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守山市 ０－３ 尼崎市 大津市 ２－１ 大和高田市

守山市 ０－３ 大阪市　旭 大津市 ０－３ 和泉市

　　 ２位グループ決勝トーナメント

守山市 ０－2 京都市京都女子 大津市 ２－１ 加古川市

大津市 ０－２ 東大阪市

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）

　会場：滋賀県立彦根総合運動場庭球場

守山市・大津市の選手の皆様、お疲れ様でした。

準優勝

すみれ・ばら
重田理恵

（八幡レディース）

古川千津子 上門美登利

（大津なでしこ）

　今回の滋賀レディース大会は、前日からの雨で開催が危ぶまれましたが、

皆さんの熱意とお手伝いのお蔭で無事開催する事が出来ました。有難うございました。

さつき

（志 賀 STC) （志  賀 STC)
ゆり

奥村深雪 服部光子

根上律子 多田清美

（守山ひまわり） （さざなみレディース）

近藤良子

高垣敦子

（蒲生レディース）

（大津なでしこ） （大津なでしこ）

石井智子 鈴木由美

森　房子 三井美代子

あやめ

はぎ

藤木　幸 井上恵子

優勝

きく

（くさつYYC)

谷口直美 川野美香

（安土レディース）（水口おもいDAY'S) （甲賀レディース）

藤橋由紀
ふじ

　　　守山市チーム 　　　大津市チーム

（甲賀レディース）

松浦みどり

（大津なでしこ）

（守山ひまわり）

加藤眞喜子

太田みどり 野本久美子

（守山ひまわり）（さざなみレディース）

（守山ひまわり） （八 日 市） （八幡レディース）

（さざなみレディース）

　期日：平成２７年６月４日（木）
　会場：兵庫県立明石公園テニスコート

３位グループ決勝トーナメント

　　　    平成２７年９月発行

　　　　       滋賀レディース

    第１４号

　　    　ソフトテニス連盟

 第３５回 近畿都市対抗レディースソフトテニス大会
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　　期日：平成２７年６月２３日（火）

代表選手

監督

くさつYYC　内貴　あい子

大津　STC　田中　二三子

　　私達、練習日の火曜日は、毎週雨の為練習が出来ていませんでした。

今後来ていただいた時には、普段疑問に思っていること、良い練習方法などを、

又、クラブ訪問お待ちしています。

積極的に聞いて教えていただくようにしたいと思いました。

　暑い中、クラブ訪問に来て頂き有難うございました。

　会長のクラブ訪問日　今日は、久しぶりに曇り空の中いつもよりたくさんの

できれば、基礎練習をしている時から来て頂き、アドバイスをして頂ければ

忙しい中会長は、お昼すぎにクラブに来て下さいました。

午前は、基本練習　いつもより緊張感を持って練習に取り組めたように思います。

午後はゲームをし、永井会長のポジションや動きを見学する事ができました。

第２５回近畿レディースソフトテニス　フラワーズ大会

（　会長のクラブ訪問　）

和歌山県

滋賀県

京都府

６位

京都府

奈良県奈良県

１位

２位

３位

４位

５位

きく

ひまわりA ひまわりB ひまわりA ひまわりB

すみれ

石井　智子 太田みどり

古川千津子

内堀富士子

清水志津子

寺田　弘子

長瀬　美紀

明河由美子

石井　智子

鈴木　由美

重田　理恵

高垣　敦子

　　会場：滋賀県立長浜ドーム

クラブ員が集まりました。少し緊張気味に練習が始まりました。

井口由美子

大阪府

兵庫県

滋賀県

和歌山県

兵庫県

大阪府

野本久美子

藤木　　幸

朽木　清枝

ばら

ゆり
坂口　鏡子

太田みどり赤田　洋子

八幡レディース　 クラブ員一同

　訪問日：平成２７年６月２７日（火）

　いつも出会えないクラブ員にも声を掛けて下さり、会長のやさしさを感じました。

あやめ
井上　恵子

高森　初江

近藤　良子

訪問日：平成２７年７月２8日（火）

良かったと思いました。　又、おいで下さい。
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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

期日：平成２７年７月３日（金）
会場：長居庭球場

ふじブロック ２部

緊張せずに打てるだろう」と不安にかられます。
行きの電車の中で、相手より1本でも多く打てるようにと、アドバイスを受け

今回の試合を終えて、反省する所が色々見つかったので、来年に向けて

最後になりましたが、今大会に向けてお世話頂いた監督の辻さん、

有難うございました。

でも当日は「下を向いたらあかん！！」の言葉を胸にコートに入り、

みんなが最後まであきらめない！の姿勢で試合ができたと思います。

団体戦独特の盛り上がりに、興奮と感動の幸せな一日でした。

感謝　（村田）・みんなのおかげ（小堀）
応援の声が励みになりました（三田村）・楽しくプレー出来ました（石津）
本当に感謝（寺澤）・団体戦最高！（三添）

6位 滋賀県

それを目標にして試合に臨みました。

チーム全体としては6位の成績でした。

浜崎　順子
岡本　恵子

三添　美和
寺澤万夕美
大原　和美
高垣　敦子

奈良県

重田　理恵
村田　幸子
小堀　春恵
三田村ひとみ
石津　美穂

３位

４位

5位

京都府

和歌山県

奈良県

大阪府

兵庫県

　お天気にも恵まれ、抽選にも恵まれ、監督と10人の選手が一つになって入賞する
蒲生レディース　小堀　春恵

大阪府

林　　佳子
松田　勝子

松浦みどり
野崎佳代子
大植なつの
滝川美和子
山本千加子

滋賀県

和歌山県

第１６回レディースソフトテニス２部近畿決勝大会

野洲クラブ 　野崎佳代子
　梅雨の時季、蒸し暑い曇り空の中で試合は行われました。
私がこの試合に出場するのも5回目となりますが、毎年緊張し「いつになったら

京都府

ふじブロック ２部
監督

辻　克子
監督

朽木　清枝
小山智佳代

１位

２位
藤橋　由紀

兵庫県

私達のペアは、３試合した中２試合に勝つ事が出来て嬉しかったです。

又、沢山の差し入れを頂きましたこと、重ねてお礼申し上げます。

沢山の方々から応援の言葉や差し入れを頂いたり又、当日は多くの方が遠方まで
足を運んでくださったりと　本当に力になりました。応援ありがとうございました。

近畿ふじブロック決勝大会に出場して

近畿２部決勝大会を終えて

【一人一言】
悔しい（重田）・団体戦サイコ―（小山）

有難う、みんな（大原）・今年も準優勝出来て良かった（高垣）

当日審判員をして頂いた役員の皆様、応援に来て頂いた皆様、大変お世話になり

事が出来て、ホッとしました。強化練習の時から一人一人をよく見てそれぞれに

アドバイスをしていただきながら、なかなか実行できず落ち込んだり・・・

日々の練習を頑張っていきたいと思います。
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期日：平成２７年７月８日（水）

会場：甲賀市甲賀中央公園テニスコート

監督

きく

はぎ

さつき

 ※決勝大会は平成２７年１１月４日（水）～６日（金）

６０歳以上のゲスト練習会

　　　    補助員：馬殿美雪氏

  今回のゲスト練習会は、６０歳以上対象の練習会という事で、どの様な練習をさせて

頂けるのか楽しみに参加させて頂きました。

実技の練習の前に、今の自分のメンタル力や技術力等を自分なりに評価する事から始まり

ました。実技では、ロープや園芸用の支柱等を使って、私には考えもつかない様な

練習法を教えて頂き、とても有意義な時間を過ごさせていただきました。

指導して頂いた方、本部の方、暑い中有難うございました。また次に、この様な練習を

企画して頂けたら是非、参加させて頂きたいと思います。

根　上　　律　子 八　　日　　市

志賀STC　　森　孝子

講　師：亀井加奈子氏（京都レディースソフトテニス連盟副会長）

藤　戸　恵　子

第１０回記念全日本シニアレディースソフトテニス決勝大会　滋賀大会

志　賀　S　T　C

藤　木　　　　幸

松　井　　安　子

志　賀　S　T　C清　水　　志津子

あやめ
山　田　　早　苗 大津なでしこ

藤　戸　　恵　子

多　田　　清　美 　八幡レディース

大津なでしこ

守山ひまわり 井　上　　恵　子 さざなみレディース

Aブロック（５５歳以下）

Bブロック（５５歳以上）

Cブロック（６５歳以上）

＊応援よろしくお願い致します。

滋賀県立長浜ドームにて開催されます。

平成２７年７月１５日（水）近江八幡市立運動公園テニスコート

補助員：馬殿美雪氏

森　　　房　子 さざなみレディース 三　井　　美代子 守山ひまわり

参加者数

１０名

６名

６名

カトレアの部

ひ と こ と 
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33 34 35 36 勝率 差 順位

2 4 4 2/3 -1 1

3 2 2 1/3 -2 4

1 3 4 2/3 -1 2

1 3 1 1/3 -2 3

監督　石井智子

　予選リーグは、一致団結の闘いで昨年優勝の大阪を撃破し、なんとリーグ突破！

期日：平成２７年８月２７日（木）

会場：皇子山運動公園テニスコート

１位

２位

結果でした。　

Ａ　級

デイジー

ベスト１２

決勝トーナメント進出

【　優勝：群馬県　　準優勝：埼玉県　　３位：宮城県Ａ　　３位：愛知県　】

　若輩者の私が、初めて監督の大任をいただきましたが、今回は、代表経験が

何度もあるベテランの素晴らしいペアばかりなので、私のお役目としては、

監督会議でいかに良いくじを引くかということでした。

志賀ＳＴＣ

Ｂ　級 シニアの部 混合級

志賀ＳＴＣ 大津なでしこ

二日目は、決勝トーナメントとなり、東京と対戦。

※決勝大会は１０月２０日（火）マリンテニスパーク・北村にて開催されます。

第２５回レディースクラブ対抗オール関西滋賀大会

 予選リーグ組合せ

八幡レディース さざなみレディース ひまわり

京都勢の熱い声援もあり、どの試合も激戦で、どのペアも素晴らしい

（実は二日目は、観光もしくは、牛タンを食したいと淡い期待もしていましたが、

そちらはうれしくもお預けとなりました）

　皆様には、多大な激励、ご支援をいただき誠にありがとうございました。

選手一同、心より感謝いたしております。

　滋賀県もこれでまた一つ上の目標を持つことができたと思っています。

36　　 新潟

パフォーマンスでしたが、２-３で惜負。敗れた３試合はすべてファイナルという

東京　3－2　滋賀　

第37回全日本レディースソフトテニス決勝大会

Ｉブロック

33　　 滋賀

34　　 山形

35　　 大阪

期日：平成２７年８月２１日（金）～２３日（日）　会場：宮城県仙台市
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お

是非一度見に行って下さい！

ルーセント大会の帰りにでもどうぞ！

　　○彦根　八坂町北交差点を東へ向かう
（大津方面からであれば犬上川を越え次の信号を右折）
（長浜方面からであれば大藪浄水場前の信号付交差点を
　左折れ）
市民病院を越え開出今町北交差点（コンビニ）を
右折れし　約２００メートルで右手に公園

＊湖岸道路（八坂北交差点）より開出今町
　北交差点まで約１キロ

湖岸道路利用

　　　会場：マリンテニスパーク・北村

　○第１０回記念全日本シニアレディースソフトテニス決勝大会
　　　期日：平成２７年１１月４日（水）～６日（金）
　　　会場：滋賀県立長浜ドーム

　　○１０月上旬が見頃
彦根市開出今町

　期日：平成２７年１１月２６日（木）
　　　会場：滋賀県立長浜ドーム

  ○練習会　10月１日（木）ルーセントカップ大会予備日（10:30～15:30）

　○練習会　10月13日（火）（10:30～12:30) ６０歳以上　　　　　
会場：近江八幡市立運動公園テニスコート

◎全日本シニアレディース壮行会・前年度対抗戦　

会場：近江八幡市立運動公園テニスコート

　　○２４種類で１２００本のバラ花が咲いています。

  期日：平成２７年９月２５日（金）
　　会場：滋賀県立彦根総合運動場庭球場

　　○入園無料（無料駐車場）
　　○営業時間なし（いつでも見られます）

○第２１回ルーセントカップレディースソフトテニス大会

　期日：平成２７年１０月２０日（火）

　○練習会　10月18日（日）休日練習会（13:00～15:00）

会場：近江八幡市立運動公園テニスコート

庄堺公園【しょうさかいこうえん】バラ園

　○第２５回レディースクラブ対抗オール関西ソフトテニス大会

　○滋賀レディース連盟創立４０周年フェスティバル２０１５

       １０月２９日（木）（10:30～15:30)

　　　　会場：水口柏木公園コート

お す す め 

今後の大会および

練習会のお知らせ


