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第30回ねんりんピック秋田大会2017
全国の仲間と交流し楽しく過ごせた4日間でした

9 月 8 日より 4 日間の日程で秋田県立中央公園陸上競技場においての総合開会式が行われ 26 種目
13,000 名が晴れやかに行進し、岩手選手団も 180 名ほどでテニス大会は都道府県及び政令指定都市計 72
チーム 648名の大勢の参加です。
全国大会の実感が総合開会式場及び式典で初めて大きな会場と大勢の人とその中に埋まっている全国か

ら集まっているつわ者です。規模も壮大で感動し、その感動に今も浸っています。

秋田県はもてなしの心県であるそうです。十

分に部所々々で感じうれしく思い、4 日間を岩
手県代表の植野・滝本組、60 歳以上男子、千
葉・千田組、60 歳以上女子、大田・高桑組の
皆さんと楽しく過ごせたことを感謝しありがと

うございました。

◇予選リーグ

第 1試合 （岩手）０：３（千葉県）

第 2試合 （岩手）０：３（高地）

第 3試合 （岩手）１：２（京都府）

◇決勝トーナメント 1回戦
（岩手）１：２（山形） （記 滝本健二）

各種大会の結果報告

第29回岩手県民長寿祭テニス交流大会

報告

開催日時 平成 29年 9月 2日(土）
会場 岩手県営運動公園テニスコート

参加者 男子 20 組 40 名 女子 124 組 24
名 合計 64名
最高齢者 男子 高橋則雄（80歳）

女子 小田中正子(70歳）

ねんりんピック秋田2017に参加された皆さん

ねんりんピック富山2018予選優勝者の皆さん
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入賞者

ねんりんピック2018（第31回）予選の部

ねんりんピック経験者及び参加を希望しない組の部

・男子 A,B及び女子 Aの優勝ペアは平成 30年開催のねんりんピック全国大会（富山県）の岩手県代表と
して、大会主管団体であるロングテニスクラブより推薦され、（公益財団法人）いきいき岩手支援財団

の承認を経て正式決定されることになります。

第27回東北マスターズテニス青森大会報告

主催 東北マスターズテニス大会推進協議会

主管 青森県マスターズテニス協会

期日 平成 29年 10月 3日（火）～ 4日(水)
会場 新青森県総合運動公園（マエダアリーナ）テニ

スコ－ト

参加者

岩手県参加者

１３０歳以上

神初見・三浦三津樹（Aブロック 2位）
越田則夫・田代俊行、佐々木芳春・北村慶一郎

岩上敏次・小関敬

１４０歳以上

菊地健吉・武藤征五郎(Aブロック 2位)
☆ この結果は 10 月 4 日の岩手日報「スポーツひろば」に写真入りで掲載さ

れました。

各県別参加者

平成29年度秋季テニス交流大会報告

開催日： 2017年 9月 19日（火）
開催場所： 和賀川グリーパークテニスコート

参加者数：50名（男子 36名、女子 14名）
試合形式は 1チーム 10名の 5グループに分かれた総当たり団体戦です。

クラス 1位 2位 3位
男子A70歳以上 柏倉勇二・小田島久夫 高橋則雄・佐藤勇吉 西村明・菅原新作
〃   B60歳以上 林誠二・佐藤新
女子A60歳以上 梨木みつ子・古川玲子 今野千鶴子・長澤牧子 林晃子・菊池香寿恵

クラス 1位 2位 3位
男子C75歳以上 高橋征支・菅原栄治 桜庭耕作・佐賀年夫 滝本健二・植野聖治
男子D70歳以上 村上成彬・菊地健吉 竹崎悦夫・工藤嘉彌 吉田利広・武蔵久男
男子BE60歳以上 平野勝美・八重樫勝元 神初見・三浦三津樹 鈴木民哉・木村正明
女子B55歳以上 幸野佐保子・吉田裕子
女子C65歳以上 藤原泰子・乙部純子 鈴木京子・佐藤恵美 佐々木光子・高橋秋美

性別 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 計
  男子  21 18 10 6 12 0 67
  女子  17 8 0 6 10 0 41
   計   38 26 10 12 22 0 108
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試合の結果、藤原 Eチームが優勝し、2位は神 Dチーム、3位は松田 Cチームでした。怪我人も無く楽
しい一日を過ごしました。

☆この結果は 10月 28日の岩手日報「スポーツひろば」に写真入りで掲載されました。
チームメンバーと競技成績

平成30年新年会、米寿・喜寿を祝う会開催のお知らせ

今回は米寿の方（昭和 5年生まれ）が 2名、喜寿の方（昭和 17年生まれ）が 9名で計 11名おられます。
班長さんは是非参加をお願いします。また、せっかくのお祝いですので、その他多数の会員の方の参加を

お待ちしております。カラオケなど楽しいアトラクションも用意しますので、皆さんで盛り上がりましょ

う。

日時 平成 30年 2月 8日（木）17時
会場 ホテル メトロポリタン盛岡 ４ F
会費 5000円
申し込み締切 平成 30年 1月 15日（月）
申し込み方法 ハガキ又はファックスで右記に

申し込みください。

〒 020-0652 滝沢市鵜飼洞畑１０３－８ 小関 敬

TEL＆ FAX 019-684-2556

米寿、喜寿をお迎えの方々

米寿：（盛岡地区）

月館鐡夫、森下粂雄

喜寿：（盛岡地区）

高橋富士雄、和田英輝、及川茂男、赤坂栄

植野聖治、山本哲也

（中部地区）

中嶋孝次郎、佐藤吉弘、高橋剛、高橋英子

順位 チーム名 選手名

5 渡部チームA
菅原光雄、刈谷貞夫、和田英輝、小笠原征孝、鈴木民哉、千田勝義
佐藤幸一、佐藤ヒサ子、高橋カツ子、佐々木頼子

4 吉田チームB
佐賀年夫、佐藤和夫、高橋剛、吉田泰造、齊藤健一、大田良華
◎吉田利弘、月館文代、高橋ヨシ子、佐藤恵美

3 松田チームC
佐藤晉平、白澤剛一、◎松田紀代志、武藤征五郎、竹崎悦夫
谷地畝重一、佐々木由則、佐々木光子、小田中正子、藤井卓子

2 神チームD
佐藤敏男、丹羽茂、佐藤吉弘、小関敬、◎神初見、木村正明
鈴木京子、大田育子

1 藤原チームE
柏倉勇二、滝本健二、植野聖治、齋籐民明、遠山良、北村慶一郎
佐藤康広、高橋英子、◎藤原泰子、福村玲子

注：◎印はキャプテン
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その他連絡事項

新入会員紹介

以下の方が新たに入会されました。

上館重雄（盛岡地区、滝沢市） 班には所属せず個人で活動するそうです。

スポーツ安全保険申し込みについて

来年度 2018年（平成 30年度）のスポーツ安全保険申し込み希望者
を募集いたします。希望者は氏名、年齢（2018 年 4 月 1 日現在）、性
別、加入区分と掛け金を添えて各班長へ申し出てください。各班長は 3
月 10 日（土）までに掛金と申し込み用紙（別途送付）をふれあいＢ
班山形まで届けてください。

保険掛け金 年間 1,200 円 加入区分Ｂ（65 歳以上）スポーツ活動
年間 1,850 円 加入区分Ｃ（64 歳以下）スポーツ活動

補償期間 2018年（平成 30年）4月 1日～ 2019年 3月 31日
補償対象となる団体活動 スポーツ活動

スポーツ活動の指導･審判

掛金を北日本銀行の岩手県ロングテニスクラブ口座に送金できます。

店番 緑が丘支店 口座番号 2670822
受取人 岩手県ロングテニスクラブ

振込手数料 緑が丘店からは 3万円以内 108円、同店のその他の支店からは 3万以内 216円

会報第25号の原稿大募集！

会報を皆さんの参加により更に充実した楽しいものとするために、会

報 25 号の原稿を募集したいと思います。内容はテニスに関する事であれ
ば何でも結構です。

たとえば、日頃からテニスについて考えている事、川柳、俳句、ある

いはロングの役員会で把握していない交流会などがあればその様子、プ

ロの大会などを観戦された方はその観戦記など・・・。

字数は問いませんが、原稿用紙 1～ 3枚程度でまとめて頂ければ幸いで
す。写真も OKです。
締切は 12月中とします。
原稿は郵送、メール、FAX のいずれ

かで右記宛て送って下さい。

女性会員勧誘とロングテニスクラブのホームページ活用について

ロングテニスクラブの会員は現在約 230 名ですが、その内女性会員は 60 数名にとどまっています。女
性会員が増えれば、ロング主催の大会もミックスダブルスなどを多く取り入れるなど、よりバリエーショ

ンのある楽しい大会にできると思います。積極的に女性会員を勧誘しましょう。

また、ロングホームページの積極的活用をお願いします。各種検索エンジンにより「岩手県ロングテニ

スクラブ」で簡単に検索出来ます。ロングテニスクラブに関する詳しい情報を掲載するほか、ILTC だよ
りやロングの会報、勧誘文書、入会申込書などもダウンロードできます。

事務局 〒 020-0652 滝沢市鵜飼洞畑 103-8 TEL&FAX 019-684-2556

〒 025-0064 花巻市桜台 1丁目１９－２４ 遠山 良

e-mail: ryotoy00@gmail.com
tel&fax: 0198-23-7014


