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八幡レディース　　今井三枝子

練習会当日野洲体育館に集まった参加者はコート１面に対して20名程だったでしょうか？

基本練習？それとも応用練習？と期待とともに開始されました。

あっという間に時間が過ぎて・・・。

今回は１面しかない、いえ１面あれば、どんな練習でも出来る、そう教えていただいた

効率の良い内容の練習会でした。

ありがとうございました。

第11回トリプルソフトテニス大会 　期日：平成27年3月3日（火）・4日（水）

氏名 府県 氏名 府県 氏名 府県 氏名 府県
浅井菜津美 小谷　洋子 豊田佐千子 兒玉美幸

鈴木香代子 小川　桂子 岩井真理子 中根治美

浅井真由美 島田　　藍 乾　真樹子 野々部登美子

五味　絹代 広瀬由美子 種村　浩子 広島 石澤　由香

梅野千江子 田中由美子 栗毛美智子 千葉 小川　照美

新　　康乃 服部　晶子 加地　英子 千葉 松下　春枝

増田　加奈 後藤　終子 松田　郁代 山本　悦子

尾張　由美 神野　弓子 角田　克子 田口佐代子

岩原　慶子 城所　房子 　三方　孝子　 伊藤　伴子

喜利ミナ子 新庄　　薫 山田真由美 大橋　妙子

山口百合子 村上　早苗 舟山美千代 谷口美津子

橋本　愛子 高本　久美 岩田　美葉 大黒真理子

大久保初子 河合　かつ

渡辺　伸江 稲垣　節子

赤堀　妙子 田中　光子

大和崎裕子 寺澤万夕美 鈴木　豊子 近　　純子

角江　和美 藤橋　由紀 宮村　京子 雪吹美恵子

平　　典子 松浦みどり 藤川由紀代 野場千和子

　　滋賀レディース
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　第３２回びわこレディースソフトテニス大会　 

　期日：平成２７年４月１４日（火）１５日（水）

 会場：滋賀県立長浜ドーム

池杉　智子 堀　　亜紀

川勝　霧子 杉江　千里

中辻　孝子 馬殿　美雪 亀岡乃利子 島田　珠美 大阪

宮﨑由佳子 加藤由美子 村上　容子 上門美登利 滋賀

山本　悦子 田蔵　任子 石井　智子 野澤　陽子

神濃菜穂美 藤原　広美 鈴木　由美 羽賀　修子

梅野千江子 西　紀久子 河田　敦子 奈良 後藤　終子

五味　絹代 中尾　信子 三松　典子 大阪 神野　弓子

八代富喜代 和歌山伊藤　節子 松井　安子 片山あけ美

山﨑眞喜子 大阪 阿部　新子 山田　早苗 安藤　高子

岡村　道子 武内芙佐子 大阪 大井　多恵 遠藤真知子

星田　由子 岩佐　照代 兵庫 杉本さち子 村上　早苗

横野久美子 服部　京子 大塚　勝世 静岡 田中　光子

渡辺　伸江 磯部　照子 菅沼ヒトミ 愛知 稲垣　節子

喜利ミナ子 河合　かつ

加藤　鈴子 榊原　雪江

大久保初子 今井　美里 松永　初江 村岡　良子 山口

赤堀　妙子 南川　幸子 森　　幸代 吉津　明美 広島

小澤　淳子 吉田美智子 梶田　孝子 加藤麻紀子

櫻井　昌子 西村　尚子 渡辺恵里子 片野　智美

佐野利律子 村瀬奈緒美 藤本利恵子 大辻　美香

請川　京子 坂本　照子 上垣　琴恵 田畑　育美

守山ひまわり　奥村深雪
６０歳以上の練習会に参加資格ができ、私自身練習会には久しぶりの参加になりました。
当日は天候に恵まれ、講師に永井会長、参加者１５名での練習。
３コースへの高さをつけたボールの打ち分け、サービスライン内での２対２の
ローボレーのラリー、試合形式等の練習。
メニュー切り替え時の給水を少しずつ取りながら１２時～１６時みっちりの練習で
 ''アッ''という間に４時間が経ちました。

有難うございました。　
私自身、だんだん習った事がその場では理解出来ているつもりが、いざ実践になると
思った様にならない年齢になってきたなァーと思うこの頃、あせらず細く？
（体と相談しながら・・・）長～く、何よりもテニスを楽しむ事を優先に続けて
行きたいと思います。　今後共、よろしくお願い致します。

講師は永井会長１人でしたが充実感のある練習内容でした。

　　　　　　　会場：守山町（ふれあい）公園テニスコート

さくら

（８ペア）

もも

（１４ペア）

ふじＡ
愛知 京都

愛知 愛知 京都 京都

臨時講師　永井富美子

愛知

（５８ペア）

はぎ

（３３ペア）

さつき

（２９ペア）

ゆり

（１５ペア）

きく

（３３ペア）

あやめ

すみれ

（８ペア）

ばら

（３７ペア）

愛知

奈良

愛知

愛知 愛知

京都

京都 愛知

京都

岐阜

愛知

岐阜

静岡

大阪 京都 京都

愛知 愛知

大阪 愛知

滋賀

大阪

愛知 滋賀

３位

京都 滋賀

優勝 準優勝 ３位

京都
（２５ペア）

ふじＢ

（１９ペア）

６０歳以上練習会

ひ と こ と 



ふじ練習会

         平成２７年４月３０日（木）近江八幡市立運動公園テニスコート

　入れる事」と、何度も繰り返し練習しました。
　私は､特にバックが苦手で、なかなか思い通りに打てなかったのですが、
　永井会長の「だいたい、みんなバックが苦手だと思いますヨ」という言葉に
　「そうか！私も頑張ろう！！」と気持ちが楽になった気がしました。
　　又、前衛である私にとっては、後衛ポジションでのラリー練習は貴重な経験と
　なりました。
　　普段は、あまり交流のない他のクラブの方とも声を掛け合いながら楽しく練習し、
　アッという間の２時間だった様に思います。
　　御指導くださった役員の方々、本当に有難うございました。

第３７回全日本レディースソフトテニス決勝大会滋賀大会

第２９回レディースソフトテニスふじブロック近畿決勝大会７月３日長居公園コート

【カトレアＡ】優勝　

平成２７年４月３０日（木）近江八幡市立運動公園テニスコート
　　臨時講師　永井富美子

ふじＡ

ふじＢ

＜ふじ近畿決勝大会代表選手＞　監督　辻克子

ばら

ゆり

きく

あやめ

赤田　洋子 志賀ＳＴＣ 高森　初江 志賀ＳＴＣ

明河由美子 志賀ＳＴＣ

　決勝大会の代表選手が決定しました！！

　永井富美子（志賀ＳＴＣ）・野本久美子（大津なでしこ）ペア

近藤　良子 くさつＹＹＣ 井口由美子

松浦みどり

志賀ＳＴＣ

甲賀レディース

八幡レディース

大津なでしこ

志賀ＳＴＣ

大植なつの

山本千加子

岡本　恵子

松田　勝子

大津ＳＴＣ

　中山早苗（守山ひまわり）・高垣敦子（蒲生レディース）ペア

八幡レディース　　大植なつの

　参加者８名で、楽しく練習させて頂きました。
　全員でのストローク練習では、「フォアでも、バックでも自分の狙った所へきちんと

＜全日本レディース決勝大会代表選手＞　監督　石井智子

すみれ

　皆様のあたたかいご声援をよろしくお願いします！！

   会場：皇子山総合運動公園テニスコート

志賀ＳＴＣ

期日：平成２７年５月１５日（金）

志賀ＳＴＣ

清水志津子 志賀ＳＴＣ 朽木　清枝

長瀬　美紀 志賀ＳＴＣ
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第３７回全日本レディースソフトテニス決勝大会　８月２１日～２３日宮城県仙台市

【カトレアＢ】優勝　

甲賀レディース

野洲

蒲生レディース

浜崎　順子 さざなみレディース

林　　佳子 志賀ＳＴＣ

藤橋　由紀

野崎佳代子

滝川美和子

石井　智子 志賀ＳＴＣ 鈴木　由美

ひ と こ と 
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＜二部近畿決勝大会代表選手＞　監督　朽木清枝

第１６回レディースソフトテニス２部近畿決勝大会　７月３日　長居公園コート

＜フラワーズ大会代表選手＞

監督

第２５回近畿レディースソフトテニスフラワーズ大会

第５９回近畿ソフトテニス選手権大会 　　　　　期日：平成２７年５月９日（土）
　　　　　会場：奈良県立橿原公苑明日香庭球場

【シニア女子４５】３位　長瀬  美紀（八日市クラブ）・明河由美子（守山ＳＴＣ）

　今後の大会及び練習会のお知らせ
○第３５回近畿都市対抗レディースソフトテニス大会
　　期日：平成２７年６月４日（木）　予備日：６月１１日（木）
　　会場：兵庫県立明石公園テニスコート

○第４０回滋賀レディースソフトテニス大会
　　期日：平成２７年６月９日（火）　予備日：６月１６日（火）
　　会場：彦根総合運動場庭球場　

○練習会　
　　期日：平成２７年６月１６日（火）　 会場：皇子が丘公園テニスコート
　（滋賀レディースソフトテニス大会予備日）

【シニア女子８０】優勝　木下　幸（さざなみレディース）・竹田　環（京都）

第１６回二部　滋賀大会 　    　期日：平成２７年５月２０日（水）

　　    会場：皇子山総合運動公園テニスコート

二部

重田　理恵 八幡レディース

村田　幸子 蒲生レディース 小堀　春恵 蒲生レディース

三田村ひとみ

大津なでしこ小山智佳代

石津　美穂

石井智子 太田みどり

志賀ＳＴＣ 野洲

三添　美和 八幡レディース 寺澤万夕美 八幡レディース

ひまわりＡ ひまわりＢ

大原　和美 甲賀レディース 高垣　敦子 蒲生レディース

すみれ
朽木　清枝 志賀ＳＴＣ 内堀富士子 八幡レディース

清水志津子 志賀ＳＴＣ 古川千津子 大津なでしこ

ゆり
石井　智子

鈴木　由美

志賀ＳＴＣ

志賀ＳＴＣ

ばら
長瀬　美紀

明河由美子

志賀ＳＴＣ

志賀ＳＴＣ

きく
赤田　洋子

高森　初江

志賀ＳＴＣ

志賀ＳＴＣ

重田　理恵 八幡レディース

高垣　敦子 蒲生レディース

坂口　鏡子 八幡レディース

寺田　弘子 大津なでしこ

太田みどり 大津なでしこ

野本久美子 大津なでしこ

６月２３日（火）　滋賀県立長浜ドーム

３連覇！！　　
　　おめでとうございます

藤木　　幸 守山ひまわり

井上　恵子 さざなみレディース
あやめ

近藤　良子

井口由美子

くさつＹＹＣ　

大津ＳＴＣ


