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平成30年３月10日

I.L.T.C.だより
岩手県ロングテニスクラブ 第60号 発行者 山崎 真

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

平成30年度定期総会開催のご案内

新年度の定期総会が下記により開催されます。昨年度の活動、収支決算や新年度の事業、予算などの審

議承認が行われます。多数出席されるようお願いいたします。

期 日 平成 30年 5月 24日(木)午後 3時(春期テニス交流大会終了後に開催します)
会 場 盛岡市立太田テニスコートクラブハウス

各種大会のご案内

第38回春季テニス交流大会
期 日 平成 30年 5月 24日(木) 9時～ 9時 30分受付 10時試合開始

受付時間を厳守して下さい。遅刻した場合は棄権と判定されます。参加申し込みをして無断で

の棄権は絶対にしないようにお願いいたします。

天候不良で競技出来ない場合は、予備日として 5月 31日(木)を予定しております。
会 場 盛岡市立太田テニスコート

試合形式 年代別に分け、組む相手を替えて 4試合実施します。棄権者が出た場合は 3試合もあり得ます。
女性の参加が少ない場合は、男性・女性ミックスにした年齢別構成もあり得ます。

会 費 500円（当日受付で納入）
賞 品 有り（詳細は参加人数確定後競技委員会にて決定する）

申込締切 4月 21日(土)
申込方法 「春季・初夏交流大会の申込方法について」を参照して下さい。

平成29年度新入会員の皆さん（敬称略）
盛岡地区 飯倉義和（松園 A）、伊藤正徳（ふれあい A）、三浦三津樹（松 A）、平舘節子（松園Ｄ）

福村玲子（ふれあい C）
一関地区 菅原一也

気仙地区 麓 隆一
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第23回北東北マスターズテニス秋田大会
要綱は 4月始めに発表される予定であり、詳細は未定ですが例年と大きな変更は無いものと考えて、現

段階で参加の受付を開始いたします。要綱が確定した後に修正点を参加者にご連絡いたします。

主 催 北東北マスターズテニス大会推進協議会

主 管 秋田県シニアテニス協会

期 日 平成 30年 6月 7日(木) 小雨決行

会 場 秋田県立中央公園県営庭球場

参加資格 北東北 3県内に居住し、平成 30年 12月 31日現在で満年齢女子 55歳、男子 60歳に達する者。
なお、前年の優勝ペアは同一種目にペアでは申し込み出来ない。

参 加 費 未定（昨年は 2,000円）
試合種目 女子ダブルス 55歳～ 60歳～ 65歳～ 70歳～

男子ダブルス 60歳～ 65歳～ 70歳～ 75歳～
スーパーシニア 男性の 2人が 77歳以上で合計年齢 155歳以上の男子ペア及び女性 65歳以上
と男性 75歳以上で合計 145歳以上の混合ペア（変更の可能性があります）

申込締切 4月 25日(水)
申込方法 ロング事務局 小関 敬 宛 郵送または FAXで班長を介さず直接申し込み下さい。

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

ロング初夏交流大会
期 日 6月 26日（火) 受付 9時～ 9時 30分、10時試合開始
会 場 盛岡市立太田テニスコート

試合形式 組む相手を替えて原則 4試合実施します。棄権者がでた場合 3試合もあり得ます。
賞 品 有り（詳細は参加人数確定後決定する）

申込締切 5月 22日（火） 締切日は厳守して下さい。

会 費 500円
申込方法 「春季・夏期交流大会の参加申込について」を参照して下さい。

春季・初夏交流大会の参加申込について

その他ロング関係の大会情報
盛岡地区テニス交流大会： 7月 25日（水）、盛岡市太田テニスコート
第30回岩手県民長寿祭テニス交流大会： 9月 1日（土）、岩手県営運動公園テニスコート
第31回全国健康福祉祭とやま大会（ねんりんピック富山2018）： 11月 3日（土）～ 6日（火）
第38回秋季テニス交流大会： 9月 19日（水）、北上市和賀川グリーンパークテニスコート
第28回東北マスターズテニス岩手大会： 10月 3日（水）～ 4日（木）、一関運動公園テニスコート

・盛岡地区、一関地区の方は、班長、世話役の方に、その他の地区の方は郵送又は FAX で下記申込先
に直接申し込み下さい。

・盛岡地区、一関地区の班長、グループ世話役の方はお手数ですが、参加申し込み書をとりまとめ、下

記申込先に郵送又は FAX等で申し込み下さい。
申込先： 競技委員 吉田利弘

〒 020-0838 盛岡市津志田中央 1-10-25 TEL&FAX 019-637-3061
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その他連絡事項

ロングテニスクラブの活動場所と時間 会員同士の交流を深めましょう！(^^)/

地区名 班名 人数 活動場所と時間 班のイベント等 地区のイベント等

松園A班 23
松園テニスコート月、木10時
～12時

年１回懇親会開催

松園B班 7
松園テニスコート水、14時～
16時

月１回他のサークルの人達との交
流会

松園C班 8
松園テニスコート金、10時～
12時

松園交流会「春、秋」年2回参加

松園D班 18
松園テニスコート月、水13時
～16時

ラケット納め、松園交流会に参加

山清班 17
山清テニスクラブ12時～15時
30分、雨、雪以外は毎日練習

山清クラブのイベントに参加（ベ
ジタブルカップ、青森市のテニス
愛好者との交流会）

ロイヤル
班

7 ロイヤルテニスクラブ随時 特になし

ふれあい
A班

16
ふれあいランド岩手月、木10
時～13時

忘年会開催

ふれあい
B班

18
ふれあいランド岩手月、木13
時～16時

コーチを招いての講習会、夏に納
涼会、いこいの村岩手でラケット
納めの大会と懇親会

ふれあい
C班

24
ふれあいランド岩手火、金10
時～13時

コーチを招いての講習会、ロイヤ
ルテニスクラブ女子との交流会を
年1から2回開催

ふれあい
D班

18
ふれあいランド岩手火、金13
時～16時

特になし

盛岡宮古
班

8
小山田テニスコート火、金10
時～13時

特になし

遠野 4 遠野市運動公園テニスコート
盛岡地区（ふれあいＣ班が中心）
との交流会を年1回実施

花巻 5
広域公園テニスコート、日居
城野テニスコートで一般のク
ラブで練習

特になし

金ケ崎・
奥州

14
江刺カルチャーパーク、荒巻
テニスコート、水、金の午後

特になし

北上 14
和賀川グリーンパークテニス
コート、一般のクラブや仲間
同士で練習

特になし

6
大船渡市民テニスコート月、
木13時～16時

18
一関運動公園テニスコート、
毎週月、火、木、金10時から
13時

中部地区

盛岡地区

気仙地区

一関地区

盛岡地区交流会を
7月に開催

中部、気仙、一関
地区交流会に参加
中部地区交流会を
春（3月）と冬
（11月）の2回実
施

中部、気仙、一関地区交流会の秋季大会を主催

中部、気仙、一関地区交流会の春季大会を主催
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ロングのホームページを

活用しましょう！ 北東北マスターズ大会申込書

「岩手県ロングテニスクラブ」と入力すれば簡単 氏名 A 年齢 歳

に検索出来ます。 所属 地区 班・グループ

ホームページの URLは以下です。 氏名 B 年齢 歳

http://longtennis.jimdo.com/ 所属 地区 班・グループ

ホームページではロングテニスクラブが主催す (男子・女子)（ ）歳～、スーパーシニア

る大会予定や結果を見ることが出来ます。 に出場を希望します。

また、ILTC だよりや 23 号以降の会報原稿をダ
ウンロード出来ます。 締切日 平成 30年 4月 25日（水）
是非ご活用下さい。

申込先 ロング事務局 小関 敬

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

郵送またはファッックスで班長を介さず上記

宛て直接申し込み下さい。

ロング初夏交流大会 春季テニス交流大会申込書

氏名 年齢 歳 氏名 年齢 歳

所属 地区 班 グループ 所属 地区 班・グループ

締切日 平成 30年 5月 22日(月) 締切日 平成 30年 4月 21日(土)

申込先 申込先

競技委員 吉田利弘 競技委員 吉田利弘

〒 020-0838 盛岡市津志田中央 1-10-25 〒 020-0838 盛岡市津志田中央 1-10-25
TEL&FAX 019-637-3061 TEL&FAX 019-637-3061

盛岡及び一関地区の方は班長宛、その他の方 盛岡及び一関地区の方は班長宛、その他の方

は郵送またはファッックスで上記当て直接申し は郵送またはファッックスで上記当て直接申

込み下さい。 し込み下さい。


