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 ★ファミリーエンジョイテニス PLAY＆STAYイベントのお知らせ★ 

２０１７年８月５日（土） パークドーム熊本   

〇 午前の部（１０：００～１２：００） ファミリーエンジョイテニス３歳～６歳(小学生未満) 

                      PLAY＆STAY  （小学生の部テニス未経験者） 

 〇 午後の部（１３：００～１５：００） テニス技術講習会  

                       参加資格 女子連会員の方    

毎年夏の恒例イベントとなっているファミリーエンジョイテニスとテニス未経験の小学生を対象 

とした PLAY＆STAY を新たに開催します。暑い中ですが、親子で、またお友達と一緒に 

テニスを楽しみませんか？講師として本部より岡川恵美子さん、溝口美貴さん、宮﨑優実さんが 

お越しくださいます。沢山のご参加をお待ちしています。 

担当 宮田まり子 小山香                                    

《29 年度の今後の大会日程》  

              
大会名 開催日  予備日 会場 

2017 ﾌ ｧ ﾐ ﾘｰｴ ﾝｼ ﾞ ｮ ｲ ﾃ ﾆｽ 

PLAY＆STAY 本部講習会 

8 月 5日（土）  パークドーム熊本 

ソニー生命カップ 

第 39 回全国レディース 

テニス熊本県大会 

9 月 10日（日） 

9 月 11日（月） 

 パークドーム熊本 

第 32 回九州ブロック 

レディーステニス熊本県大会 

10月11日（水） 

10月12日（木） 

10月 13日（金） 県民総合運動公園

メインコート 

第 35 回熊本レディース 

テニス大会 

11月 2日（木）  パークドーム熊本 

第 22 回フレッシュ＆ 

第 4回リフレッシュテニス大会 

12月10日（日） 12月 11日（月） 運動公園 B コート 

第 34 回八代レディース 

テニス大会 

2 月 3日（土） 2月 10日（土） 八代市スポーツ 

コミュニティー広場 

 

＊ 日程の変更がありますので、要項等でご確認ください。 

 

 

            

 

 

 

ありがとう！心ひとつに！ 

日本女子テニス連盟熊本県支部 

支部長 野原美由紀 

３月の総会を終え、新年度がスタートいたしました。昨年は会員の皆さまにとって本当に大変な一年だったと思います。県支部運営も会場が

利用できず、ご迷惑をおかけいたしましたが皆さま方のご協力のお蔭で無事に進行することが出来ました。会員の皆さま、スポンサーの皆さ

ま方に心より感謝申し上げます。この事で人との繋がり、思いやり、優しさ、そして強さを感じた一年でした。 

何をすべきか、どうすればいいのか皆で考え、心を一つにし、結束が生まれていきました。その結果が全国レディース全国大会ベスト４の快

挙に繋がったような気がします。（もちろん、選手の実力です） 

 さて、今年度は復興イベントの団体戦からスタートいたしました。明るい笑顔でコートを走り回る姿を拝見してスポーツ（テニス）の持つ力を再

確認しました。桑名杯、ピンクリボンの県代表選手も決まり、これからファミリーエンジョイテニス（PLAY＆STAY）とテニスの楽しさ、面白さを伝

える大会が続きます。生涯スポーツとしてのテニスを長く楽しく続けられるよう、役員一同お手伝いをいたします。8月には本部から講師の方を

お迎えして、「PLAY＆STAY」とテニスの技術講習会も予定されています。たくさんのご参加、お待ちしております。 

 今後とも、皆さま方のご協力とご支援をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

★女子連熊本県支部ホームページアドレス 
 http://jltf_kumamoto.moo.jp/ 女子連携帯番号 090-9594-0304 

大会の案内や試合結果、写真など掲載しております。是非ご覧下さい。 

* 今 年 度 役 員* ★第３4回通常総会について 

平成 29 年 3 月 24 日（金）えがお健康スタジアムにおいて、平成 28 年度総会が開か

れました。会員数 266 名のうち出席者 31 名、委任状の提出 216 名、合計 247 名で、

会員の過半数を超え、総会は成立しました。前年度の行事、会計、活動報告など、す

べての議案が承認され滞りなく終了しました。3 月に退任されました関美香さん、坂本

中さん、宇野孝子さん、鶴本和代さんの後任として、小山香さん、下川美和子さん、宮

田まり子さん、満田紀子さん、東矢望さんの 5人が承認されました。 

今年もスタンプラリー始

めています。スタンプカー

ドを忘れずに！(^O^) 

 

支 部 長 野原美由紀 

副支部長 古賀 武子 

事 務 局 永廣とも子・満田 紀子 

競 技 部 片平 容子・川崎 和子 

       宮田まり子・下川美和子 

会   計 坂本 由花 

普及＆強化部 小山 香 

広   報 東矢 望 
     よろしくお願いします！ 

＊普及＆強化部便り＊ 

今年から新たに普及＆強化部が発足さ

れ、第１回練習会が５月８日（月）クラブ理

事会後、１３時より開催されました。参加

者は、２４名と大盛況でした。 

参加された皆様お疲れ様でした。 

次回は１２月のフレッシュテニス大会後に 

予定しています。今年度は、各大会の優

勝ペアの強化練習会も企画しています。 

皆様お楽しみに！！ 
 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www2.city.moriyama.shiga.jp/koho/060615/image/15-2.gif&imgrefurl=http://www2.city.moriyama.shiga.jp/koho/060615/index15.html&usg=__4cQWrsdFGvz4s9Gr1ORNr0JqPxg=&h=128&w=162&sz=5&hl=ja&start=73&itbs=1&tbnid=tw6acKwFiUoJMM:&tbnh=77&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3D%25E3%2583%2586%25E3%2583%258B%25E3%2582%25B9%2B%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2588%26start%3D60%26hl%3Dja%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www2.city.moriyama.shiga.jp/koho/060615/image/15-2.gif&imgrefurl=http://www2.city.moriyama.shiga.jp/koho/060615/index15.html&usg=__4cQWrsdFGvz4s9Gr1ORNr0JqPxg=&h=128&w=162&sz=5&hl=ja&start=73&itbs=1&tbnid=tw6acKwFiUoJMM:&tbnh=77&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3D%25E3%2583%2586%25E3%2583%258B%25E3%2582%25B9%2B%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2588%26start%3D60%26hl%3Dja%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
file:///C:/Users/OWNER/Desktop/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SCDKRY9D/　　　http:/jltf_kumamoto.moo.jp/
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＜復興イベント＞ 

桜レディーステニス大会親睦団体戦 

 

2017 年 4 月 12 日（水） 熊本県民総合運動公園メインコート  

参加者 136 名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

★優勝コメント★ 

転勤＆復帰という新しい風になる二人に助けられた古株ペアのチー

ムで、桜満開を背に優勝できて新年度良いスタートが切れました！！ 

 

 

 

 

 

 

   ＜CDクラス 

 

★優勝コメント★ 

いつも一緒に練習している仲間に感謝です。楽しい１日でした。 

 

 

 

 

 

 

 
★優勝コメント★ 

練習仲間 4人です。この日だけ？手と足はもちろん口も胃袋もとても 

よく動いて、楽しくプレイできました。有難うございました。 

 

オリーブハートカップ 

第 6 回 JLTF 熊本テニス大会 
                             

2017年 5月 22日(月)  パークドーム熊本 

                     参加者 43組（86名） 

≪一般の部≫ 26組 

優 勝 宮本由美子(indigo) 

     太田彼佐子(ﾙﾈｻﾝｽ)  

 準優勝 那須 莉加(ﾌｼﾞｽﾎﾟｰﾂ Felice)                                    

坂本 由花(江藤塾ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

第３位  荒木 奈緒(ﾌｼﾞｽﾎﾟｰﾂ Felice) 

        宮田まり子(ﾌｼﾞｽﾎﾟｰﾂ Felice) 

     村井由香里(indigo) 

     松島 治子(ｲﾝﾊﾟｸﾄ) 

★優勝コメント★  

普段できないので、二人で少しでも長くテニスがしたいという思い 

で１ポイント１ポイント頑張りました！(^O^)／ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★優勝コメント★ 

最後までケガなく楽しくできたので良かったです。 

 

≪65歳以上の部≫ 5組 

優 勝 塩崎まさこ(ﾌｼﾞｽﾎﾟｰﾂ Felice) 

    川原 裕子(玉名ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

準優勝 小原 公子(ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝ) 

    天津美和子(ｲﾝﾊﾟｸﾄ) 

★優勝コメント★ 

良いペアと久しぶりの優勝で嬉しいです。 

     

              ≪70歳以上の部≫ 4組 

              優 勝 片岡 恭子(熊本 TC) 

                  永江 淑子(熊本 TC) 

              準優勝 野口 久子(ABC ｲﾝﾄﾞｱ TS) 

                  竹腰 京子(熊本ﾛｰﾝ TC)  

 

★優勝コメント★ 

久しぶりにいい結果が出て良かったです。これからも長く続けて 

行けたらいいと思います。  

 

桑名杯レディーステニス大会 2017 

                         by DUNLOP 
2017年 5月 22日（月）パークドーム熊本  

参加者 22組(44名) 

優 勝 稲田 昭子(八代ﾐｭｰｽﾞ) 

    土田志津子(八代ﾐｭｰｽﾞ) 

準優勝 東海林幸子(八代ﾐｭｰｽﾞ) 

    久保 佳子(八代ﾐｭｰｽﾞ) 

第３位 小原富美子(ﾌｼﾞｽﾎﾟｰﾂ Felice) 

    堀尾 尚子(ﾌｼﾞｽﾎﾟｰﾂ Felice) 

    坂本 由美(ﾃﾞｲﾘｰ) 

    吉元 幸子(ﾃﾞｲﾘｰ) 

 

● 第 9回桑名杯九州大会は、九州ブロック本大会と同時開催で、 

11月 21日、22日に福岡で行われます。 

 

 第１５回ピンクリボンレディーステニス大会 
 

2017年 6月 14日(水)、15日(木) パークドーム熊本 

                   参加者 40組（80名） 

 

≪一般の部≫（24組） 

優 勝 森田真弓美(八代ﾐｭｰｽﾞ) 

   上村英津子(八代ﾐｭｰｽﾞ)                             

準優勝 入江 典子(ﾙﾈｻﾝｽ) 

吉津美輪子(ﾌｼﾞｽﾎﾟｰﾂ Felice) 

第３位 勝田志真子(長嶺 TC) 

星野美智恵(庄口ｸﾗﾌﾞ) 

 

★優勝コメント★            

苦しかったけれど、この大会を目指していたので優勝できて良かった

です。本大会に行っても気を引き締めて頑張ります！ 

 

≪５０歳以上の部≫（16組）    

優 勝 鹿末由紀子(ﾌｼﾞｽﾎﾟｰﾂ Felice)    

    下川美和子(ﾌｼﾞｽﾎﾟｰﾂ Felice) 

準優勝 上田 和子(ﾌｼﾞｽﾎﾟｰﾂ Felice) 

    桃谷久美子(ﾌｼﾞｽﾎﾟｰﾂ Felice) 

第３位 鮫島 秀子(長嶺 TC) 

        山田 清子(八代ﾐｭｰｽﾞ) 

★優勝コメント★  

お互いにペアを信じ合い、頑張れました。本大会もベストを尽くし 

ます。 

❀ ＢＵＲＮ ＣＵＰ（コンソレーション）❀ 

   ≪一般の部≫     優勝 奥田 公子(熊本 TC) 

                      松ケ迫瑠梨子（ABC ｲﾝﾄﾞｱ TS）                       

≪５０歳以上の部≫  優勝 假水ひとみ（玉名ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

                  冨田千賀子（玉名ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

● 全国決勝大会は、10月 16～18日に神奈川県藤沢市（荏原湘南 

スポーツセンター）で行われます。                                 

 

≪229歳以下の部≫(16チーム) 

優勝 新歓コンパ 

 選手 小山 香(デイリー) 

    坂本 中(PASSING) 

    池辺 静(レディ) 

    蓑田奈津巳(デイリー) 

 

≪230歳以上の部≫(12チーム) 

優勝 まるちゃん 

 選手 平田 清美(インパクト) 

    本田 裕美(インパクト) 

    木田 鈴子(インパクト) 

    松島 治子(インパクト) 

 

 

≪CDクラスの部≫(6チーム) 

優勝 江藤塾レディース 

選手 原田 敬子(ABC ｲﾝﾄﾞｱ TS) 

   西 順子(江藤塾ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

   園田美智子(Zip) 

   下村 美香(Zip) 

 

≪55歳以上の部≫ 8組 

優 勝 藤 玲子(八代ﾐｭｰｽﾞ) 

山田 清子(八代ﾐｭｰｽﾞ) 

準優勝 宇野 孝子(熊本 TC) 

冨田千賀子(玉名ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

 

 

 

 

 

 

 


