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平成２３年度行事予定 

行事名 月日 締切予定 場所 会費/人 非会員 備 考 

青葉交流会 5/25（水）10-13 5/6 太田 1000 2000 初心初級・中級・チャレンジコース 

桑名杯 6/15（水）・16 予 5/15 太田 1500 2500 初心者、1 ｾｯﾄｾﾐｱﾄ  ゙

菜の花交流会 6/22（水）10-15  花巻 1500 2500 午前・実技、午後・交流試合（男性可） 

第９回ピンクリボン 7/6（水）・7 予 6/14 太田 2000 3000 一般・50 代、ウイルソンコンソレマッチあり 

第２９回県レディース 7/24（日）・25 予 7/2 太田 1500 2500 ABC 級 1 ｾｯﾄｾﾐｱﾄ  ゙

ファミリーエンジョイテニス 8/11（木）10-12  
県武
道館 

500 3 歳～小低学年、ボール遊び 

第２７回支部長杯 9/3（土）・5（月）予 8/12 花巻 1500 2500 一般・40・50・55・60 以上、１セットセミアド 

第３３回全国ﾚﾃﾞｨｰｽ 
9/13（火） 8/22 

太田 2000 3000 
2 ﾀｲﾌﾞﾚｲｸｾｯﾄﾉｰｱﾄﾞﾌｧｲﾅﾙ 10 ﾎﾟｲﾝﾄﾀｲﾌﾞﾚｰｸ 

１～４位リーグ(SCU）・５～８位決定戦 9/14（水）・15 予  

ﾖﾈｯｸｽﾚﾃﾞｨｰｽ 9/28（水）･29 予 9/7 花巻 1500 2500 オープン・ステップアップ、全国大会あり 

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾚﾃﾞｨｰｽ 10/4(火）5 予 9/2 太田 5000/組 ABC 級   ﾘｰｸﾞ後ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 

納  会 10/26（水）10-15  太田 1000 2000 20 分ﾏｯﾁ（ｾﾐｱﾄﾞ）  お弁当付き 
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謹んで震災のお見舞いを申し上げます。 

3 月 11 日の午後、今までに経験したことのない激しく長

い揺れに驚く間もなく、大津波が東北太平洋沿岸に襲来し

ました。被災された皆さま、またご家族、知人の方々に心か

らお見舞い申し上げます。 

今なお大勢の方々が避難所生活等でご不便な思いをさ

れている事に心が痛む思いです。また不幸にも私たちの

仲間が被災しましたが、会員の皆様からの心温まる支援を

頂き、心より深く感謝申し上げます。 

被災地の復興が一日も早く叶いますよう、私たち女子連

の力を結集させ、心から一緒に笑える日が来るまでみんな

で力を合わせましょう。 

平成23年・24年度役員 

名誉支部長    菊池 敬 
支部長      菊池 寿子 
理事長      小田島洋子 

常務理事 
 総務部長   菊池 純子 
 競技部長   砂子田千鶴 
 普及部長   酒井 裕子 
 財務委員長  高橋 敦子 

理事       及川美奈子 
         堀切眞貴子 
         高橋美佐子 
         森下 政江 
         鈴木三枝子 

監査（２２年・２３年度） 
      鳴海あけみ 

支部長 菊池寿子 
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※全国大会・東北レディース代表選手の前には  マークがついています。 

/普及指導者研修会 ４月26日(月) 県運動公園  参加15名   レディーステニス教室 5/11-6/29 県運動公園  参加13名 

講師：八橋ふみ子                       講師：岩動美紀子・酒井裕子   毎火曜全8回                          

 支部交流会 5月19日（水）太田SC  参加52名        

お弁当なしで３時間ぶっ続け! お疲れ様♪                          
                                  

/第23回菜の花交流会 6月23日(水)   参加49名 

  会場：花巻運動公園（雨天のため体育館） 
  講師：YONEX高橋徹氏 
 
 第 26 回青葉杯 6 月 2 日（水）太田  参加３３組     

 

    

 

 
       支部交流会 

 

 

                                                   

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あひるクラス 【優 勝】 伊藤泰子（はちまんたいTC）・中川篤子（わかば） 

 【準優勝】 堀切眞貴子（コスモス）・齋藤裕子（コスモス） 

ひよこクラス 【優 勝】 井上恒子（一関ﾊﾟﾚｯﾄ）・佐藤環（一関ﾊﾟﾚｯﾄ） 

 【準優勝】 阿部裕美子(一関ﾊﾟﾚｯﾄ)・及川洋子(一関ﾊﾟﾚｯﾄ)             

たまごクラス 【優 勝】 小泉智絵（プリティ）・柴田弓恵（プリティ） 

 【準優勝】 吉田久美子（プリティ）・平川陽子(プリティ) 

● 岩手県女子連のデビュー戦でした。相手がどんな選手か全く分からず、おっかなびっくりの試合でスタートしました

が、ペアのアドバイスが的を得ていたおかげでとても助けられました。様々な個性をもった方と対戦できて、とても

勉強になりました。（伊藤泰子） 
● 試合を半月後に控えた日の練習中ぎっくり腰に･･･運動どころではなく練習に復帰できたのは試合の二日前。本番は

ぎこちないプレイの連続。ペアにはたくさん迷惑をかけ、たくさん助けてもらいました。泰子さんごめんなさい！あ

りがとう！！（中川篤子） 
● ３月末に自然豊かな岩手県に引っ越してきて初めて参加した試合でした。緑に囲まれたとても環境のよい場所でのび

のびと楽しくプレーできました。いろんな人と知り合えたしスタッフの方々もとても親切にしていただき本当に良い

思い出となりました。ありがとうございました。（井上恒子） 
● いろんな方と試合をし、とてもよい経験が出来ました。引っ張ってくれたペアの井上さん、コーチや仲間に感謝で

す。（佐藤 環） 
● 昨シーズン試合デビューしたものの、1 勝も出来ず悔しい思いで幕を閉じた一年でした。今年の目標、「まずは 1

勝」で臨んだ青葉杯たまごクラス。まさかの優勝に嬉しさと驚きが隠せませんでした。これまで鍛えてくださった田

中コーチをはじめ一緒に練習してくれたプリティの皆さん、本当にありがとうございました。ようやく殻から生まれ

たヒナたちですが、これからも上を目指して頑張りますのでご指導よろしくお願いします。（柴田弓恵･小泉智絵） 

2010 記録ファイル 

岩手県女子連ＨＰ http://joshiren.himegimi.jp/  
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 テニス講習会  ５月１２日（水） 滝沢総合運動公園 体育館  参加56名 
        講師：樗木聖氏 
         

支部初の試みとして、本部から樗木
ちしゃき

 聖
ひじり

さんを講師にお迎え 
しました。当日はあいにくの雨のため体育館になりました。 
アプローチからのボレー、スマッシュや並行陣・雁行陣での 

動き方（ダブルスでの分業制）などの説明をして頂きました。 
また、スマッシュボールの追い方については左手を上げながら 
「イチローの逆シングルキャッチ」のようにとのアドバイスを            
頂きました。                                話も熱心に聞きます 

 （普及部長 酒井裕子）           
 
 
 
  桑名杯レディーステニス大会 2010 by DUNLOP 6 月 17 日（水）太田   参加28組 
 
  【優 勝】八重樫真紀子（モリオカロイヤル）・神田アエ（2020カウズ） 
  【準優勝】阿部裕美子(一関パレット)・及川洋子(一関パレット) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 第 8 回ピンクリボンレディーステニス県大会 7 月 7 日（水）太田 SC   参加43組 
  
一 般  【優 勝】 中川美幸（わかば）・堀切眞貴子（コスモス） 

     【準優勝】 伊藤泰子（はちまんたいTC）・中川篤子（わかば） 
50以上  【優 勝】 坂田千津（山清）・森田芳子（山清） 

  【準優勝】 菅原節子（ﾓﾘｵｶﾛｲﾔﾙ）･今井厚子（ﾓﾘｵｶﾛｲﾔﾙ） 
   

            
 

 
 
 
                                                                                  

【試合結果】 １R敗退 （0－２）対 埼玉  埼玉は準優勝でした。 
 
  
 
 
 
                                                    
 
 
  

 

 

 

ﾍﾞｽﾄﾄﾞﾚｯｻｰ賞 《一般》 井上恒子（一関ﾊﾟﾚｯﾄ）・鳥居可奈江（ﾗﾌﾞｲﾝﾄﾞｱ） 
 《5０以上》 佐藤範子（サンピア）・氏家マリ子（サンピア） 

● 今年の桑名杯は朝から大雨(＞_＜)。初戦が午後 3 時スタートで集中す

るのが大変でしたが、優勝することができてとても嬉しいです。ご指

導いただいたコーチ、練習仲間、ペアに心から感謝します。（八重樫

真紀子） 
● 桑名杯の優勝が私の第一の目標でした。やっと念願が叶い、夢の様な

気持ちを味わえたのは長い間支えて下さったコーチ、一緒に練習をし

てくれた仲間のお陰です。そして、ともに頑張ってくれたペアには心

から「ありがとう」の言葉を贈りたいと思います。（神田アエ） 

全国決勝大会 10月20～22日 神奈川県藤沢市・荏原湘南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀ― 

● 「全国大会」本戦では良い結果を出せませんでしたが、多くの事を学んできました。また、自分に足りない

ものも再確認できたので、今回の貴重な経験を生かし、少しでも成長できる様、日々努力していきたいと思

います。(中川美幸) 
● 全国大会で 4 試合もでき、得るものがたくさんで嬉しかったです♪決勝戦は感動的で、大変充実した 2 日間

でした。（堀切眞貴子） 
● 本戦では負けてしまいましたが、次の日も準決勝と決勝を観戦し鳥肌が立つようなプレーに感動しました。

このような機会を与えてくれたペアや応援して下さった皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。（坂田千津） 
● ペアに恵まれ全国大会を経験し、レベルの高さに何も出来ませんでしたが、これからもっと 1 本 1 本粘って

ポイントに繋がるように技術を磨いていこうと思います。応援してくれた山清の皆様ありがとうございまし

た。（森田芳子） 

リボンが可愛いでしょ♪ 

靴

も

揃

え

た

の

よ 
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 第 28 回県レディースダブルステニストーナメント 7 月 25 日（日）太田 SC   参加46組 

 

 

 

 

 

 

 

【優 勝】 酒井裕子（ﾓﾘｵｶﾛｲﾔﾙ）       坂田千津（山清）        細川佳代子（わかば） 
      小田島洋子（山清）       森田芳子（山清）        北島 伸子（エンジェル） 
【準優勝】 中川美幸（わかば）       工藤敬子（わかば）        阿部裕美子（一関ﾊﾟﾚｯﾄ） 

堀切眞貴子（コスモス）       熊谷啓子（ｻｰﾃｨﾄﾏﾄ）        佐藤 環（一関ﾊﾟﾚｯﾄ） 
 

 2010 ファミリーエンジョイテニス ８月２日（月）県営武道館    

 
参加45名 

3～8歳までの子供達が大集合！！ 
みんなで楽しく汗をかきました♪ 

 

 

第 26 回岩手県支部長杯レディースダブルステニストーナメント       

兼兼 第 24 回東北レディース団体対抗戦予選会 8 月 19 日（木）太田 SC   参加32組 

 
一般 【優 勝】鳥居可奈江（ﾗﾌﾞｲﾝﾄﾞｱ）・井上恒子（一関ﾊﾟﾚｯﾄ） 

 【準優勝】伊藤泰子（はちまんたいTC）・中川篤子（わかば） 

４０歳以上  【優 勝】砂子田千鶴(ﾓﾘｵｶﾛｲﾔﾙ)・菊池純子（ちゃるくらぶ） 

【準優勝】工藤恵理(ちゃるくらぶ)・小原利美子(ﾗ･ﾎﾟｰﾑ北上) 

５０歳以上  【優 勝】酒井裕子（ﾓﾘｵｶﾛｲﾔﾙ）・小田島洋子（山清） 

【準優勝】藤田千代子（ﾗﾌﾞｲﾝﾄﾞｱ）・乙部純子（あっぷる） 

５５歳以上 【優 勝】千葉叔子（ﾉｰｽﾗﾝﾄﾞ）･佐藤悦子（一関ﾊﾟﾚｯﾄ） 

【準優勝】鈴木三枝子（サンピア）・佐々木とく子（サンピア） 

６０歳以上  【優 勝】藤原泰子（2020カウズ）・阿部記代子（ベル） 

【準優勝】高橋英子（ﾗﾌﾞｲﾝﾄﾞｱ）・高橋ふみ子（ﾗﾌﾞｲﾝﾄﾞｱ） 

 
 
 

第 32 回ソニー生命カップ全国レディーステニス大会 
 
 
 
 
 

 
  

    
      

【試合結果】1Ｒ（0-3）対 兵庫      監督：小田島洋子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【優 勝】 小原利美子(ﾗ･ﾎﾟｰﾑ北上)・工藤恵理(ちゃるくらぶ) 

【２ 位】 菊池亜紀（ﾗ･ﾎﾟｰﾑ北上）・重茂真紀（花巻ｸﾞﾘｰﾝ） 

【３ 位】 中川篤子（わかば）・伊藤泰子（はちまんたいTC） 

【４ 位】 中川美幸（わかば）・堀切眞貴子（コスモス） 

C級 B級 A級 

●深呼吸し「さあ～出番」景色を見渡し、選手としてはもう来ることはないだろうな～テニス人生の中で一番

思い入れのある大会。工藤さんはパワーあるので相乗効果で私も元気を貰い常にどんなボールも拾いまくろう！を合言葉

に挑戦しました。しかし 3 セット目一歩及びませんでした。電車の席や荷物を持ってくれたり気遣って頂き、又全員にネ

ーム入り手作りマスコットのプレゼント嬉しかったです。関係者の皆様本当にありがとうございました。(小原利美子) 
 
●洋子さん監督の下、個性的なメンバーが集まりました。結果は出せなくて残念でしたが一面進行でみんなの応援も出

来、応援もしてもらいました。テニスは一人、と言う思いでやってきましたが全国レディースを経験して仲間の大切さを

実感しました。利美子さんに学ぶところも多く、ダブルスの勉強になりました。ありがとうございました。（工藤恵理） 

東北レディース代表選手のみなさん 

全国決勝大会 11月16～19日 東京都昭島市・昭和の森テニスセンター 

 
【No.１】 



（２０１１）平成 23 年 6 月  （5） 
 
 第 24 回 東北 レ ディ ース テ ニ ス団 体 対抗 戦  山形   

 

9月25（土）･26日(日)    各県6組による団体戦                  

【結果】 1位 青森 ・ 2位 福島 ・ 3位 宮城  秋田 ・ 5位 岩手 ・ 6位 山形 
 

 ヨネックスレディースチャレンジカップ 2010 9 月 29 日（水）日居城野テニスコート  参加35組 
 
ｵｰﾌﾟﾝｸﾗｽ 【優 勝】 中川篤子（わかば）・大友夏織(ﾓﾘｵｶﾛｲﾔﾙ) 
 【準優勝】 小原淑子（T.C.PASSERS）・菊地晶子（T.C.PASSERS） 
ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 【優 勝】 阿部香織（花巻ｸﾞﾘｰﾝ）・杉村幸苗（花巻ｸﾞﾘｰﾝ） 
 【準優勝】 筒井裕子（紫波ｳｨﾝｸﾞ）・山根隆代（フジサワ） 

    

               

             【試合結果】3,4位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2Ｒ敗退  
 
 2010 年度ダンロップレディーステニストーナメント大会 10 月 8 日（金） 太田 SC   参加34組 

Ａ級                               Ｂ級                               Ｃ級 
1位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ                             1位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ                             1位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 

 

 

 

 

 
 
【優 勝】 伊藤泰子（はちまんたいTC）  坂田千津（山清） 月折真弓（花巻ｸﾞﾘｰﾝ） 
 中川篤子(わかば)   森田芳子（山清） 佐々木百合子（紫波ｳｨﾝｸﾞ） 
【準優勝】 菊池純子（ちゃるくらぶ）                工藤敬子（わかば）                     藤井めぐみ(花巻グリーン)     

 砂子田千鶴(ﾓﾘｵｶﾛｲﾔﾙ)                    熊谷啓子（ｻｰﾃｨｰﾄﾏﾄ）                   佐藤里実(花巻グリーン)   
 
 第 5 回北東北三県対抗戦                 平成 22 年度納会     参加59名 

10月15日（水）秋田県中央公園体育館                 10月28日（木）太田SC 

各県10組による団体戦                         お弁当付 

【結果】1位 青森 ・ 2位 秋田 ・ 3位 岩手            血液型でグループ分けした新しい試み。 

あの人が○型？と意外な発見でした♪   

 

岩手大会 9月7日(火)・8日(水) 太田SC    参加33組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国決勝大会 11月26～27日 横浜国際プールインドア特設コート 

●全国大会で対戦した兵庫県の選手は週 7 日、その内３日は試合に出場

し、どこに 打っても絶対に返球されるという噂通り全くスキのないプレーヤーた

ちでした。全力で戦いましたが及ばず、申し訳ない悔しい結果に終わり、もっと頑

張らなきゃと密かに燃えています。ご指導いただいた監督、チームメート、練習に

つきあってくれた方々、応援してくれた方々、ペア、家族、みんなに感謝です。素

晴らしい経験をありがとうございました。（重茂 真紀）                                                                         
 

●いろんな出会い、試練、感動の連続。そして思い知らされた自分の甘さ。でも頑張れば勝ち上がる可

能性があることも分かりました。貴重な経験ばかりだった四日間。この経験を無駄にせず今後に必ず活かしていこ

うと思います。最後に、コーチ、練習仲間、監督、団体メンバー、ペアに深く感謝します。（中川篤子） 
 
●強豪相手と割り切って挑戦するつもりだったのに、体が硬直して思う様にならず、練習してきたものが全く出せ

ない･･･悔しさと申し訳なさでいっぱいでした。でも、落ち着いて周りを見ると圧倒的な実力を発揮している選手

は数えるほどで各県の実力は驚くほど拮抗していました。その中で、より精神力の強い選手が勝ち上がっていく姿

に自分に足りないものを教えられました。試合を通じてお世話になった皆さんに心から感謝して･･･必ずリベンジ

します！（伊藤泰子） 

選手が頂いた 
手作り 

マスコット 【No.２】 

【No.３】 
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平成２２年度収支決算報告 
  収入の部（単位；円）   支出の部（単位；円）             ２０１０．１．１～２０１１．２．２８ 

項 目 決算額 備考 項 目 決算額 備考 

総務       総務       

会費 年会費 286,900 1.700×139人 2.200×23人 会費 支部負担金 64,800 本部へ 400×162 人 

賛助会 広告賛助金 140,000   広告 広告掲載経費 20,722 コピー、用紙、日当 

        総務 通信費 16,080 切手、電話（総務、財） 

          印刷費 13,650 封筒 

        事務費 20,324 事務用品、コピー代 

        会議費 92,870   

        役員委託費 69,000 委託費 

        委員会費 49,976   

        旅費 52,754 県外日当、交通費 

      広報   55,316 支部だより印刷費、日当 

      雑費 雑費 0   

事業収入       事業       

競技 青葉杯 105,050   競技 青葉杯 76,080   

  桑名杯 89,500     桑名杯 87,500 

  ピンクリボン 182,500     ピンクリボン 143,570 

  県レディース 147,000     県レディース 70,130 

  支部長杯 97,000     支部長杯 55,549 

  全国レディース 196,300 本部より補助金52,500 円   全国レディース 93,184 

  ヨネックス 109,000     ヨネックス 57,864 

  ダンロップ 50,000 ワコーテニスより運営費   ダンロップ 24,590 

普及 指導者研修会 21,000   普及 指導者研修会 9,300 

  テニス教室 104,545     テニス教室 76,028   

  テニス講習会 89,500     テニス講習会 65,188   

  交流会 53,000     交流会 23,550   

  菜の花交流会 76,516     菜の花交流会 57,412   

  ファミリー 22,500     ファミリー 43,396   

  納会 61,460     納会 60,328   

補助金   100,000 桑、ピ、ファ（本部より） 派遣費   332,830 東北レ、三県、全国大会 

雑収入   13,703 桑名還元金、預金利息 予備費   26,760   

計   1,945,474   計   1,758,751   

繰越金   632,421 前年度より 繰越金   819,144   

合 計   2,577,895    合 計   2,577,895   

 定期預金       ５０３，８４２ 上記の通り報告致します。   財務委員長 高橋敦子

 

 

 

 

 

● 派遣事業 

東エリア普及指導研修会 東京 3/3 菊池寿子、小田島洋子出席 

第２５回東北ﾚﾃﾞｨｰｽ 青森 9/24(土）25(日） 新青森県総合運動公園テニスコート(砂入り人工芝）予定 

第6回北東北三県対抗戦 盛岡 10/14(金） 盛岡市立太田スポーツセンター 

ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝ全国大会 神奈川 10/19、20、21 

全国レディース 東京 11/15、16～18 

● 関連事業 

全国親睦講習会サエラ 広島 3/15、16  

ヨネックスレディース(全国） 横浜 11月 ヨネックスより交通費補助あり 

● 本部主催大会 

井上早苗杯GOGOテニス 愛媛 5/10、11(〆切4/5） 55・60・65・70・75・80才の部 

会長杯ｸﾞﾘｰﾝ･ｳﾞｨｰﾃﾆｽ 秋田 6/30、7/1(〆切6/10） ４人１組・グリーン初心初級・ミドル合計235歳以下・ヴィー235歳以上 

クレストレディース 東京 11/30、12/1(〆切10/25） 全国L、ﾋﾟﾝｸ全国大会出場経験者等上級者向け 

✐✐編集後記✎✎  
  ３月１１日の地震にはびっくり致しました。お見舞い申し上げます。 私達は負けない！ 

中止になった行事もありますが、これから皆様の元気で！熱い!!お姿を取材させて頂きたいと思います。 
広報委員長  小田島洋子 
広報委員   藤原泰子・坂田千津・菊池純子 

募金報告 「テニスの日」バッヂ  5,000円 
      ピンクリボンバッヂ  17,000円 
       ＡＬＴ基金        5,094円（＋1,048） 
        国民難民教育基金     7,003円（‐8,609） 

会計の収支及び事業の執行状況を精査して会計・経理並びに証拠書類

が正確であると認めました。       平成２３年３月１０日 

                    監 査   在 原 絵 美 子 

                    監 査   鳴 海 あ け み 


