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平成27年7月10日

I.L.T.C.だより
岩手県ロングテニスクラブ 第52号 発行者 小笠原征孝

平成27年度ロングテニスクラブ定期総会が開催される

総会は 5月 21日盛岡市太田スポーツセンターで総会員 228名中 85名の出席により開催されました。平
成 26 年度事業報告及び収支決算書、平成 27 年度事業計画及び平成 27 年度収支予算書が提案どおり承認
されました。前年度決算額は 661,726円、本年度予算額は 916,000円（会員年会費 1人 3,000円）です。

7 月以降の主な行事としては、高齢者テニス講習会（時期と場所は未定）、第 27 回岩手県長寿祭テニス
交流大会（9 月 5 日、県営運動公園テニスコート）、第 25 回東北マスターズテニス大会（9 月 16 日～ 17
日、仙台市 泉総合運動公園テニスコート）、秋期テニス大会（9 月 30 日、北上市 和賀川グリーンパー

クテニスコート）、第 28 回ねんりんぴっく山口大会（10 月 16 日～ 19 日、山口県周南市 キリンビバレ

ッジ周南庭球場）、米寿、喜寿を祝う会・新年会（時期と場所は未定）などが予定されています。

任期満了に伴う役員改選があり、現会長は留任。副会長の高橋義和氏が退任し山崎 真氏が新副会長に

就任しました。

平成27年度新役員決まる

会長の委嘱により平成 27年度の役員が以下のとおり決まりました。

新入会員紹介
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６月までに開催された大会の結果報告

春期テニス交流大会

5 月 21 日（木）85 名の参加により開催されました。しかし、生憎の雨に見舞われたため総会を先行し
て開催し、総会終了後 11 時 30 分か
ら 1 試合 25 分ノーアド方式に変更
して実施されました。幸いにも新装

のコートは水はけも良く、滞りなく

試合を実施できました。

第20回北東北マスターズ大会

6 月 11 日（木）秋田県立中央公園県営庭球場で開催されました。大会は好天に恵まれ、当日の棄権者
も無くスケジュール通りに開会しました。20 面を使用し､ 130 試合を 1 試合の時間制限無しで実施されま
した。各コートとも白熱した試合が多く、6-5 の試合は 10 試合を数えまさに実力伯仲でした。その中で
も岩手は 11種目中入賞者は 10ペアでしたが、5種目で優勝し健闘しました。
各県の参加人数

大会成績

第2回ロングチャレンジ交流会

6 月 24 日(水)太田コートで 38 名の参加で開催されました。試合は 6ゲーム先取セミアド、セルフジャ
ッジ方式、30 分の時間制限で行われ女性のブロックと、男性はほぼ年代別に 3 班に分かれてそれぞれ 4
試合行いました。晴天に恵まれ熱戦が繰り広げられました。

種　　別 青森県 岩手県 秋田県 合計
男　　子 14 18 46 78
女　　子 14 10 18 42
スーパーシニア 2 4 8 14
総　　数 30 32 72 134

1 2 3
スーパーシニア 藤村清彦・佐藤和夫(岩） 赤津　弘・佐藤　勇(秋） 佐賀年夫・山崎　真（岩）
男子75歳代 竹嶋成斐・中村憲介(秋） 長谷川紘・中村公紀(青） 赤平昭二・鎌田智三（青）
男子７０歳代A 堀川政志・佐々木省三(秋） 村上成彬・菊地健吉(岩） 和田英輝・植野聖治（岩）
男子７０歳代B 横山詳宣・下河原春男(青） 佐藤尚介・畠山公孝(秋） 三上皓市・高井勝義(青）
男子65歳代A 武蔵久男・斎藤民明(岩） 三上健太郎・渡辺　光(秋） 工藤和雄・村井久夫(秋）
男子65歳代B 小関　敬・遠山　良(岩） 武藤征五郎・竹崎悦夫(岩） 鈴木廣司・高橋　彪(秋）
男子60歳代 鈴木民哉・千田勝義(岩） 相場敏博・岩見秀和(秋） 白瀬兼一・熊谷道男(秋）
女子70歳代 田高恵美子・増田美穂子(青） 上野節子・高橋カツ子(岩） 上野一恵・戸田絹代(青）
女子65歳代 佐藤満子・船木正子(秋） 松野愛子・宮澤京子(秋） 伊東悦子・渡辺恵美子(秋）
女子60歳代 入谷洋子・山田昭子(青） 横山友子・野月とし子(青） 五戸るえ子・奥崎貞江(青）
女子55歳代 乙部純子・高桑みなみ(岩） 山城悦子・榎　美保子(秋） 三浦由美子・長谷川聖子(秋）

順　　　　　　　　位
種　　目

1 2 3

A　班 松田紀 代志 刈谷　貞夫 桜庭  耕作

B　班 岩上　敏次 佐藤　吉弘 小笠原 征孝

C　班 遠山　　良 越田　則夫 三井　義和

女　子 佐藤  惠美 大田　育子 高橋 カツ子

順位
ブロック

女子 80代 75代 70代 60代
1 川村良子 斎藤　明 山崎　真 佐藤吉弘 大田　博
2 大田育子 桜庭耕作 刈谷貞夫 岩上敏次 大田良華
3 畑中登久子 佐賀年夫 佐藤和夫 木村　薫 三井義和

ブロック
順位
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秋の交流会、競技大会のご案内

第27回岩手県民長寿体育祭テニス交流大会

１ 主 催：岩手県、（公財）いきいき岩手支援財団、（一財）岩手県老人クラブ連合会

２ 主 管：岩手県ロングテニスクラブ ３ 後 援：岩手県テニス協会

４ 大会日程：平成 27 年 9 月 5 日（土）（受 付 9:00 ～ 9:30、開会式 9:30
～ 9:50、競 技 10:00 ～ 15:20、表彰、閉会 15:30 ～ 16:00）

５ 会 場： 岩手県営運動公園テニスコート（盛岡市みたけ一丁目）

６ 参加資格

⑴男子ダブルス A：昭和 22年 4月 1日以前に生まれた者で、これまで 70歳代で全国健康福祉祭に
出場の経験が無く、同祭に出場を希望する者。

⑵男子ダブルス B：昭和 32年 4月 1日以前に生まれた者で、これまで 60歳代で全国健康福祉祭に
出場の経験が無く、同祭に出場を希望する者。

⑶男子ダブルス C：昭和 16年 4月 1日以前に生まれた者で、全国健康福祉祭に出場を希望しない者。
⑷男子ダブルス D：昭和 21年 4月 1日以前に生まれた者で、全国健康福祉祭に出場を希望しない者。
⑸男子ダブルス E：昭和 31年 4月 1日以前に生まれた者で、全国健康福祉祭に出場を希望しない者。
⑹女子ダブルス A：昭和 32 年 4 月 1 日以前に生まれた者で、これまで全国健康福祉祭に出場の経験

が無い者、及び当福祉祭に出場してから 5年以上を経過した者。
⑺女子ダブルス B：昭和 36年 4月 1日以前に生まれた者で、全国健康福祉祭に出場を希望しない者。
⑻女子ダブルス C：昭和 26年 4月 1日以前に生まれた者で、全国健康福祉祭に出場を希望しない者。

７ 競技規定

⑴組み合わせは主管クラブが行う。⑵各種目とも 16 組を原則とし、参加が多い場合には抽選により参加ペアを決定

する。⑶トーナメント戦を基本とし、参加ペアが少ない場合はリーグ戦とする。⑷試 合は 6 ゲーム先取、ノーア

ドバンテージ、セルフジャッジ方式で行う。⑸ボールはダンロップフォートを使用する。⑹服装はテニスウエア、同

シューズ着用し、ウォームアップスーツの着用を認める。⑺その他の規定は日本テニス協会競技規則に準ずる。

８ 申込方法

所定の申込書により、平成 27 年 7 月 31 日(金）までに下記あて申し込むこと。尚必ずペアで申し
込むこと。

〒 020-0015 盛岡市本町通三丁目 19番 1号 岩手県福祉総合相談センター

公財）いきいき岩手支援財団（TEL:019-626-0196 FAX:019-625-7494）
９ その他

⑴小雨決行とするが、競技が実施不能の場合は、主管する側が判断し会場で決定するので、雨天でも会場

に集合のこと。⑵この競技会の成績を,次年度の全国健康福祉祭（長崎県）派遣選手推薦の参考とする。

第25回東北マスターズテニス宮城大会

期 日：平成２７年９月１６日（水）～１７日（木）

会 場：泉総合運動場テニスコート（砂入り人工芝１８面）（仙台市泉区野村字新桂島前６０）、シェ

ルコムせんだいテニスコート（屋内 砂入り人工芝６面）（仙台市泉区野村字新桂島前４８）

参加資格：東北６県に居住し、平成２７年１２月３１日に女子５５歳、男子６０歳に達している者。

種 目：ペアの合計年齢によるダブルス。ペアは同一県を原則とし３組以上で成立とする。

［男子］１２０歳以上、１３０歳以上、１４０歳以上、１５０歳以上、ゴールドの部

［女子］１１０歳以上、１２０歳以上、１３０歳以上、１４０歳以上、ゴールドの部

注： ゴールドの部は男子は二人とも７７歳以上のペア、女子は二人とも７５歳以上のペアと

します。その他の種目のペアの年齢差は５歳程度とします。なお、各種目とも優勝ペア

ねんりんピック

来年は長崎！

岩手代表で長崎に

行こう！
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は同じ種目に３年間は出場できません。

試合方法：ノーアドバンテージ、６ゲーム先取、セルフジャッジで交代時間を含む４０分の時間制限。

表 彰：各種目の上位入賞ペアに賞状と記念品。参加者全員に記念品。

経 費：参加料１人３，０００円 宿泊１泊１４，０００円（懇親会費含）（秋保温泉【ホテル佐勘】

仙台市太白区秋保温泉 ☎ 022-398-2211）弁当代１，６００円（２日分／お茶あり）
申し込み：今回は締め切りが迫っているために参加申し込みと同時に参加料及び宿泊料の支払いをお願い

します。下記に郵送又はファックスで申し込んでください。参加料及び宿泊料の納付は現金書

留か銀行振り込みでお願いします。銀行振り込みの場合、銀行振り込みの領収書の写しを必ず

申込書に添付してください。

申込締切：７月３１日（金）

申込先 ：ロングテニスクラブ事務局長 小関 敬

〒 020-0652 滝沢市鵜飼洞畑１０３－８ ☎ 019-684-2556
銀行振込先口座： 北日本銀行 緑が丘支店 普通 2670822

岩手県ロングテニスクラブ 事務局長 山崎 真

秋季テニス交流大会

開催日 ９月３０日(水)

会 場 北上市和賀川グリーンパークテニスコート

日 程 受 付 ９：００～ ９：４０

試合開始 １０：００～１５：００

試合内容 ６チーム(参加人数により変わる)による団体戦とし、各地区、各年代の参加者を分散して各チ

ームに配置する(チーム編成は競技委員会にて協議の上決定する)

参加料 １，０００円

申し込み ９月９日（水）までに、盛岡、一関地区の方は班長宛、その他の地区及び個人

の方は郵送又は FAXで下記宛申し込んでください。
申込先競技委員 阿部 正昭 020-0847 盛岡市南大通 3-12-52 tel & Fax 019-622-4580

その他各種大会情報

広報委員会〒 025-0064花巻市桜台 1丁目１９－２４☎ 080-3332-4488

ロング会員が活躍した大会

・第 36 回岩手県ベテランテニス選手権大会 65 歳以
上男子ダブルスで遠山良・本館光男ペアが優勝。

・平成 27 年度北上市民テニス大会ダブルスのビギナ
ーズクラスで岩上敏次・及川武士ペアが優勝。

今後予定される大会

今後県や市町村で多くの大会が開催されます。そ

のうちクラス分けされており、高齢者でも参加でき

そうな大会を以下に紹介します。 腕試しにチャレン

ジしてみてはいかがでしょうか？

☆岩手県テニス協会主催の大会

・第 36回ダンロップダブルステニス選手権大会（8
月 29 日～ 30 日、実力別に A 級、B 級、C 級の 3
段階にクラス分けされています。）

・第 36 回 NHK 杯県オープンテニストーナメント
（9 月 22 日～ 23 日、シングルスのみですが、実力別
に A 級、B 級、C 級の 3 段階にクラス分けされて

います。）

☆各市町村のテニス協会主催の大会

・盛岡市長杯（10 月 10 ～ 12 日、男子・女子単
A,B,C、男子・女子複 A,B ・第 14 回北上オープン
ダブルステニストーナメント（8月 9日） ・平成 27
年度北上市民テニス大会シングルス（8月 22日）
・滝沢市オープンテニス大会（9 月 5 ～ 6 日、シン
グルス A,B,ベテラン、男子、女子、ベテランダブル
ス）

全日本都市対抗テニス大会（希望郷いわて国体テ

ニス競技リハーサル大会）について

7月 24日（金）～ 26日（日）、太田テニスコート
で開催されます。渡部一夫さん、藤原泰子さん、斎

藤民明さんが審判員として参加します。ロングも国

体に協賛金を支出しており、滅多に無い全国大会な

ので是非観戦することをお勧めします。

問い１の答え相手のコートに落下する前にネットを越えて打って良い。黙っていれば相手のポイントとなる。

問い2の答えポールより低い位置を通っても外側を通っていればインとなる。

注！： 宮城県にお願いして締め切りを延長して

もらいました。締切前、可能な限り早く参加の申し

込みをお願いします。 <(_ _)>

テニスのクイズじゃ
問題1 相手の打ったボールに強いバックス
ピンがかかっていたため、自分のコートに入

ってバウンドしてまた相手のコートに戻って
しまった。このときどうすれば良いかな？
問題2 自分の打ったボールがポールの脇
を通って相手コートに入ったこれはインかな

それともアウトかな？

(答えはこのページの下です。）


