
(2009)平成� 21年� 6月 ( 3 ) 

。 第� 6回ピンクリボンレディ ーステニス県大会� O
2008記録ファイノL 期日�  7月� 7日(月)

会場 感岡市立太田スポーツセ ンター

O テニス講習会� O 参加数 [一般の部] 31組� [50代の部] 10組
 

期 日�  5月� 13日 (火)


会場 県営運動公園
 [一般の部]


講師 田中峰子
 優勝 準優勝


参加数� 26名
 堀切虞白子 ・鳥居可条江 小林志保・照井美香

(コスモス ・ラブインドア)� (ラブインドア・県庁)

参加数

レディーステニス講習会 。

日� 5 月 20 円 (水)~ 毎週水曜全�  8回 優勝 準優勝

[50代の部]

期

会

講

。
 場

師 菊池純子岩動美紀子菊池寿子 (エコー・コスモス) (あっぷる)

砂子田千鶴酒井裕子� 

33名

県営運動公園テニスコート 菅原町i子・蛇口清枝 林 晃子・大森みち子

。菜の花交流会�  O
期日 6月� 12日(木)

会 場 花巻市 日居城野� i巡回カ公園テニスコート

参加数� 49名� 

O 第� 25回桑名杯レディーステニス大会'08 

byDUNLOP 0 
期日 6月� 18日 (水)

会場 盛岡市立太回スポーツセンター� 

参加数 30組

優 勝

高橋幸子(ノ ースランド)

妹尾文子 (ラ ・ポーム北上)

準優勝

松浦千香子(パステノレ)

熊ヰヰ啓子(サーティ ートマト)

《高橋幸子》 桑名杯初ペアで優勝できるなんて夢のようです。

大変� k喜しく思います。納得できる試合で、はなかったので

練習に励み、ランクアップめぎして頑張ります。

《妹尾文チ》テニスを始めて� 10年目、桑名杯で優勝でき、

ベア、練習仲間、そしてコーチに感謝です。技術面・精

神面また体力向上を目指して今後も努力していきます。

~ピンクリボンレディーステニス大会~

日本女子テニス連盟は� 2003年� 4月より「乳がん早期発見

啓発キャ ンペーン ・ピンクリボンレディーステニス大会」

を開始。 毎年「乳がん月 間� j の� 10月に全国決勝大会を

開催しています。

ピンクリボンパ ッヂ売り上げを� f基金� Jとして


積み立て、第 4回の時にマンモグラフィーを


贈呈 しました。次回の送り先を持集して


いますので、ご要望がありましたら、


総務部まで連絡を。


。

期

会

結 

一般の部俊勝ペア� 50代優勝ペア

第� 6回 ピ ン ク リ ボ ン レ デ ィ ー ス 全国決勝大会� O
日� 10月� 30日(木)� 31日(金)


場 神奈川県荏原湘南スポーツセンター


果� 1 R敗退 岩手� 0-2 奈良


県代表� (一般)堀切毘貴子 ・鳥居可奈江� 

2度目ということもあり、心地よい緊張感で思いっきり、

そして楽しんでプレーする事ができました� Pあと 一歩と

いうところであり果は出せませんでしたが、経験が確実に

脳になっていることを実感しました堀切)

「レベル，� ;':j---い!J試合を観戦しながらドキドキワクワク。

「まだまだだねj そんなテニスの王子様の声が聞こえて

きそう。負けはしましたが、技術的にもメンタノレ的にも

良い勉強になりました。もっともっと皆さんと切瑳琢磨

して強くなりたいです。(烏居)

県代表� (50代)菅原節子・蛇口泊� 枝A

夢にまで見た全国大会、何度挑戦したことか

直後はあまり実感が得られませんでしたが、家に帰・り、

全国大会の資料に目を通しているうちに、 喜びがこみ

あげてきました。

試合中は相手の動きを良 く見て、ミスをしないように

心掛けました。勝ちたい、という気持ちを強く持った

ことが、このような結果につながったのだと思います。

ここまでこられたのも、コーチや仲間の支えがあった

からです。木当に感謝しています。ありがとうござい

ました。
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く〉 第� 26田県レディースダブルステニストーナメン ト く〉 [iQ代の部| 

期日�  7月� 2 7日(日) i単 勝 砂子田千鶴・菊池純子

会 場 盛岡市立太田スポーツセンタ ー (モ州カロイヤル・ちゃる)� 

参加数� A級[18組1 B級[18組1 c級[14組] i14優勝 名達磯子 ・中村美幸

((A級》 (フ ジサワ) 

~代の部|優 勝 !J、I島洋子・ 吉岡三智子H:

準優勝

(山 川 )

砂子田千鶴 ・焔池純子

(引材ロイヤル ・ちゃる� ) 

((B級》

勝 榊原裕美絵 ・中川 筋子{疫

(ドリーム・わかば)� 

iWi，正勝神田アエ・八主主樫真紀子

(ドリーム)� 

((C級》� 

fIf 勝 山岡恵子・木村 育子� 

(パ レット)

優 勝 酒 井裕子・小田島洋子

(モリオJJロイヤル・山� i¥'f) 

準優勝 林 晃チ・大森みち子

(あっぷる) 

~ 代の部|
京泰子・阿部記代-fJiMJ勝� {必

(ぱすてる ・ロング) 

cp，uisi)除 鈴木三枝子・佐々木と く子

}除

(サ ンピア)

~代の剖|
、子~J宮宇都・悦チl~Ji名ー {ぷ 

(パ レット)

準優勝 吉村 明美・森下政江

(フリー・ フジサワ)� 

o2008母と子のエ ンジ ョイテニス� o
期 日�  8月 6 EI(水)

会場県営j運動公図テニスコート

参加数 小・中学生の部� [11組]ちびっこ� [20名]

結果 低学年の部位; 勝牛ー小学 白山尚・ 煎

準佐勝 及川 泰生・ 美奈子

高学年の部 優勝 波辺大樹 ・佐子

単位勝福原型子 ・具:理子

中学生の部優勝 佐々木愛 ・哲

準優勝� Ji長代 ぷ菜 ・克彦

て!g

(サン ヒア ・j-J，Jンド)

第� 22回東北・北海道レディー ス団体対抗戦� O
身! 日� 9片� 27日(土)28日(日)

会 ~tj， 秩田県立rj'央公図テニスコート

結果岩手県� 6{立(I位北梅道� 2位福品県� 3 fu:秋田県

4{立11J森県� 5位宮城県� 7位山形県� ) 

o2008ダンロップレディーステニストーナ メント� O
期 日� 10月� 10日(金)

会場従岡市立太問スポーツセンター 参加数� 41組� 

1位トーナメ ント

菊池純子o:¥砂子田千'IO似:勝

(モ~ ~'jJ ロ什ル ・ちゃ る )

市優勝� 出純子・千莱叔子

小学生M学年の部優勝 準優勝名達機子・中村美卒

く〉 第� 24田県支部長杯レディースダブ、ルステニス

トーナメン ト兼第� 22回東北・北海道レディース

団体対抗戦予選会� O
期 日� 8月� 21日(木)

会 場盛岡市立太田スポーツセンター

参加数� 33組� 

E亙週
優 勝 工藤恵理・星川紀子


(ちゃる・ラプインドJ)


(フジサワ� )
 

2佼 トーナメン卜


優 勝岡本紀チ ・田村尚子
 

(エンγ エ J~ ・サーテ { ー トマト)

準H{H労 柴崎久仁チ ・工藤敬子� 

(エコー・ わかば)� 

3位トーナメン ト

優勝千田品子・本郷 略� 

(ちゃる ・山� j青)� 

l¥小学生低学年の;:f位勝

11準後(1井美香!1小林志保・� 

(77"l'ントγ・県庁) (ピーチ� )

弁� rjJ塚真裕美・忍i巻津久美准健勝


