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ソニー生命カップ

第 37 回

全国レディーステニス 全国決勝大会

JLTF 新潟県支部

・・・２０１６年に向けて・・・

支部長

湯本

潤子

新緑がまぶしい穏やかな心地よい季節になりました
昨年は３０周年にふさわしい活躍の年でありました。
全国レディースでは初となる３位と言う快挙を成し遂げました。個人戦でもヨネックスチャ
レンジカップ全国決勝大会で優勝という素晴らしい成績を残してくれました。新潟県の頑張
りは全国に証明され選手の皆さんの心意気には感慨深いものがありました。関係各位の皆
様、そして会員の皆様ご声援本当に有難うございました。選手の皆さんの活躍はこれからの
新潟県支部の発展に必ず力となり会員の励みになる事と思います。
さて私達日本女子テニス連盟も昨年はＪＯＣ委員会から大変栄誉ある女性スポーツ賞を授与
されました。この賞は女子連の活動の中での特に長年の社会貢献の部分が高く評価されたも
のと思います。２０１７年は日本女子テニス連盟も５０周年を迎えます。世代交代していく
なかで地道な活動は引き継がれていくものと思います。
そして、これからの新潟県支部もより成長して行く為には会員皆でつくりあげる支部になら
なければなりません。心を豊かに老いも若きも一緒にテニスを楽しめるそんな環境作り、普
及活動を目指して行きたいと思います。会員の皆様方からも是非役員として支部運営に力を
貸していただければ嬉しい限りです。来年は役員改選の年でもあります皆様のご助力よろし
くお願い致します。

理事長

志田

千恵子

本部からのお知らせ
☆ 2015 年度ラブ基金、全国から寄せられた基金合計は、2,217,888 円になりました。
寄贈先 難民教育基金
500,000 円
宮城黎子記念・JTA テニスミュージアム基金
100,000 円
特定非営利活動法人アンビシャス
日本ブラインドテニス連盟

100,000 円
100,000 円

東北復興テニス講習会経費
127,330 円
口永良部島避難支援 PLAY&STAY
58,992 円
飛騨シューレ PLAY&STAY
43,640 円
茨城県常総市水害見舞い金
100,000 円
合計 1,129,962 円寄贈し、残金は 2020 年東京パラリンピック支援のための 200 万円と一
緒に積み立てられました。支部送金額 22,150 円。皆様のご協力に感謝致します。
☆ ピンクリボン基金は、マンモバスを九州全県と神奈川県の７か所に派遣し６名が再検査
になりました。今年は東海地域に派遣予定です。
☆ 本部は来年 50 周年を迎えます。記念誌「50 年史」も発行されます。
式典は、2017 年 2 月 22 日 渋谷セルリアンタワー東急ホテルで行われ、親睦会は、
2017 年 12 月 4～5 日（4 日ﾃﾆｽ・ﾊﾟｰﾃｨ）ルークプラザホテル（長崎市）で行われます。
テニスコートは、長崎市総合運動公園庭球場。支部では参加者を募集致します。

支部からのお知らせ
☆ 2015 年度、支部会員数 565 名。本部会員数 32,438 名でした。
☆ 観桜親善テニス大会は雨天決行です。着替え等多めにお持ちください。
☆ ピンクリボンレディーステニス大会では、「ULTRA CUP」と題してコンソレーションを
行います。新しいラケット ULTRA シリーズのみを使用します。
また試打会、T シャツ販売もあります(T シャツ見本、申込等ホームページに記載）。
ベストドレッサー賞は無くなりました。
またこの大会をワンコイン対象大会とします。1 組 100 円は参加費に含まれています。
☆ 桑名杯、今年は長岡市希望が丘テニス場で開催致します。２nd ステージ参加資格更。
・過去全国レディースベスト 8 は前年度全国レディースベスト 8 に変更、
・過去北信越レディース決勝大会 40 代の代表者は参加不可は削除。参加できます。
・パールの部（５０歳以上の部）優勝者はペアを変えれば出場できます。
☆ ジャンボカップ、ナイスミディクラスの参加資格に追加があります。
・５月末日の「NOP 50 番以内」の方は出場できません。
・このクラスの優勝者はペアを変えれば出場できます。
☆ ヨネックスレディース「チャレンジカップ」をワンコイン対象大会といたします。
・B クラス会員１組 4,100 円 非会員含む 1 組 5,100 円 非会員 1 組 6,100 円に変更。
☆ ソニー生命カップ 第 38 回全国レディース新潟県予選大会は、
・参加人数が 64 組以上になった場合、予備日を含めて 3 日間の大会とします。
・新潟県予選大会にコンソレーションを取り入れます。
ソニー生命カップ 第 37 回 全国レディーステニス 全国決勝大会で新潟県
チームが見事 3 位になりました。見事なチームワークで勝ち取った賞状、カッ
プ、写真等を新潟市庭球場に飾って頂きましたので、お越しの際は是非ご覧く
ださい。また県テニス協会より、優秀選手奨励賞が選手 6 人と監督に送られま
した。（選手のコメントをホームページに載せます。）
☆ ピンクリボンレディース新潟大会、ヨネックスレディース｢チャレンジカップ｣、ソニー
生命カップ 全国レディーステニス新潟県大会の３大会をワンコイン対象大会とし、申
込〆切後、エントリーリストをホームページにて発表します。
☆ 各大会の申し込みに不備が目立ちます。申し込み用紙は規定のものをご使用下さい。
ソニー生命カップ 全国レディース、ヨネックスレディース「チャレンジカップ」は
NOP が付きますので登録クラブ名は、NOP 登録クラブ名お書きください。

JLTF 新潟県支部では随時会員を募集しています。お友達をお誘いください。
一緒に生涯スポーツとしてのテニスを楽しみましょう。
会員は年会費一人 1,100 円をお支払い下さい。（本部 400 円、支部 600 円、地区 100 円）
新クラブ登録は 1,000 円です。入会申込書に必要事項を明記し、年会費を添えて早めに
（4 月～5 月のうちに）各地区常務理事にご提出ください。

上越地区

常務理事

増田

さちえ

上越地区では、春一番に、観桜親善テニス大会を４月１２日(火)開催予定です。例年、新潟
県各地区からの参加と、富山県・長野県からの隣県参加の親善大会のこともあり、今年もた
くさんのご参加をお待ちしております。大会終了後は、上越市高田公園観桜会開催中ですの
で、夕暮れの桜と夜桜を、楽しんでいただければ幸いです。
また、永谷園グループダブルス新潟県大会（夏）が６月２６日(日)にできる計画です
平日の大会が多い中、日曜日開催が実現となりますので、昨年以上の参加者を期待して
おります。どうぞ、上越総合運動公園テニスコートへお越しください。
中越地区

常務理事

高木

久美子

中越地区では昨年度、新潟県支部創立 30 周年記念大会として 9 月の中越レディース大会と
3 月の中越室内テニス親睦会で特別に予算を組み参加者に楽しんでいただける企画をしまし
た。たくさんの方に参加いただきありがとうございました。今年は例年通りに戻しますが、
また多くの皆様の参加お待ちしております。
希望が丘テニス場での大会において各クラブにお手伝いをお願いしておりますが、快くお引
き受けいただきありがとうございます。
テニス協会からのロービング等の協力要請に関しては人材が不足しておりますのでご理解の
上ご協力お願い致します。
新潟地区

常務理事

藤井

路子

新潟地区では、第２１回ピュアカップに於いて昨年度と同様に６０才以上対象の試合も行い
ます。ふるってご参加ください。またクラブ交流会や５０才以上会員のザブンの会では（毎
月１回の練習会）を楽しんでいます。
次期役員をしていただける方を探しておりますので自薦他薦がありましたら宜しくお願い致
します。
下越地区

常務理事

中村

美重子

下越地区 27 年度は、前年度大好評だった「秋の交流会」 を計画しましたが、
雨天のため中止になりました。多くの参加者が楽しみにしてくださったのに、とても残念で
した。28 年度は、必ず交流会が開催できるように計画中です！
今の所初夏を予定していますがコートの都合もありますので、決定次第ホームページにてお
知らせ致します。今後も会員の皆さんと一緒に交流を深めながら、楽しく活動して行きたい
と思っております。本年度もよろしくお願いします m(_ _)m
2016 年度役員
支部長

理事長

会計

審判

湯本 潤子

志田 千恵子

本間 和枝

戸川 良子

上越地区

中越地区

新潟地区

下越地区

増田 さちえ

高木 久美子

藤井 路子

中村 美重子

佐藤 美佐子

中山 佐和子

藤野 綾子

桐生 明美

※ 来年は役員改選の年です。今年中に新役員が決りますよう皆様のご協力お願いします。

