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第31回ねんりんピック富山大会2018
11 月 3 日（土）～ 6 日（火）ねんりんピック富山大会が開催されました。岩手県からは女子は梨木み

つ子・古川玲子ペア、男子 70 歳以上で柏倉勇二・高橋則雄ペア（共にロング会員、盛岡地区）、60 歳以

上で林誠二・佐藤新ペアが代表として参加しました。3 日は富山県総合運動公園陸上競技場で総合開会式、

4 日はテニスの予選リーグ 5 日は決勝トーナメントが富山県岩瀬スポーツ公園、テニスコートで開催され

ました。岩手県は予選リーグでは東京都 B に０－３、富山県 C に１－３で負けましたが、神戸市には２

－１で勝ち予選リーグ 3 位の成績で翌日の決勝トーナメントに進みました。しかし、1 回戦で堺市に０－

３で負けて勝ち上がることが出来ませんでした。リーグ戦の結果は表に示したとおりです。

なお、高齢者賞を高橋則雄さん（83 歳、盛岡地区）が受賞しました。ちなみに最高齢者賞を受賞した

のは男性は富山県の石黒國夫さん（92 歳）女性は愛媛県の重信トシ子さん（89 歳）でした。

各種大会の結果報告

第30回岩手県民長寿祭テニス交流大会報告

開催日時：平成 30 年 9 月 1 日（土）

開催場所：岩手県営運動公園テニスコート

参加者 ：30 組 60 名（男子 40 名、女子 20 名）

最高齢者表彰では佐藤敏男（81 歳）さんが表彰され

ました。

入賞者

ねんりんピック2019（第32回）予選の部

ねんりんピック和歌山2019予選優勝者の皆さん

クラス 1位 2位 3位

男子A70歳以上 竹崎悦夫・原田牧夫 西村　明・菅原新作 若木茂行・庄子　昇

男子B60歳以上 佐々木基行・福田利文 柳田豊久・遠藤福郎 瀬ノ上四十四・佐々木正幸

女子A60歳以上 田中峰子・我妻和子 今野千鶴子・長澤牧子 藤原泰子・熊谷啓子

都市名 東京都B 岩手県 富山県C 神戸市 勝敗 順位
東京都B ３－０ １－２ ２－１ ２－１ 2
岩手県 ０－３ １－２ ２－１ １－２ 3
富山県C ２－１ ２－１ ３－０ ３－０ 1
神戸市 １－２ １－２ ０－３ ０－３ 4
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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 31 年開催のねんりんピック全国大会（和歌山県）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28回東北マスターズテニス岩手大会報告

今回の大会は初めて一関で行いましたが、その関係で大会の運営に当たっては会場や宿泊所の確保な

ど白澤剛一副会長始め一関の会員の方に大変ご尽力頂きました。また、多くのロング役員や会員の方も 2
日間に亘り運営に協力して頂き、大会を成功させることが出来ました。大会参加者は岩手県からは 46
名（男子 32 名、女子 14 名）が参加し、全体では 180 名（男子 102 名、女子 78 名）で前回の青森大会 108
名やその前の秋田大会 150 名よりも多くの参加を得ることが出来ました。

主催 東北マスターズテニス大会推進協議会

主管 岩手県ロングテニスクラブ

期日 平成 30 年 10 月 3 日（水）～ 4 日(木)

会場 一関市運動公園テニスコート

入賞者

今回の大会は参加人数の少ない年代の参加者はリーグ戦により入賞者が確定しましたが、参加人数の

多い年代参加者は人数に応じて組み分けしてリーグ戦を実施し、次いで各組上位者による順位決定戦を

行いました。

その結果 120 歳以上は 8 組参加でしたが木村正明・千葉良二組が見事優勝しました。130 歳以上は 24
組参加の激戦区でしたが鈴木孝明・神 初見組が 2 位入賞を果たしました。また、女子ゴールドでは佐

々木光子・高橋秋美組が 2 位に入賞しました。

東北マスターズに参加された岩手県選手の皆さん

クラス 1位 2位 3位

男子C75歳以上 岩上敏次・松田紀代志 桜庭耕作・熊谷尚久 高橋征支・菅原榮治

男子D70歳以上 村上成彬・菊地健吉 渡部一夫・武蔵久男 阿部正昭・阿部　悟

男子E60歳以上 神　初見・鈴木孝明 鈴木民哉・木村正明 平野勝美・八重樫勝元

女子B55歳以上 高桑みなみ・蛇口清枝 乙部純子・堀川三枝子

女子C65歳以上 大田育子・高野多鶴子 佐々木光子・高橋秋美幸野佐保子・吉田裕子
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各組の上位者

入賞とはなりませんでしたが、各組で上位に入られた方を以下に紹介します。

男子では、140 歳以上 B 組で竹崎悦夫・齊藤民明ペアが 3 位、150 歳以上 A 組で小笠原征孝・岩上敏

次ペアが 2 位、150 歳以上 B 組で松田紀代志・植野聖治ペアが 3 位と健闘しました。

女子では 130 歳以上 C 組で鈴木三枝子・佐々木とく子ペアが 2 位、130 歳以上 A 組で大田育子・高

野多鶴子ペアが 2 位、女子 140 歳以上・ゴールド組で高橋ヨシ子・鈴木京子ペアが 3 位でした。

各県別参加者

平成30年度秋季テニス交流大会報告

開催日：2018 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：62 名（男性 40 名、女性 22 名）

試合形式は１チーム 10 ～ 11 名で 6 グループに分か

れた総当たり団体戦で実施しました。その結果、A チ

ームが優勝、2 位は F チーム、3 位は D チームでした。

チームメンバーと競技成績

その他連絡事項

今年米寿・喜寿を迎えられた方のご紹介

今年米寿・喜寿を迎えられた方は以下のとおりです。

米寿：（盛岡地区）大畑林太、宮田 昭

喜寿：（盛岡地区）小笠原征孝、中林佳明、若木茂行、岩上敏次、藤澤正行、

工藤善彌

（中部地区）氏家マリ子

例年であれば新年会を兼ねてホテルメトロポリタン盛岡で米寿・喜寿のお

祝いをしてきましたが、全県が対象となると遠方からの参加は宿泊が必要と

なる場合もあり多数ご参加頂くのには無理がありました。近年は徐々に参加者が減少し、昨年はついに 22
名となりました。このままでは今年も更に先細りとなることも懸念されることから、役員会で検討した結

果、今年度はホテルで行う全県での新年会、米寿・喜寿のお祝いを一旦お休みとしそれに代わる催しを考

えることになりました。時期、内容、会費など皆さんからのアイデアも参考にして新たなお祝いの方法を

考えて参りたいと思います。

性別 秋田県 青森県 岩手県 山形県 宮城県 福島県 計
男子 20 6 32 24 16 4 102
女子 10 10 14 16 20 8 78
計 30 16 46 40 36 12 180

順位 チーム名

1 Ａ 佐藤敏男 滝本健二 若木茂行 鈴木民哉 鈴木孝明 佐藤幸一 千葉良二 月舘文代 佐々木頼子 日野澤年子 高野多鶴子

6 Ｂ 柏倉勇二 丹羽  茂 岩上敏次 岩淵亮三 三浦三津樹 北村慶一郎 佐々木正幸 佐藤サツ 高橋ヨシ子 藤井卓子 伊藤悦子

5 Ｃ 佐藤和夫 高橋　剛 武藤征五郎 齊藤健一 鶴田　光 吉田利弘 佐藤ヒサ子 高橋英子 鈴木京子 北村美知

3 Ｄ 白澤剛一 植野聖治 小野寺磨倶 大田良華 木村正明 佐藤康広 尾田テイ子 北條タカコ 乙部純子 福村玲子

4 Ｅ 佐賀年夫 松田紀代志 佐藤吉弘 竹崎悦夫 小関　敬 千田勝義 佐々木由則 佐々木光子 高橋カツ子 大田育子

2 Ｆ 庄子　昇 中屋重行 小笠原征孝 村上成彬 及川武士 神　初見 千葉淳夫 高橋秋美 金野弘子 蛇口清枝

選手名

注： はキャプテン
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新入会員紹介

以下の方が新たに入会されました。

土村敬子（盛岡市、ふれあい D 班）、吉田 健（盛岡市、松園 A 班）、川又政志（盛岡市、ふれあい D 班）、

伊藤恭明（盛岡市、ふれあい D 班）、小野寺剛（盛岡市、ふれあい A 班）

スポーツ安全保険の申し込みについて

来年度２０１９年（平成３１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（２０１９年４月１日現在）、

性別、加入区分、掛け金を添えて各班長へ申し出てください。各班長は

２０１９年３月１０日（日）までに掛金と申し込み用紙（別途送付）を

事務局山形まで届けてください。個人会員の方は申込み用紙を請求して

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 ２０１９年（平成３１年）４月１日～２０２０年３月３１日（1 年間）

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

掛金は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

会報第26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 26 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 のいずれかで下記宛て送って下さい。

ロングの新しいロゴマークを募集します！

現在のロゴマークは著作権の問題があると指摘する声もあることから、新規にロゴマークを作成するこ

とにしました。奮ってご応募下さい。応募された作品は役員会で審査して 2 ～ 3 点に絞り総会で決定する

こととします。詳細は以下のとおりです。

提出方法：ハガキサイズでの図案をご提出下さい。パソコンデータがある場合は pdf ファイルでご提出下

さい。

締切 ：平成 31 年 3 月 31 日（日）

結果の公表：応募された個人宛通知する

とともに 7 月上旬発行予定の

ILTC だよりで公表します。

原稿の送り先：右記あてお送り下さい。

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

会報原稿の送付ならびにロゴマーク応募先

〒 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


	　 　 主管　岩手県ロングテニスクラブ

