
私とテニス      桜井 恒雄 氏 

 小学性時代は草野球に熱中しましたが、およそ運動が不得

意な私をテニスにかりたてたのは、３０歳代半ばの当時毎週

月曜日の休みの過ごし方、そして何よりこのスポーツのおしゃ

れさと清潔感でした。 

 自らの乱打を制し、やっとラりーが出来始めた頃、オープン

後間もないこのクラブを訪れ、おしゃれなハウスはもとより、

木々の緑に囲まれた清潔感溢れる素晴らしい環境を目にし、

新たなテニスライフをはじめました。テニスの国際大会や用具

に、わくわくとした興味を持ち始めたのもこの頃です。 

 私のテニスの楽しみの一つは、未熟ながらゲームの緊張感

とその都度自陣の腕前の程を知り、上達意欲をそそられるこ

とにあり、時々スクールも楽しませて頂いております。また年

齢を問わず色々な分野の方々との、言わば新鮮な採れたて

の出会いと心地よい交流は、日々の生活を楽しく豊にし、視

野を広げる大切な機会となっています。テニスを無心に行い、

明るいお話しに励まされ、気持ちを切り替えて乗り越えた様々

なことも、今では懐かしい思い出です。テニスを通じ皆様から

多くの貴重な示唆を得て来たことを改めて想うこの頃です。 

 健康は人生最大の宝と言われています。梅・桜・藤・秋桜な

ど四季折々の花々を愛で、時にウグイスの声も聞く恵まれた

環境の中、明るいスタッフのもと、爽やかな汗と笑顔で交わす

「ありがとう」の挨拶は、私の大きな宝と言えましょう。 

今後もよろしくお願いします。 

  「 このコート 今も心の パートナー 」 
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クラブ対抗   

男子  準優勝 Aチーム  

１部 小柳津 翔太・ 小林 祐貴・ 羽白 康一・ 竹田 慧 

村松 哲也・ 鈴木 龍樹・ 横山 恵亮・ 

３部 ３位 Dチーム 

   木下 俊也・ 佐塚 千尋・ 河野 征彦・ 加藤 貴幸・ 

   良知 友明・ 佐塚 訓之 

４部 優勝  Ｆチーム 

  中井 毅・大川 敏樹・佐々木 元彦・上野 僚介 

  及川 高史・吉川 翔斗・中井 智也  

女子       

１部 ３位 Bチーム 

中村 聖子・ 日吉 宣子・ 後藤 寿子・ 大長 喜代子・    

   城島 智恵・ 杉本 由里子・ 出口 桂 

２部 準優勝 Cチーム 

宇佐美 典子・ 藤牧 美幸・ 杉山 千晶・ 岩崎 博子 

田代 千佳・ 望月 あき 

３部 ３位 Fチーム 

大川 喜久子・ 野呂 繁美・ 杉山 雪乃・ 宮垣 直美 

    浅川 幸子・ 澤入 綾子 

４部 ３位 Gチーム 

    大石 礼子・ 杉山 幸子・ 高橋 みさ子・ 並木 郁乃 

    山本 厚子・ （高橋） 

             

２２２０００２２２１１１．．．３３３～～～６６６月月月号号号   VVVoooIII...   ４４４７７７                                 担担担当当当：：：ＵＵＵＴＴＴＥＥＥＮＮＮＡＡＡ((( ^̂̂▽▽▽ ^̂̂)))///   

   

３３３４４４   
     表彰                   （敬称略 ） 

４月  

ウインビレッジ女子ダブルス選手権   

（レギュラー）   ☆優勝  副島 里美・（櫻井）  

（スペシャル）   ☆優勝  木下 澄子・（金子） 

桑名フェスティバル 

 ☆準優勝  藤牧 美幸・杉本 由里子 

JLTF（ゴールド）☆優勝 木下 澄子（中村・永井・穴山） 

５月 

県シングルス（M６５）   ☆優勝  木下 俊也 

清水シングルス（女子）  ☆準優勝 出口 桂 

県民スポレク 

（お楽しみWⅡ）      ☆３位・堀 薫之・ （春田） 

ウインビレッジオープン記念団体戦 

☆１位トー優勝（稲生チーム）稲生 利彦・ 

田中 賢太郎・清水 弘実・高橋 寿美・ 

杉本 由里子・岩崎 博子・浅川 幸子 

ピンクリボン中部大会 

 （一般 ）    ☆準優勝 則武 裕子 ・（長島）  

           ☆３位  杉本 由里子・藤牧 美幸 

 （５５歳以上） ☆優勝  中村 聖子・ 杉山 豊子 

☆３位  城島 智恵・ （鈴木） 

６月 

ピンクリボン県大会（一般）☆優勝 則武裕子・（長島） 

プリンスカップ 

（A クラス）☆２位トー優勝  藤牧 美幸・杉本 由里子 

（団体戦２６０）☆優勝木下 澄子（永井・中村・金子） 

平日月例会  ☆優勝☆ 

３月 山崎 晴光   ・  桜井 恒雄                     

４月 八木 隆典 ・ 鈴木 奈知代  

５月 中村 暢秀 ・ 木下 俊也 

６月 杉本 由里子・ 上田 正治 

女子月例会          

６月 木下 澄子 ・ 竹内 緑 

男子月例会 

３月 勇内 和秀 ・ 柳澤  翔太  

４月 小倉 跡夢 ・ 丹下 一平  

５月 望月 達允 ・ 丹下 一平 

６月 稲生 利彦 ・ 小林 鉱史 

シングルス月例会 

３月 加藤 琉生   

新メンバー 
（ゴールド）  杉山 孝子  

（平日）    高木 詩子  

（ヤング）   海野 智敬 ・ 野村 和輝 ・ 青島 建男 

（土日祝）   八木 和子 

    
 


