝 ２位 ３位 

 

 

 

 

 

 二人とも大島よ 

Cコース 
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第 30回 広島県バウンドテニス親善大会 

■日 時  2012年 8月 12日（日）8：50～16：30 

■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 廿日市市バウンドテニス協会 

■参加者  16チーム（96名） 

■成 績 

16 チームが 4 ブロックに分かれてリーグ戦をした。団体戦は，3 ダブルスと BT ラリー戦を行

い，ダブルスは各試合 1 点，BT ラリー戦は 2 点で合計得点の多いチームの勝ちである。 

順位 チーム リーダー 選  手 

A 

1 ぼんおどり 折本 孝子 数村 悟 沖 和博 谷山 信恵 中黒 英司 三井 由美 

2 ゆかた 鯛原 潔 新畑 洋子 木村 千鶴 今田 治文 伊勢崎 千恵美 森本 季子 

3 はなび 中野 八千代 沖田 松江 大島 英一 平葦 和久 河浜 多美子 清水 靖夫 

4 うちわ 河本 正則 笹木 博子 山口 照子 和木 直子 佐藤 紀子 藤井 武一 

B 

1 りんどう 田村 賢一 田中 登子 前田 町子 西岡 由美 白木 宏明 三井 良宏 

2 ひまわり 鮎川 鈴子 小松 勝子 小林 司郎 林 和雄 池田 真由美 篠原 正樹 

3 あさがお 加茂 義弘 日宇 伸子 久保田 万寿恵 大東 直樹 山肩 脩 貞永 悦子 

4 ほおずき 青木 司 河本 美苗子 吉村 尚 新保 富美子 上東 玲子 寺田 和義 

C 

1 ところてん 岩本 良子 八木 三八子 力山 美代子 佐伯 幸一 和田 俊三 廣本 淑子 

2 すいか 田中 薫 平原 貞夫 下村 範子 松本 みゆき 佐々木 良三 善岡 敏子 

3 かきごおり 折本 重信 竹内 登茂子 吉村 一枝 吉原 文子 横田 サヨ子 片山 宏 

4 もも 松本 茂雄 谷本 勝子 谷口 幸子 渡部 達也 橋本 幸男 宮本 洋子 

D 

1 あゆ 粂野 多恵 寺本 喜久枝 田中 正治 古川 明美 熊谷 恵子 岩佐 久男 

2 かぶとむし 松本 雅知 酒井 富子 宮田 直哉 立畠 昭 小松 明美 中田 七生 

3 くわがた 田村 美和子 菅原 寿子 石井 哲二 折出 敏秀 山城屋 美奈子 藤本 賢一 

4 せみ 広畑 浅信 八木 美恵子 朝日南 千秋 今村 弘美 古川 ミカ 佐藤 龍生 

 

 

 

 

 

 

 

親善大会は広島県で最も歴史のある大会です。第１回大会は 1983 年に広島県立体育

館で開催されました。団体戦（1 チーム 6～8 名で男子 S，女子 S，男子 D，女子 D，

混合 D）は 5 ゲームマッチ，タイブレークありで，12 チームの参加。その他に，エキ

ジビションとしてシングルスと BT ラリー戦が行われました。その後，楽しめる大会を

目的として，様々な競技内容を模索してきました。現在のような団体戦の形式は，

2009 年の第 27 回大会以来続いています。 

チームのメンバーは様々なサークルから集まり，当日プログラムを開いて初めてチー

ムメイトが分かるのもこの大会の楽しみのひとつになっています。 
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第 23 回 もみじカップバウンドテニス大会 

 

■日 時 2012 年 10 月 6 日（土）、7 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 45 チーム 混合ダブルス 73 チーム 

     茨城、神奈川、静岡、愛知、大阪、兵庫、岡山、山口、石川、 

福井、鳥取、愛媛、香川、徳島、高知、福岡、佐賀 

■成績結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

    

 

2007 年 03 月 09 日 

Bコース 優勝 

中野八千代・大江ちどり 

（廿日市・青崎） 

 

  

  

B コース 優勝 

松浦富浩・松浦真弓 

（静岡） 

 

  

  
C コース 優勝 

島崎道子・千賀優子 

（愛知） 

 

  

  

C コース 優勝 

池本邦夫・寺本喜久枝 

（廿日市） 

 

  

  

ベストドレッサー賞 

椛島菜美江・粂野多恵 

（愛媛・廿日市) 

 

ベストカップル賞 

戸井健治・戸井綾子 

（徳島) 

 

つぶやき 

上にあがれそうかも/あの笑顔にやられたね/私たちで

ほんとにいいの？/おそろいのＴシャツ探すの大変だった

わぁ～/ほそぼそやってきてよかった、やっと勝てた/遠く

から来た甲斐ありました/パパとママよかったね/先輩の

リードのおかげです/はずかしぃわぁ～/また呼んでね/首

藤・西川ペアと試合した～い❤/来年こそは勝つよ◎ 

 

 

 

今年も 17 都道府県の仲

間に参加いただき、選手

権さながらの白熱した試

合がくりひろげられ、好

プレーに魅了された。遠

くからの参加に感謝! 

女子ダブルス 混合ダブルス 

A コース 優勝 

折本孝子・西岡由美 

（廿日市・広島 BTFC） 

 

準優勝 

木村千鶴・松本みゆき 

（千田） 

 

第 3位 

長沢富子・三上貴子 

（廿日市） 

A コース 優勝 

牧野広大・首藤智恵 

（高知・神奈川） 

 

準優勝 

山本武志・西川千穂 

（高知・神奈川） 

 

第 3位 

園木一博・川崎幸子 

（佐賀） 
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第 15回 日本バウンドテニスゴールド岡山大会 2012 
＜ゴールドカップ シニア日本一決定戦＞ 

 

■日 時 2012年 11月 17日（土）11：15～18：00，18（日）９：00～17：00 

■場 所 桃太郎アリーナ（岡山総合グラウンド体育館） 

■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 20名（5チーム，男子 10名，女子 10名） 

■成 績 

＊＊団体戦＊＊  ＜参加 54チーム＞ 

 

チーム名 選手名 平均年齢 コース 順位 

カオルッ子 
田中 薫・小林 司郎 

田中 京子・八木 美恵子 
62.25歳 日本一決定戦 優 勝 

オイスターズ 
青木 司・松本 茂雄 

高山 美悠紀・岩本 良子 
65.75歳 〃 ベスト 8 

エンジョイ 
葭川 斉・中田 敏彦 

久保田 万寿恵・呑田 直美 
71.75歳 〃 ベスト 16 

おりづる 
今田 治文・田中 正治 

新畑 洋子・河村 洋子 
69.50歳 〃 ベスト 32 

宮島もみじ 
多田 利夫・橋本 幸男 

寺本 喜久枝・酒井 富子 
75.00歳 親睦チーム戦 

1位 G2位 

ベスト 6 

                              

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

＊＊親睦 BTラリー戦＊＊  ＜参加 36チーム＞ 

1位 （120回） 知床旅情 

2位 （118回） 命くれない（八木 美恵子） 

3位 （115回） 昴    （松本 茂雄） 

■感 想 

 全国より 54チームが“ゴールドカップ シニア日本一”を目指し,二日間の熱戦を繰り広げた。素

晴しい熟練されたプレーに感動をおぼえた。広島県ではカオルッ子チームが見事日本一の座につ

いた。また宮島もみじチームは，参加チーム中，最高合計年齢で“グランドシニア賞”を受賞した。 

祝 優 勝  

良かったねぇ～

うれしいわ～♪ 
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第 8回 中国ブロックバウンドテニス選手権大会 

 

■日 時  2012年 12月 15日（日）9：00～18：00 

■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：フリー出場無 ミドル 6組 シニア６組 

           女子：フリー 5組 ミドル11組 シニア 10組 

     シングルス 男子：フリー 3人 ミドル10人 シニア 12人 

           女子：フリー13人 ミドル16人 シニア 17人 

■成 績 

 前回までタイトルがなかった山口県勢が男子ミドルのダブルス(岩佐・濱田ペア)とシングルス

(濱田)、女子シニアのシングルス(廣本)で初のタイトルを獲得した。 

女子シニアダブルスの田中・八木ペアが初のタイトル獲得である。 
 

ダブルス  シングルス 

           

男 
 

子 

フリー 出場無  

  

 

男 
 

子 

フリー 

1位 池田   勉 岡山 

 2位 北田  英夫 広島 

    

ミドル 

1位 岩佐 久男・濱田 義則 山口  

ミドル 

1位 濱田 義則 山口 

2位 矢野 俊治・本池 浩次 鳥取  2位 霜村 丈明 鳥取 

3位 太田  保栄・霜村  丈明 鳥取  3位 太田 保栄 鳥取 

シニア 

1位 田 中  薫・小林  司郎 広島  

シニア 

1位 小林  司郎 広島 

2位 河本  正則・立 畠  昭 広島  2位 河本 正則 広島 

3位 戸田 厚生・定岡 信利 岡山  3位 青木  司 広島 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女 
 

子 

フリー 

1位 溝岡 智恵美・藤井  幹子 広島  

女 
 

子 

フリー 

1位 折本  孝子 広島 

2位 八島 恵美・國宗 直美 広島  2位 田辺 真理 鳥取 

3位 田辺 真理・斉尾 智恵理 鳥取  3位 藤井 幹子 広島 

ミドル 

1位 木村  千鶴・松本 みゆき 広島  

ミドル 

1位 三上 貴子 広島 

2位 近藤 経子・圓岡 寿賀子 鳥取  2位 松本 みゆき 広島 

3位 粂野 多恵・中野 八千代 広島  3位 谷口  幸子 広島 

シニア 

1位 田中 京子・八木 美恵子 広島  

シニア 

1位 廣本 淑子 山口 

2位 内田 みさ保・廣本 淑子 山口  2位 石 崎  瞳 広島 

3位 尾関 勝子・今井 和美 岡山  3位 高山 美由紀 広島 
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第 10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 2013年 1月 26日（土）、27（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 225名（45組） 

■成 績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

※10年連続出場のつくば旅人チーム、個人では重田政治さん（茨城）、横尾順二さん（佐賀）、 

浜田世里子さん（奈良）、森本季子さん（山口）の努力とこれからも参加してくださることを期待 

して心から拍手を送りたいと思います。。 

 大会委員長から 10年間の参加データの発表があり、県外の人たちと一緒に築きあげて来た大会

だとより実感しました。 

 

優勝 

おおさか・なると＋1 

谷口幸子・松本稔 

松本佳代子 

阿部貴司・内藤俊子 

準優勝 

ベアーズ＋２ 

沖和博・村上大志 

藤井幹子 

溝岡智恵美・國宗直美 

第 3位 

バラエティ 

立畠昭・力山美代子 

石崎瞳 

太田保栄・内田みさ保 

優勝 

つくば旅人 

重田政治・宮川光弘 

荒川仁美 

藤原真弓・堀口佐和子 

優勝 

新浜クラブ＋１ 

稲見博孝・白石祐司 

岡田恵美子 

椛島菜美江・紙原裕子 

優勝 

新浜っ子 

辻正之・岡修市 

下村範子 

三浦薫・谷山信恵 

1位グループ 

3位グループ 2位グループ 4位グループ 
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※ 今年は 2チームに特別賞が 

 与えられました。いつまでも  

 バウンドテニスとともに元気 

 な日々を送り続けていただき 

 たいと思います。来年もまた 

 きんさーい！  

 

 

 

  

 

 

大会の様子こんな形にしてみました。 

  

 

 厳寒の候、大会の幕が上がりました。 

            松本稔、佳代子夫妻はきんさい大会のためにとてもりっぱな宣誓状を 

持参され、選手を代表して和気あいあいと明るく宣誓され拍手喝采を 

受けられました。第 10回を記念するにふさわしいものになり選手達の 

士気も一段と高まって力強いスタートが切れたと思われます。 

 

 

 

  

 

 

 

初日は 45チームを 12ブロックに分けて予選ラウンドが行われました。好例の如く各チームに

よる声援が冬の寒さを忘れさせるほど熱い空気となり、試合に熱中、没頭、集中、執着すること

ができたかの様でした。ウエアーを見ても寒さ知らずのつわもの達のようですが、実は試合の待

機中はやはり寒さをしのぐためにダウンコート姿のオンパレードだったのです。この寒暖の差を

いかにコントロールするかが戦略のキーだったかも知れません。 

 

    

 

 

 

 

スマイル 

山尾卓巧・梶川勝 

永田よし子 

山崎孝子・荒木マスミ 

フロンティア☆スター 

栗山勝次・高木ミサオ 

高橋ひろ子 

森河敏子・本橋直美 

 

 

またきんさい賞 信枝賞 
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二日目を迎えました。各順位グループで決勝ラウンドを闘い、その後楽しい楽しいひみつの 

ラリー戦を行なって最終順位を決定します。賞品ゲットを目指し各チームの攻防戦が見もの。ホ

テルでの宴会の余韻が覚めやらぬ間に開始。一日目とは違って緊張感が和らいでむしろ本領発揮

できる可能性もあり、前日より高いモチベーションで試合に望めたかも知れませんね。 

 

 

 

 

 

 

  

この二種のラリー戦を征したチームが今大会の覇者となる期待感もあり。予測しても予測しき

れないこのポイント争いが再び緊張感をピシッと張り詰めさせ、最後まで気を抜かせないのがよ

かったですね。同じ勝負でも遊び心に誘惑されながら勝ちにこだわるという変則的な競技方法に

戸惑うことなく力を出せる自分でありたいと思いませんでしたか。 

この至難の業をなんなくなし遂げ、総合の覇者の栄冠に輝いたのは、なんと奇
く

しくも選手宣誓 

を行った松本夫妻が一員となっている「おおさか・なると＋1」チームでありました。おめでと

うございました。参加者の皆さん、そしてスタッフ一同お疲れ様でした。 

 

 

 

    

 

あっという間の二日間が過ぎ、“楽しかったよ”という思いを胸に皆さん帰路についた事と思い

ます。「またきんさい」・「また来るよ」を合言葉に大野で再会しましょう。   

 

※大会を通していつも感じるのは、年頭だけに今年も頑張るぞと元気を与えてくれる事。そして 

「継続は力なり」を忘れないようにという事。 

相互のボスを決め、倒す、 

守るでポイントが大きく変

動するという設定で対決 

パパ、頑張る
よ。 

かっこいい、頑
張ってね!! 

      

どうぞ 

こちらで 

ごゆっくりと 

お茶でも。 

ロブラリー戦 サバイバルラリー戦 

ネットを高く
してラリーの
回数を競う 
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第 23回 広島県バウンドテニスシングルス選手権大会 

■日 時  2013年 2月 10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 72名 

■成 績 

  今大会は幅広い年齢層に対応して 

グランドシニアクラスを設け、より 

多くの会員が楽しめるシングルス戦 

となった。 

初タイトルはどなたに。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※R・Ｐ・・・リフレッシュ・パワーズ 

■感 想 

 シングルスは楽しい。視点を変えて見れば自分の好き勝手にボールとラケットをあやつる 

ことができるのだから。気力・体力のバージョンアップにはもってこいの種目だと思います。 

今年も新チャンピオンが生まれ、新クラスが増えたことはある種のバージョンアップでしょう。 

女子の GS クラスは募集されたそうですが、今回は実現しませんでした。いつか様変わりする

かもしれませんが、盛り上げていきたいですね。 

シングルスの練習を積極的に取り入れていけばもっと自然に取り組めるような気がします。 

いろいろな練習内容を各クラブで検討し合って個々にとってさらに充実した BT活動になって 

いけばいいなと期待しています。シングルス戦に集まれ！Come on! 

GSクラス 

優 勝 加茂義弘 (廿日市) 

準優勝 橋本幸男   (三原) 

第 3位 今村弘美   (青崎) 

 

國宗直美（安芸府中） 

山根照美  （比治山） 

岩本良子  （廿日市） 

  

加登律子（安芸府中） 

柳迫直美（安芸府中） 

中島倫子（安芸府中） 

 

河本正則  （廿日市） 

北田英夫  （鈴が峰）

青木 司  （廿日市） 

 

空中穣二  （戸坂） 

沖 博明 （安芸府中） 

山谷久夫 （ R・Ｐ） 

 

平田和正（オリーブ） 

河野 優 （ R・Ｐ） 

和田俊三  （比治山） 

  

三上貴子  （甘日市） 

折本孝子  （廿日市） 

木村千鶴   （千田） 

Aクラス 

優 勝 

準優勝 

第 3位 

Bクラス 

優 勝 

準優勝 

第 3位 

Cクラス 

優 勝 

準優勝 

第 3位 
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第 20回 中国ブロック バウンドテニス親善交流大会 

■日 時 2013年 3月 3日（日）9：00～17：00 

■場 所 島根県浜山体育館（カミアリーナ） 

■主 催 一般財団法人 日本バウンドテニス協会 

■主 管 島根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 6チーム 

岡山県 5チーム，広島県 7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 1位 139回 大社 A 1位 

比治山っ子 7位 113回 大社 A 6位 

千田っ子 18位 98回 大社 B 2位 

安芸の風 13位 104回 大社 B 4位 

スマイル SIX 26位 86回 ワイナリーA 3位 

今日はひなまつり 12位 105回 ワイナリーA 4位 

がらくたパート 3 4位 116回 ワイナリーB 2位 

 

■感 想 

小学 6年生が堂々の勝利 

島根県チームの 6 年生男子のプレーに歓声が上がった。BT を始めて 2 年

で，高いボールを果敢にスマッシュするなどのびのびとプレーしていた。

母親と組んだダブルスで山口県チームを破り，喝采をあびた。 

鳥取県が大躍進 

4 ブロックのうち 3 ブロックで優勝。BT ラリー戦でも，2，

3，5，6 位が鳥取県チーム。近年は鳥取県，岡山県のレベルア

ップが目覚ましいが，今大会で鳥取県がついにブレークした。 
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第 25 回 廿日市市市民スポーツ大会 バウンドテニスの部 

 
■日 時 2012 年 4 月 15 日（日）10：00～16：00 

■場 所 廿日市市大野体育館 

■主 催 廿日市市スポーツ協会 

■主 管 廿日市市バウンドテニス協会 

■参加者 52 名 

■成 績 

 

＊＊ダブルスの部 優勝＊＊ 

   .A..ブロック：加茂 義弘･田中 京子 

   B1 ブロック：大島 武子･洞 哲郎 

B2 ブロック：矢口 一郎･数村 悟 

   .C..ブロック：向井 笑子･平原 貞夫 

 

 ＊＊シングルスの部 優勝＊＊ 

   A1 ブロック：三上 貴子 

   A2 ブロック：高山 美悠紀                      

   A3 ブロック：河本 正則 

   B1 ブロック：酒井 富子 

   B2 ブロック：笹木 博子 

   B3 ブロック：広畑 浅信 

   B4 ブロック：岩本 良子 

   C1 ブロック：吉弘 早百合 

   C2 ブロック：平原 貞夫 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■感 想  

 

 

 

 

 

 

 

 

ダブルスペアと各ブロックは当日抽選で決まる。大会は総会

後という事でタイム制を採用し A，B，C ランク別に行うので

参加しやすい大会だ。初参加の方も 2 名あり和やかな雰囲気に

なった。昼食時には今回で 2 回目となる手作りのぜんざいを頂

いてみんなほっこり笑顔です。ダブルスの部，最多勝率の組に

贈られる総合優勝カップは，大島・洞ペアに決定した。大会運

営担当，ぜんざい作りをしてくださった方々に感謝，感謝。 

本当にありがとうございました。来年も楽しみにしています。

まだ参加されていない方もぜひどうぞ！！    

 

 

いや～ん 

写れんかったゎ～ 

 

 初参加のふたり  

し
っ
か
り
見
と
る
よ 

こ
り
ゃ
ぁ
美
味
し
い 

い
い
ね
～ 
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広島市バウンドテニス交流大会 

 

■日 時 2012 年 4 月 15 日（日）13：30～16：00 

■場 所 広島市千田小学校体育館 

■主 催 広島市バウンドテニス協会 

■参加者 57 名 

■成 績 
 

チーム名 得点 サイコロ勝負 
最終

得点 
順位 

千田・BTFC・ オリーブ 15 × 3 45 1 

リリーズ・青崎 10 ＋ 6 16 2 

楠那・南社保 8 ＋ 3 11 3 

戸坂・フレンドリィ・ふなこし 4 ＋ 4 8 4 

牛田・東野 10 － 5 5 5 

比治山・パワーズ 14 ÷ 3 4.7 6 

鈴が峰・本川・坂 8 ÷ 5 1.6 7 

安佐北 4 ÷ 5 0.8 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 試合を

行い、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 回行なう。「リレーダブルス」と「リクライニン

グ・ラリー」(各８～１得点)の合計が得点となる。 
 

その後のサイコロ勝負(四則記号と数字をサイコロで決定)で最終得点が決定する。 

サイコロ転がしは、かなりのプレッシャーのはずだが、結構みんな楽しんでいるように見える。 
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第 16回 府中つばき杯バウンドテニス大会 

 

■日 時 2012年 6月 10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 99名 

■成 績                            

*くすのきコース*  

１
位
Ｇ 

１位 ひまわり 植岡 幸子 横田 サヨ子 喜田ノエリア 今田 治文 大谷 由美 調枝 美千代 

２位 すいせん 松林 まさ子 中野 八千代 谷山 信恵 木村 郁雄 寺田 和義 横見 綾子 

３位 あじさい 柳迫 直美 加茂 義弘 松若 みつ子 松本 みゆき 中田 敏彦 樽谷 倫子 

２
位
Ｇ 

１位 すずらん 掛谷 弘恵 今村 弘美 葭川 斉 清水 恵子 酒井 富子 濱本 英子 

２位 すみれ 土居 美津子 田中 京子 熊谷 恵子 押川 智明 木村 千鶴 吉村 一枝 

３位 あさがお 加納 春美 空中 穣二 大江 ちどり 林 襟子 宮田 直哉 青山 明美 

３
位
Ｇ 

１位 つばき 亀川 由美子 西岡 由美 松本 勲 宮崎 春子 寺本 喜久枝 新保 富美子 

２位 たんぽぽ 力山 美代子 粂野 多恵 松岡 千代子 兼子 元子 山谷 久夫 沖 博明 

３位 さくら 國宗 直美 大片 尚美 橋本 幸男 古川 ミカ 中黒 英司 瀬尾 信枝 

*揚倉山コース* 

１
位
Ｇ 

１位 コスモス 原田 咲美 大東 智樹 片山 宏 呑田 直美 加登 律子 

２位 ヒヤシンス 石崎 瞳 磨井 祥夫 玉村 麗子 伊勢崎 千恵美 大島 英一 

３位 ガーベラ 山口 照子 小林 司郎 小松 勝子 門田 和弘 松本 雅美 

２
位
Ｇ 

１位 バラ 下村 範子 河本 正則 高林 純子 和田 俊三 中島 倫子 

２位 クレマチス 八島 恵美 田中 薫 田村 ミヨ子 森 俊二 三宅 のり子 

３位 サルビア 乙吉 幸江 山谷 恵子 新畑 洋子 佐々木 伸行 沖 和博 

３
位
Ｇ 

１位 シクラメン 長谷川 恵子 立畠 昭 平賀 ケイ子 広兼 文子 吉村 尚 

２位 カトレア 久保田万寿恵 折出 敏秀 上東 玲子 佐々木 良三 前田 町子 

３位 パンジー 中須賀美代子 大東 直樹 和木 直子 林 和雄 樋岡 節子 

                                                                  

 

 

                                 

 

    

                                        

 

 

 

くすのきコース１位 

ひまわりチーム 揚倉山コース１位 

コスモスチーム 

 

人気のお弁当です！ 

暖かい心遣いがあります。 
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第 11 回 広島市バウンドテニス大会 おりづる杯 

 

■日 時 2012 年 7 月 29 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 120 名 

■成 績 

 

  順位 チーム名 リーダー 選手 

Ａ
ブ
ロ
ッ
ク 

1位 グローブ座 清水 恵子 沖 和博 寺本 喜久枝 森本 季子 森 俊二 

2位 ウインブルドン 古川 明美 橋本 幸男 折本 重信 松若 みつ子 黒石 悦子 

3位 バッキンガム 新保 富美子 渡部 達也 清水 みちえ 堺谷 富士雄 横更 悦子 

4位 ビッグ・ベン 今村 弘美 乙吉 幸江 鈴木 早百合 山本 恒 兼子 元子 

5位 ロンドン・アイ 中田 敏彦 大谷 由美 谷口 幸子 岩佐 久男 熊谷 恵子 

6位 大英博物館 立畠 昭 吉村 一枝 鯛原 潔 児玉 紀代子 藤本 賢一 

Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク 

1位 ハンマー投げ 折出 敏秀 柳迫 直美 河本 美苗子 山城屋 美奈子 和田 学 

2位 レスリング 高見 いつみ 藤井 幹子 松本 茂雄 和木 直子 佐藤 龍生 

3位 平泳ぎ 岡﨑 英治 國宗 直美 秋田 マユミ 増田 美由紀 加茂 義弘 

4位 柔道 大東 直樹 掛谷 弘恵 笹木 博子 上杉 利幸 上東 玲子 

5位 トランポリン 古川 ミカ 三浦 薫 粂野 多恵 白木 宏明 佐々木 伸行 

6位 アーチェリー 山谷 久夫 調枝 美千代 田中 薫 山本 敏子 沖田 洋美 

Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク 

1位 マーメイド 小林 司郎 下村 範子 田中 京子 鈴木 英世 村島 幸子 

2位 火の鳥 葭川 斉 溝岡 智恵美 高山 美悠紀 伊勢崎 千恵美 弘中 博昭 

3位 なでしこ 伊藤 烈 八島 恵美 谷山 信恵 宮本 洋子 中黒 英司 

4位 ウェンロック 池田 真由美 樋岡 節子 河本 正則 平葦 和久 藤野 美帆子 

5位 フェアリー 広兼 文子 原田 咲美 折本 孝子 河野 優 篠原 正樹 

6位 さくら 河浜 多美子 今田 治文 野口 健次 田村 ミヨ子 善岡 敏子 

Ｄ
ブ
ロ
ッ
ク 

1位 ビートルズ 大東 智樹 中島 倫子 岩本 良子 寺田 和義 稲富 庄一 

2位 ホームズ 山肩 脩 中須賀 美代子 青木 司 濱田 明子 玉村 麗子 

3位 シェイクスピア 横田 サヨ子 石崎 瞳 喜田 ノエリア 門田 和弘 平田 和正 

4位 エリザベス 佐々木 良三 久保田 万寿恵 澤崎 順子 芳邦 明枝 和田 俊三 

5位 ハリーポッター 山谷 恵子 吉村 尚 松尾 きよ子 松本 勲 木村 千鶴 

6位 ヴィクトリア 松本 みゆき 前田 町子 酒井 富子 吉山 哲夫 河岡 啓子 

・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 大谷 由美（安芸府中），田村 ミヨ子（比治山），芳邦 明枝（山口） 

会長賞      堺谷 富士雄（山口） 
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第 11 回 広島市バウンドテニスコスモス大会 

■日 時 2012 年 9 月 30 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 80 名 

■概 要 試合ごとにペアが変わっていくバラエティダブルス（5 ゲームマッチ，タイブレーク

あり。予選，決勝ラウンド，順位決定戦）と BT ラリー戦（1 分間 3 回）が行われた。 

■成 績 

＊バラエティダブルス＊ M クラス F クラス 

1 位グループ 

優勝 折出 敏秀 (坂) 大谷 由美 (安芸府中) 

準優勝 沖 和博 (安芸府中) 森本 可祝 (戸坂キャッツ) 

第３位 石井 哲二 (千田) 善岡 敏子 (岩国) 

２位グループ １ 位 松本 みゆき (千田) 松若 みつ子 (楠那わかば) 

３位グループ １ 位 西岡 由美 (広島 BTFC) 吉田 京子 (リリーズ) 

４位グループ １ 位 林 和雄 (青崎) 上東 玲子 (比治山) 

５位グループ １ 位 木村 郁雄 (比治山) 北野 ルミ子 (リリーズ) 

 

＊BT ラリー＊ 回数 クラブ 

優勝 117 
千田（石井 哲二，岡﨑 英治，松本 みゆき，広兼 文子， 

木村 千鶴，上垣内 のぞみ） 

準優勝 115 
リリーズ・フレンドリィ(横田 サヨ子，藤川 洋子，山谷 恵子，

吉田 京子，浅葉 愛子，押川 智明） 

3 位 112 
比治山 A（伊勢崎 千恵美，小松 明美，長重 良子，兼子 元子， 

木村 郁雄，和田 俊三） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜感想＞ダブルスのペアが次々と変わり、敵になり味方になったりの変化に富んだ試合と、多い

試合数に参加者は大会を満喫していたようだ。ただ、高齢者にはちょっとハードかも・・・？い

えいえ、皆さん疲れを見せない溌剌
はつらつ

としたプレーヤーばかりでしたよ。 
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第 2４回 商工会会長杯バウンドテニス大会 

 
■日 時 2012 年 11 月 11 日（日）9：00～17：00          

■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 119 名 

■成 績 

 

＊＊BT ラリー戦＊＊ 

 

＊＊団体戦 1 位＊＊ 

A ブロック  しろくまくん 沖 和博・藤井 幹子・溝岡 智恵美・村上 大志・國宗 直美・八島 恵美 

B ブロック  
岩国バウンド 

テニス 
寺田 和義・岩佐 久男・濱田 義則・善岡 敏子・濱田 明子・森本 季子 

C ブロック  比治山っ子 小林 司郎・石川 ちか子・竹下 康裕・古川 明美・小松 明美・久保 成子  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      しろくまくん         岩国バウンドテニス         比治山っ子  

 

■感 想 

 県外より徳島県，香川県，岡山県，山口県が参加された。参加申込みは基本的に，各クラブ単位とされ

る。（ただし単独の申込みも OK ）日頃の練習仲間が同じチームという事で緊張のなかにも穏やかな雰囲

気があり館内は笑顔で溢れていた。おまけに参加者全員に賞品が出る!（今年はくだもの＋ドリンクづく

しでした）と評判の大会である。今回も 1 チームは 6 名で団体戦はダブルス戦 3 試合を 5 戦行い順位を決

める，ペアは試合毎に変わった。BT ラリー戦の 1 位に優勝カップが贈られるが，今回は岩国バウンドテ

ニスチームが奪取，同クラブは団体戦でも 1 位となり躍進した姿を見せた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会運営の役員の方々，ありがとうございました。来年も参加を楽しみにしています。                                                                                           

1 位  

125 回  

岩国バウンド 

テニス 
寺田 和義・岩佐 久男・濱田 義則・善岡 敏子・濱田 明子・森本 季子 

2 位 

120 回 

 

 

金曜 

ファイターズ 
谷口 幸子・河本 正則・竹内 登茂子・福田 妙子・大島 武子・中上 雅民  

3 位 

119 回 

アワノバリュ

ウ･さぬき 
大西 小波・平岡 廣子・福田 久志・鎌倉 正弘・井内 春代・井内 好一 
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第 19 回 リフレッシュ講習会 

 
■日 時 2011 年 9 月 23 日（日）9：30～16：00 

■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 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 51 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                                                        

9：30～受 付 

  10：00～開講式  「強くなる練習と心得」 

「中級者上級者がもっと上手になる方法」 

  16：00 閉講式  

 

 磨井理事長の挨拶につづき，田中講師の紹介がされ挨拶と自己紹介をいただく。 

先ずはプロジェクターを使用し内容がていねいに解説される。（必携書からの抜粋による) 

上達の心得，強くなるには，など日々の取り組みを再認識しながらしっかり聞いた。 

1， 強化すべき「実力」 

心：自分を信じる力。技：試合で使うショット。体：ベストパフォーマンス。頭脳：戦略，

戦術，作戦の立案。道具：道具の選択眼を養い身の回りのケアに関するものを取り入れる。

真の上級者への道（上級者へのゲーム指導） 

真の上級者の行動を真似よ。無理･無駄･ムラの排除。 

 ★強くなるためには：自分が今よりも強くなれる事を信じられる人，可能性を信じられる人。 

 ★上手になる人の 3 条件：素直･前向き・好奇心旺盛な人。 

 引き続きコート実技 

 1，ウォームアップ：ウオーキングからダイナミック･ストレッチ（関節周囲筋の動きを潤滑に）・

上半身から下半身へのストレッチ（肩関節･肩甲骨･股関節･アキレス腱･大腿筋を伸ばす。） 

  コートは 10 面使用，各コート責任者 1 名，受講者は 5～6 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。 

 2，4 人でのラリー：ボール 1 個でアウトボールはキヤッチ，ネットはミスした人が拾う。 

  ツーミスで交代，人が入れ替わったらクリア。ミスを少なくし，続けてミスしないように。 

 3，1 対 2 のラリー：1 人は攻撃側，2 人は守備側，ミスをしたら反省を口に出し納得。 

 4，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）コートで 1 対 1 で行う。 

 5，カウント 1 対 3 を想定：サーバー･レシーバー･ボレーヤー各 1 人，サーバーが 6 ポイント

勝ったら交代。 

6，シングルス戦：全コートでの勝ち上がり戦，サーバー2 点リードで想定 2 ゲーム先取の試合。 

7，高いチャンスボールの打ち方 

8，回り込んでの逆クロス打ち，ベストショット。 

9，質疑応答 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

■感 想 

  今年は中級者，上級者を対象に必携書に基づいた資料解説と実技編が行われた。より実践的

な内容に成っていた。盛りだくさんのメニューの中から参考に，日々の取り組み方を今一度考

えて行き，上達法やゲームの心構え戦術など普段からプレーに活かしたい。技術の上達方法，

基本動作などは何度も読み返し理解していきたい。また来年も宜しくお願いします。 
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新しい必携書に基づく指導法講習会 
 

■日 時 2012年 7月 8日（日）10：00～16：00 

■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 

講師：磨井 祥夫・三上 貴子（日本バウンドテニス協会指導委員会） 

スタッフ 11名 （広島県バウンドテニス協会指導委員会） 

■参加者 33名 

■内 容 

9：30～        受 付 

10：00～12：00 開講式・講義 

12：00～13：00 昼休憩 

13：00～16：00 実技講習・閉講式 

 

 

平成 22年改訂の必携書に基づき，有資格者を対象にした指導法が講義編と実技編に分けて行

われた。改めて本編の内容について解説されながら要点をつかんだ。 

 

■感 想 

初心者に対する基本的な指導法など，プロジェクターを使いながらの講義編と 5 コートを使

っての実技編，各自が初心者のつもりで球出しを受けながら，グリップの握り方の違いと振り

方や打点の違いを体感した。今回の内容は自分で判断し活かされる物を取り入れながら指導者

としての勉強をしていきたい。これはと思うものを一つでも増やすのが進歩できるヒケツ！ 

 

＊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＊ 

 

体育の日記念行事 アクアパークチャレンジスポーツ 
（広島大学公開講座バウンドテニス教室） 

 

■日 時 2012年 10月 8日（月）10：00～12：00 

■場 所 アクアパーク体育館（東広島運動公園） 

■主 催 東広島市教育委員会 東広島市体育協会 （財）東広島市教育文化振興事業団 

■共 催 広島大学スポーツ科学センター 

■協 力 広島県バウンドテニス協会 

■参加者 119名（小学生 82名，大人 37名） 

■講 師 ＜広島大学＞ 磨井 祥夫 

     ＜（一財）日本バウンドテニス協会＞ 田中 徹 

     ＜広島県バウンドテニス協会＞ 三上 貴子,長沢 富子,青木 司，田中 薫 

■内 容 

5 名を 1 組として，(1)グリップの握り方とスイング（5 分），(2)ボール出しによるフォアハ

ンドストローク（5分）の順に指導をした。5分ごとに新しい組を入れていき，2時間の講習で

約 120名の参加者が体験できた。 

 

■感 想 

小学生を中心とし，8種目を自由に体験できる事業

だった。1 人 10 分という短い時間だったが，アンケ

ート結果では，全員が「機会があればまたやりたい」

という肯定的な回答であり，小学生がさまざまなス

ポーツを体験することに貢献できた。この事業とは

別に，大人への普及を目指した体験会が望まれる。 
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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，溝岡智恵美，力山美代子，  

田中 薫，長沢富子，今田 治文， 

新保 博，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) 新保富美子，吉原文子， 

田神敬子，横田サヨ子，古川ミカ， 

鮎川鈴子，木村千鶴，蔵田洋子 

 

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， 

八島恵美 

 

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  顧問：吉村 尚 

会 長：沖 和博 

副会長：田神敬子 

理 事：下村範子，力山美代子，亀川由美子， 

大谷由美，藤井幹子，後河内 龍一， 

溝岡智恵美，石崎 瞳 

事務局：亀川由美子 

会 計：加納春美 

監 査：朝日南千秋，神野恭子 

■廿日市市  顧問：青木 司 

会 長：河本正則 

副会長：三上貴子 

理事長：田中 薫 

常任理事：田中京子，長沢富子，谷口幸子 

理 事：田村賢一，池本邦夫，広畑浅信， 

長谷川 明，河村洋子，折本 孝子 

小松勝子，松本茂雄 

事務局：(長)鮎川鈴子，田村美和子， 

清水みちえ，酒井富子  

会 計：中野八千代 

監 査：加茂義弘，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，林 和雄，伊藤 烈， 

大場静枝，佐々木良三，中田敏彦， 

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 

 “そよ風の香りを嗅ぐ日”突然耳に入った言葉に朝食の支度の手を止めて、その音のする方へ

目と耳を向ける。エジプトの祝日だという。もとは収穫祭だったらしく古代から続いているとい

う。そよ風を嗅ぐ・・・なんて素敵なことでしょう！ 

コツコツと毎日働いて、そして収穫した作物を前に曲がった腰を伸ばしふっと顔を上げたとき、

ふわりと労をねぎらうような優しい風が頬をなでる。その瞬間、農夫の苦労は報われる・・・そ

んな情景が浮かんでくるようだ。 

そよ風を嗅ぐという発想はとても豊かな心を感じる。丁度、そよ風を嗅ぐにはいい時期である。

私もそよ風を嗅いでみよう。 

年報作りも、似ているかも知れない。取材 

に原稿作りとコツコツと積み重ね、そして 

製本という収穫作業。確かに、私たちはそ 

の時風を感じている。いや、風はそのとき 

だけではない。積み重ねているときにも風 

は吹いている。楽しみながら作るときはな 

おさらである。そよ風を嗅ぐという豊かさ 

とゆとりをもって、色々な風を感じていきたい。 

（編集委員長 北野ルミ子） 

 

◆いつ微笑むの？（今でしょ！）◆お疲れさま～（こひつじ) ◆鳥インフルのお土産は御免だ！

（ソレイユ）◆寒さ、暑さ、肩こり、かすみ目にも負けない広報委員なり～（愛・夢 BT）◆隠れ

広報委員・・・広報委員を超える！（折本♡ぱぱ）◆新しいプリンタ様様、楽楽、感謝感謝（Ｓ） 

◆私、時間かかりすぎでしょう！なんとかしないと（アル）◆卒業記念号・・・（ひなたぼっこ）

◆赤いちゃんちゃんこでなく、赤い T シャツ着てもうひと踏ん張り（赤ヘル同級生）◆一所懸命

頑張ります。よろしくお願いします（M）◆蕁麻疹 なう（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，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，八島恵美 
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昨年の製本作業のようす 



 

 

第１０回安芸グランドホテル杯きんさいバウンドテニス大会 ２０１３．１．２６－２７ 廿日

市市大野体育館 ◆大会役員 ◇大会会長 岸田 文雄 ◇大会副会長 上田 一善 林 正夫 

森戸 曠敬 ◇大会参与 沖 和博 河本 正則 今田 治文 ◆競技役員 ◇大会委員長 磨井 

祥夫 ◇大会副委員長 吉原 文子 大下 晃充 ◇総務委員長 鮎川 鈴子 ◇総務副委員長 

三上 貴子 田中 京子 ◇総務委員 長沢 富子 田村 美和子 折本 孝子 日宇 伸子 笹木 

博子 高津 信子 沖田 松江 吉弘 早百合 倉橋 康子 酒井 富子 河村 洋子 高山 美悠紀 

田神 敬子 ◇競技委員長 沖 和博 競技副委員長 西岡 由美 吉原 文子 ◇競技委員 沖 

博明 大東 直樹 八島 恵美 國宗 直美 藤井 幹子 溝岡 智恵美 古川 ミカ 新保 富美子 

蔵田 洋子 ◇審判委員長 河本 正則 ◇審判副委員長 吉村 尚 青木 司 ◇審判委員 今村 

弘美 大東 智樹 木村 千鶴 河浜 多美子 力山 美代子 谷口 幸子 中野 八千代 鯛原 潔 

粂野 多恵 立畠 昭 ◇宿泊･輸送委員長 広畑 浅信 ◇宿泊･輸送副委員長 田中 薫 ◇宿

泊・輸送委員 池本 邦夫 田村 賢一 小松 勝子 ◇広報委員 下村 範子 溝岡 智恵美 ◆選

手 藤原 真弓 大嶋 信夫 重野 恵子 楠 賢太 竹尾 久美子 紙原 裕子 三上 貴子 佐藤 

秋子 白石 祐司 隅本 益子 西門 成子 岡田 恵美子 福田 梢 辻野 明子 谷山 信恵 有

瀬 学 音代 侑宏 溝岡 智恵美 田中 薫 大江 ちどり 石野 幸子 河本 正則 野崎 智代 

濱田 明子 今村 重喜 川崎 幸子 辻野 亮一 早野 好子 内田 みさ保 高木 ミサオ 中島 

京子 小畠 早臣 中島 はつ江 荒川 仁美 清野 美枝子 宮川 光弘 河野 宏 中石 裕子 

中野 八千代 梶川 勝 阿部 貴司 遠藤 素代 愛甲 洋美 下村 範子 小松 明美 本橋 直美 

谷口 幸子 鐘江 義枝 福田 久志 野口 稔世 斉尾 智恵理 早川 光子 西岡 由美 今井 和

美 増山 信子 由比 美保 小林 誠 由比 孝男 北 晴美 宮本 洋子 田中 登子 内藤 節子 

藤原 美貴 力山 美代子 笹木 博子 鐘江 博 山崎 充子 田中 久美子 高橋 ひろ子 古川 

明美 平松 達子 池田 勉 長沢 富子 山﨑 孝子 黒木 悟 黒岩 真樹 杉野 政子 山尾 卓

巧 田神 敬子 藤原 圭子 立畠 昭 白川 房江 青木 司 横尾 順二 田中 徹 三浦 薫 中

田 敏彦 鯛原 潔 岩本 良子 寺本 喜久枝 尾関 勝子 堀川 靖子 西田 薫 安本 美加代 

前部 淑子 國宗 直美 越智 こずえ 高津 信子 森河 敏子 吉村 尚 鮎川 鈴子 山城屋 美

奈子 岡 修市 原田 京子 三村 邦子 磨井 祥夫 田村 賢一 臼井 澄子 野口 健次 今村 

悦子 清水 恵子 新畑 洋子 菅野 静江 村田 和男 浜田 世里子 野口 千恵子 藤井 幹子 

折本 孝子 西川 麻奈美 田村 美和子 川野 勇清 清水 みちえ 大野 利幸 中原 きよみ 

木村 典子 村上 大志 竹森 勇 八百谷 都 福田 紀彦 太田 保栄 岡本 信光 西本 世良子 

多胡 幸江 久我 和子 堀北 妙子 荒木 マスミ 岡﨑 英治 籠尾 ミサ子 福吉 慎次 木村 

千鶴 森本 季子 鎌倉 正弘 広瀬 フミ 奥田 ひとみ 沖 和博 南 睦子 緒方 明子 伊勢

崎 千恵美 石崎 瞳 永田 よしこ 田中 正美 中津井 静美 神野 昭子 辻本 睦代 横田 正 

松本 稔 八木 美恵子 河浜 多美子 神山 ヨシエ 稲見 博孝 粂野 多恵 内藤 俊子 長浜 

きみ子 山口 照子 洲浪 綾 多々良 夏子 濱田 義則 友松 宣夫 古川 ミカ 戸井 健治 

平岡 廣子 弘中 博昭 高橋 忠和 松本 佳代子 横田 サヨ子 岩佐 久男 竹本 昌枝 記野 

マチ子 辻 正之 渡辺 明子 今村 弘美 吉田 幸央 河村 洋子 徳田 由喜子 中須賀 美代

子 江口 沙織 玉田 貴子 長岡 友子 小笠原 恵子 和田 俊三 川上 早苗 河野 照彦 撫

養 茂子 木村 正美 高山 美悠紀 大嶋 淳子 大西 小波 江口 典子 西岡 聡江 若松 裕子 

河村 瞳 井内 春代 金村 英行 栗山 勝次  堺谷 富士雄 酒井 富子 藤原 健一郎 石田 

初子 松本 みゆき 桜井 謙次 木寺 俊子 田中 京子 大東 智樹 大島 英一 椛島 菜美江 

小林 由実 重田 政治 池本 邦夫 善岡 敏子 江口 晴二 森繁 富子 日宇 伸子 井内 好一 

千葉 三郎 中田 路之 
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