ＩＮＤＥＸ
・おいでんテニスデー
・大会結果
・スクール生交流会、指導者講習会
スクール生交流会、指導者講習会
・出張キッズテニス、ルール
・出張キッズテニス、ルール Q&A
・クイズ・占い
・クイズ・占い
・ダンロップスリクソンワールドチャレンジ
ｅｔｃ

豊田市テニス協会ホームページ
豊田市テニス協会ホームページ
http://www.toyota-ta.jp

豊田市テニス協会 Facebook
Facebook
https://www.facebook.com/TOYOTA.TENNIS.ASSOCIATION

９月 27 日(土)、市内テニスコート 4 施設と体育館の 5 会場で『第 14 回おいでんテニスデー』を開催
しました。2０３名の参加者と TTA スタッフ５５名とで、キッズテニス・交流試合・アトラクションゲー
ムなど「テニスでいい汗を！」のごとく、楽しいイベントを行うことができました。更に、恒例となりま
したお楽しみじゃんけんゲームでは、11 月開催のダンロップ国際大会の観戦チケットがプレゼントされま
した。

「おいでんテニスデー」
おいでんテニスデー」

猿投コミセン 体育館

9 月 23 日のテニスの日
テニスの日に合
テニスの日
わせ、当協会は 9 月に開催し、
幼児から高齢者、男女問わず参
加できる内容で、一日テニスを
楽しんでいただいています。

9 月 23 日はテニスの日
全国一斉に、
「この日は、みん
なでテニスをやりましょう！」
というコンセプトで１９９８年
に日本テニス協会が制定。

今日は先生たちと一緒にテニスをやりましょう！

さあ、みんなに自己紹介。大きな声で名前を言えるかな。

ラケットでボール遊び、はじめて持ったラケットに戸惑いつつも徐々にコツをつかんで行きます。

少しずつボールを上手に飛ばせるようになりました。

very good！

中根会長も球出し

集中していますね
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上手に当たると「どや顔」に！

小池委員長から：テニス続けてください。

平戸橋・加茂川・柳川瀬・高岡
2014 おいでんテニスデーボレーボレー
ボレーボレー大会
6 分 40 秒
ボレーボレー大会のベストタイムは、柳川瀬会場の大橋・二村ペアの
大会
で五段に認定され、三段の久郷・高島ペア（平戸橋会場）
、近藤・岩橋ペア（高岡会場）の皆さんと共に、日本
テニス協会の HP に掲載されました。おめでとうございます。

久郷・高島ペア 3 分 2０秒：三段認定
０秒
平戸橋：スタッフとゲーム出来て楽しかった。何回も挑戦したい！

長谷川・飯塚ペア １分 40 秒
加茂川：一人でも参加できるのでうれしい。

近藤・岩橋ペア ３分 11 秒：三段認定
高岡：上手な方もそれなりに相手をしてくれて楽しかった。

大橋・二村ペア 6 分 40 秒：五段認定
柳川瀬：色んな人と対戦できた。また来年も是非参加したい。

じゃんけんゲームはチケット争奪戦！盛り上がります。
試合にクリニックにアトラク
ションゲームにと、うれしい
メニュー盛り沢山のイベント
です。

‐2‐

45 歳以上 柳川瀬

優勝 望月 東午 (REI)

50 歳以上 柳川瀬

22 名

準優勝 鈴木康友 (フリー)

18 名

優勝 加藤繁男 (レグルス) 準優勝 新家芳和(YY_tennis)

ベスト８より

55 歳以上 柳川瀬 37 名

優勝 豊田 稔(YY_tennis) 準優勝 秋山佳津史(ハッピーレイン)

３位 平石康雄(センターラケット) ３位 細井郁夫(チャレンジャー)

‐3‐

一般

優勝 湯口かよ子（コートジェスターズ）

45 歳以上

優勝 田中佳枝（TET)

50 歳以上

優勝 澤田美幸(

)

平戸橋

準優勝 眞田珠里（上郷テニスクラブ）

３位 小黒江莉果（フリー）

柳川瀬 10 名

準優勝 横前久恵（FRI）

柳川瀬

1０名

準優勝 完山ひろみ(

25 名

)

‐４‐

３位 古居裕美子（ニュータイプ）

豊田市民テニス選手権大会 （ダブルス）
一般 柳川瀬

10/19.26 (日)

50 組

優勝 今井・樫組(チーム・スプラッシュ) 準優勝 中島・木村組(Ｆｏｒｅ☆Ｓｔａｒ・フリー) ３位 佐分利・太田組(Ｓｃｒａｔｃｈ・フリー) ３位 村井・河元(ＲＥＩ・ＷＩＬＤ ＪＯＫＥＲ)

45 歳以上 文化

12 組

優勝 望月・折井組(ＲＥＩ) 準優勝 山森・寺田組(40-ＬＯＶＥ・フリー)

50 歳以上 文化

優勝 柴田・井手組(西岡ＴＦ・ﾍｯﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ)

11 組

準優勝 相羽・萬代組(ＲＯＷＤＹ・ＳＴＣ)

55 歳以上 文化

12 組

優勝 榊原・大竹組(ｽｸｴｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 準優勝 畔柳・榊原組(ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ)

‐５‐

一般

高岡

36 組

優勝 冨岡・本田組(ＴＥＴ・ﾁｰﾑ A.C.K) 準優勝 荒川・西川組(名古屋ＧＴＣ・Ｓ＆Ｂ) ３位 鍋田・綾部組(ＴＥＴ・ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ) ３位 滝沢・山田組（FRI）

45 歳以上

優勝 神谷・郷組(

)

平戸橋

50 歳以上

17 組

準優勝 浅田・杉浦組(

)

優勝

杉浦・関組(

スポレク年齢別テニス東海大会 （混合ダブルス）
11 月 16 日(日)、柳川瀬公園で「第３回スポーツレクリエ
ーションフェスティバル年齢別テニス東海大会」が開催され
ました。豊田市は選抜の A チームと大会推薦の B チームの２
チームが参加し、選抜チームは１位リーグで全勝して見事優
勝を飾りました。

左から

因幡・青山・菖蒲・野村・榎屋・野村・佐々木

‐６‐

平戸橋

9組

) 準優勝 古澤・川島組(

11/16 (日)

)

11 月 30 日(日)、地域文化広場で「平成 26 年度スクール生交流会」が開催されました。
T シャツでも汗ばむ程の天気で、コートを駆けまわる生徒さんも汗だくになっていました。試合後の球
出しでは、ストロークとボレーのフットワーク、ハイボレーの打ち方、サービスのトスの上げ方や打点
の位置などをおさらいしました。

女子 A：森・山中組(加昼)

女子 B：宮下・大野組(柳・加昼)

男子：大高・藤森組(柳昼)

混合：石川・石川組(柳昼)

11 月 22 日(土)スカイホール豊田サブホールで、普及指導者講習会を実施し
ました。地元愛知県出身の近藤大生選手、JTA ナショナルコーチである吉川
真司コーチのもと、ボレーの指導法について学びました。

・

ボレーは踏み込み足が大事

前に出ながらボレー

ヒットポイントの確認

・

・

目標はあそこですよ！

バックボレーは前で

‐７‐

足を使って

面を意識して！

ナイスボレー！

10 月 20 日(月)、昨年に引き続き、若園こども
園で「出張キッズテニス教室」を開講しました。
年長の 2 クラス約 55 名の元気なこども達に、“テ
ニスって楽しいスポーツ！”というのを体験しても
らいました。11 時過ぎにポツポツと雨が降り出し
早目の終了を伝えると、
“え～！もっとやりたいよ
～！！”の声が出るほど、こども達もテニスに夢中
になっていました。

自己紹介：大きな声で言えるかな 準備体操：ケガをしない柔軟な体を

さあいよいよラケットの出番です。 ラケットで打ってみよう！

まずはボールに慣れよう！

ボールのバウンドをよく見て！

道具を使って打ってみよう！

ボレーもできました！

教室開講の要望があれば随時開催して行きます。申込・詳細は、協会 HP ジュニア委員会へ。

Ｑ.
A.

ゲーム中にスコアがわからなくなってしまいました。どうしたら良いですか？

スコアがわからなくなったときは、双方のプレーヤーが合意できるスコアまでさかのぼり、

それ以降のプレーで双方が合意できるポイントを足したスコアから再開します。合意できなかっ
たポイントは取り消されます。ゲームスコアが分らなくなったときも同様に処理しましょう。
例えば

サーバーがポイントを取り 30-30 とコールしたが、レシーバーは 15-40 と
言ってきた。双方が合意できたのは 0-30 だけだったので、今終わった 1 ポイ
ントを足して 15-30 で再開することにした。

再開するときのエンドとサーバーは、合意されたスコアに準じてください。ただし、ゲームスコ
アが訂正され、再開する場合のサーバーは、次の順のサーバーに交代しなくてはいけません。
（同じプレーヤーが 2 ゲーム連続サーバーにはなれません。）

スコアは大きな声で
スコアは大きな声ではっきり
は大きな声ではっきり伝えましょう！
はっきり伝えましょう！
・サーバーはサーブを打つ前、レシーバーに聞こえる声でスコアをアナウンスしましょう。
・レシーバーは、同意の返事またはジェスチャーで応じましょう。
・聞き取れない場合や、間違いの訂正は、サーバーのアナウンス後、直ちに行いましょう。

ポイントごとにスコア
ポイントごとにスコア確認を
スコア確認をしておけば、途中でスコアがわからなくなった
確認をしておけば、途中でスコアがわからなくなった
ということもなくなりますね。

‐８‐

錦織選手の大活躍で、男子テニス界は次へ続けと大変盛り上がっています。先日の DSWC で
も若手選手だけでなく、ベテランの選手もモチベーションが上がり活躍しました。

では、問題
では、問題です。
問題です。
2014 ダンロップスリクソンワールドチャレンジ
（DSWC）
DSWC）の男子シングルス優勝者は？
の男子シングルス優勝者は？

早いタイミングでのフラットなボールも魅力で
すが、ネットプレーのリズムも抜群！ストローク
から流れるようなネットプレーで相手にプレッ
シャーをかける場面を何度も見ましたね。

応募方法 豊田市テニス協会ホームページから応募してください。
記入事項 1．答え
2．氏名 会員番号 所属団体名
3．連絡先 携帯（電話番号）

抽選で１０名の方に
テニスグッズを
プレゼント！

締 切 日 ３月 31 日 〆切
Vol.51 の正解は、① 0.914m

ラッキー
カラー

ラッキー
方位

自分の役割をしっかり果たすように！ただし、膝のケガに注意だよ！

深緑色

南

黄土色

南東

星座
おひつじ座 （3/21～4/19 生）

運

勢

おうし座

（4/20～5/20 生）

上手く行かずにイライラするとき！切れたらダメだよ。

ふたご座

（5/21～6/21 生）

頭の回転が早いとき。作戦を立ててゲームを組み立てましょう。

白色

西

かに座

（6/22～7/22 生）

やる気がみなぎりレベルアップのチャンス！頑張れファイト！

緑色

東

しし座

（7/23～8/22 生）

ストレッチなどの準備運動をしっかりやってね。エルボーに注意！

青色

北東

おとめ座

（8/23～9/22 生）

サービス、スマッシュの縦振りを練習して勝率アップだよ！

オレンジ

北

周囲を傷つける恐れアリ！言動に要注意！ルールもしっかり守ってね！

紫色

北西

てんびん座 （9/23～10/23 生）
さそり座

（10/24～11/21 生）

プライドを捨てて苦手なショットはアドバイスを受けてね。

黄色

西

いて座

（11/22～12/21 生）

伸び悩んでいるときはラケットを変えてみて！気分一新で挑戦してね。

茶色

西

やぎ座

（12/22～1/19 生）

今までの試合を振り返ってみて。何を練習すべきか明確にしてね。

黄色

北

グレー

北西

赤色

東

みずがめ座 （1/20～2/18 生）
うお座

（2/19～3/20 生）

今は何をすべきか冷静に分析できれば◎ 落ち着くって何か考えて！
絶好調期は続きます☆もっと上を目指してね！努力が報われるときだよ！

ティー太
ティー太のテニス占
のテニス占いアドバイス！
いアドバイス！
信じる信
じる信じないはきみ次第
じないはきみ次第！
次第！でも自信
でも自信あるから
自信あるから信
あるから信じた方
じた方が得なんだよね。
なんだよね。
‐９‐

今年で第７回となり、ダンロップ・ワールドチャレンジテニスからダンロッ
プ・スリクソンワールドチャレンジと名前を変え、運営陣も今一度、気を引き
締めて臨んだ大会となりました。
特に男子は、添田、伊藤、杉田選手の他、アジアオリンピック金メダリスト
の西岡選手、全日本選手権チャンピオンの江原選手など、ワクワク、ドキドキ
の選手が多く出場し、誰が栄冠に輝くのか本当に楽しみな大会となりました。
また、イベントが TV ニュースで流れるなど、オンコート、オフコートと
もスタッフ全開で充実した 1 週間でした。

11 月 15 日(土)、16 日(日)
男女シングルスの予選がスタ
ートしました。１６日の日曜
日には男子の予選決勝が行わ
れ、今井慎太郎
今井慎太郎選手
今井慎太郎選手が男子で
選手
ただ一人本戦入りを決めまし
た。

人気のクリニックは朝
の 8 時には長い列が。
一番乗りは朝 5 時半！

インカレベスト４の
今井慎太郎選手
イ
今井慎太郎選手は、
選手
ンカレ準優勝の岡村
岡村
一成選手
一成選手に
選手 63 60 で
勝利し本戦へ。

炊き出しコーナーも準備 OK！裏方の仕事も
楽しくやることをモットーに！今年も絶妙な
塩加減で美味しいおにぎりを提供します。

11 月 17 日(月) 入場者数

全日本チャンピオン
の江原弘泰選手
江原弘泰選手は、
中
江原弘泰選手
国のゴン・マオシン選
ゴン・マオシン選
手に 57 63 36 で敗
れてしまいました。

総勢 29 名のコートキー
パーでコートのメンテナ
ンスを行います。

620 人

神経を使う LP の皆さん
もアツアツのおにぎりと
ゆず茶でホッと一息。

9:30 試合開始 17:10 試合終了

男子のシングルス・ダブルスの本戦がスタートし、第１シードの伊藤竜馬選手
伊藤竜馬選手はアメリカの
伊藤竜馬選手
ジュン選手に
今井慎太郎選手
ジュン選手 64 76(3)、第４シードの杉田祐一選手は予選勝ち上がりの今井慎太郎選手
に 61 61 の完勝で 2 回戦へ。ダブルスでは、佐藤文平選手
佐藤文平選手/ヤン選手
2 回戦へ。
佐藤文平選手 ヤン選手のペアが
ヤン選手

午後は女子のシングルス予選決勝が行われ
久見香奈恵選手、奥野彩香選手
久見香奈恵選手 奥野彩香選手、
奥野彩香選手
大前綾希子選手の
大前綾希子選手 3 名が本戦入り
しました。

11 月 18 日（火） 入場者数

865 人

午後 7 時からホテルトヨタキャッス
ルで「Welcome Reception」が開
催されました。

男女シングルス・ダブルス 1R

10:00 試合開始 20:21 試合終了

9 月のアジア大会で金メダ
ルを獲得。注目度№1 の第
8 シード西岡良仁選手
西岡良仁選手は、
西岡良仁選手
今年は本戦から出場。ドイ
ツのリヒャルト・ベッカー
リヒャルト・ベッカー選
リヒャルト・ベッカー選
手を 62 46 64 で下し 2
回戦へ。

昨年準優勝の桑田寛子選手
桑田寛子選手
は、アメリカ育ちの 18 歳
日比万葉選手に
日比万葉選手 67(6) 16
で敗れてしまいました。

第１シードの青山
青山修子
青山修子/
修子/波形純
波形純
理ペアの初戦は、アジア大会の
理ペア
金メダルペアカムカム選手
カムカム選手/
カムカム選手/タ
ナスガーン選手
ナスガーン選手。
選手
61 26 [11-7]のスーパータ
イブレでシードを守りました。

‐１０‐
１０‐

ワイルドカードの近藤大生
近藤大生/
近藤大生/鈴
木貴男ペア
ペアの初戦は、アジア大
木貴男
ペア
会ダブルス金メダルの 18 歳チ
チ
ョン・ヒョン選手
ョン・ヒョン選手と予選勝ち上が
選手
りのナム・ジソン
ナム・ジソン選手
ナム・ジソン選手の韓国ペ
選手
ア。地元の応援を背に、63 26
[10-8]で勝利しました。

11 月 19 日（水） 入場者数

1147 人

男女シングルス 2R・ダブルス QF

10:00 試合開始 20:21 試合終了

地元愛知出身の井上
井上
雅選手はクルム伊達
雅選手
選手と初対戦。1 ブ
レークするもののな
かなか簡単にはキー
プさせてもらえず、
46 16 でした。

第１シードの伊藤竜馬
伊藤竜馬選手
伊藤竜馬選手
61 63、第 4 シードの杉田
杉田
祐一選手 62 26 75 で準々
決勝へ。第２シードの添田
添田
豪選手は
豪選手 62 67(8) 62 の
フルセットで初戦突破しま
した。

予選勝ち上がりの久
久
見香奈恵選手
選手は、第３
見香奈恵
選手
シードの土居美咲選
土居美咲選
手に 67(4) 67(3)と
あと一歩のところで
した。

杉田祐一選手
朝の番組でお馴染みの「めざましテレビ」
「めざましテレビ」の取材が
「めざましテレビ」
ありました。
好きな選手は？「
「にしこり選手
にしこり選手～！」
選手～！」
錦織選手好き？「
「好き！」
錦織選手の活躍はこんなキッズ達にも知れ渡りまし
た。本大会に出場の選手達も、今では夢の舞台ではな
くなったグランドスラムの本戦目指して頑張ってい
ます。

11 月 20 日(木) 入場者数

1064 人

男女シングルス 2R・ダブルス QF

10:00 試合開始 18:34 試合終了

男子は第 2 シードの添田豪
添田豪選手
8 シードの西岡良仁
西岡良仁選手
2 シードのクルム伊達
クルム伊達
添田豪選手、第
選手
西岡良仁選手、内山靖
選手 内山靖崇
内山靖崇選手が準々決勝へ。女子は第
選手
公子選手
土居美咲選手
公子選手、第３シードの土居美咲
選手
土居美咲選手、青山修子
選手 青山修子選手
青山修子選手、今西美晴選手
選手 今西美晴選手、日比万葉選手
今西美晴選手 日比万葉選手の５人が準々決勝へ。
日比万葉選手

ジャパンオープンジュニア優勝の小堀・福
小堀・福
田組は穂積・二宮組
田組 穂積・二宮組に
穂積・二宮組 26 16

11 月 21 日(金) 入場者数

佐藤・ヤン組は第１シードを
46 64 [10-8]で決勝へ。松井・内山
松井・内山組
佐藤・ヤン組
松井・内山組は、第 2
シードを 67(8) 62 [10-8]のスーパータイブレで振り切り、近藤・鈴木組
近藤・鈴木組も、
近藤・鈴木組
第 3 シードを 62 76(6)で倒し準決勝へ進みました。

1112 人

男女シングルス QF・ダブルス SF
新旧対決
新旧対決の
の軍配
軍配は
は？

18 歳の日比万葉選手
日比万葉選手、クルム伊達
日比万葉選手 クルム伊達公子
クルム伊達公子選手
公子選手
に 3 度のブレークを許し 46 36。

11:00 試合開始 18:36 試合終了

土居美咲選手は
土居美咲選手
19 歳の西岡良仁選手
西岡良仁選手 vs 杉田祐一選手
杉田祐一選手
青山修子選手に
選手
サーブが絶好調の杉田選手が 64 61 で準決勝へ。青山修子選手
46 36、ベスト
４逃す。

選手の皆さん
召し上がれ！

ナイスリアクション！
試合のスイッチが入る前
はお茶目な選手達です。

タナスガーン選手が
タナスガーン選手 63
36 64 でクムクム選手
クムクム選手を
クムクム選手
退けました。試合後は仲
良くブースで買い物を。

vs J.ダックワース
J.ダックワース選手
ダックワース選手
に 64 76(4)。添田豪
添田豪
選手準決勝へ。
選手

試合終了後は、
土曜日と日曜日
の特設観戦席プ
プ
レミアムシート
の設置です。
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今西美晴選手
今西美晴選手は
選手
第４シードのメ
メ
スタッチ選手
スタッチ選手に
選手
26 26 で敗れ
る。

11 月 22 日(土) 入場者数

1897 人

男女シングルス SF・ダブルス F

11:00 試合開始 17:50 試合終了

昨年は、最終日の決勝戦にプレミアムシ
ートを設けましたが、今年は土曜日から
60 席分設置しました。発売時刻の 9 時半
には多くのファンが、この席を求め並びま
した。

VS

添田 豪[2] 75 64

シングルス準決勝

杉田祐一[4]

毎ゲーム、ブレークのチャンスで杉田選手を苦しめ
る添田選手。第１セットの 5-5、第 2 セット目の
4-4 でブレークに成功。ベテランの意地で勝利。

伊藤竜馬[1]75 62

62,RET VS クルム伊達公子

ボールの深さダウンザラインのショット、タナスガ
ーン選手もお手上げモードとなりました。

優勝
内山靖崇／
松井俊英組

優勝
二宮真琴／
穂積絵莉組

朝のウォーミングアップ時に腹筋に違和感があっ
たという伊達選手、1 セット目が終わった所で
途中リタイヤとなりました。

錦織選手の活躍に負け
ないよう、トップ目指
し頑張ります！

準優勝

エスコートキッズ
田島青くん(たじまあおい)梅坪小５年
杉本朱梨さん(すぎもとあかり)小清水小５年

佐藤文平組

準優勝
青山修子／
波形純理組

Ti CHEN (TPE)

11 本のサービスエース！完勝で決勝進出

61 64

VS

VS

昨年のリベンジを果たし、
本大会優勝のタイトルに
思わず涙が込み上げてく
る二宮選手！
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11 月 23 日（日） 入場者数

女子シングルス決勝

1444 人

男女シングルス決勝

11:00 試合開始 13:50 試合終了

青山修子（近藤乳業）vs アンソフィー・メスタッチ[4]（ﾍﾞﾙｷﾞｰ）

昨日のダブルスでは惜しくも 2 連覇を逃し、今日のシングルスにかけた青山選手でしたが、20 歳のメスタ
ッチ選手のパワーに押され 5 度のブレークを許し、16 16 で敗れてしまいました。準優勝を果たした青山選手
は、自己のランキングを更新し、全豪の予選に出場できるようになりました。(11/24 186 位)

男子シングルス決勝

伊藤竜馬[1]（北日本物産）vs 添田 豪[2](GODAI テニスカレッジ)

もう一度この大会で優勝したい！強い気持ちで積極的にリターンゲームを攻めたのは添田選手でした。そし
て自身のサービスゲームは冷静にキープし 64 75 で第１シードの伊藤選手に勝利し、本大会２度目の優勝を
果たしました。

アンソ選手のできもよく、まだ
まだ自分の力が足りないと感
じました。来年また良いプレー
が見せられるように頑張りま
す！

優勝 アンソフィー・メスタッチ選手
1994 年 3 月 7 日生 20 歳

準優勝
青山修子選手
1987 年 12 月 19 日生 27 歳
WTA ランキング 186 位
(11/24 現在)

WTA ランキング 100 位(11/24 現在)

準優勝
伊藤竜馬選手
1988 年 5 月 18 日生 26 歳
ATP ランキング 94 位
(11/24 現在)
最初の大会で優勝
してからなかなか
いい結果が出せ
ず、今年こそはと
いう思いでプレー

優勝 添田 豪選手
1984 年 9 月 5 日生 30 歳
ATP ランキング 100 位(11/24 現在)

1 ゲーム目から攻撃的に
攻めて来て、今日は負け
ました。
来年は二人共いいスター
トができるので応援よろ

しました。

しくお願いします。
この優勝で全豪の本戦に出られると思います。最後に
いい結果で締めくくれうれしく思います。
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大会観戦のもう一つの楽しみは、会場での多彩な
イベントです。中でも「３ショットチャンス！」は
大人も真顔になる人気の的あてゲームで、土日は大
変な行列になりました。また、今年のギャラリープレゼントは、
近年のスマホの普及を反映した企画で Facebook のコメント投稿
者に優勝者のサイン入り T シャツが当たるというものでした。プ
ロの試合観戦とイベントで楽しんでいただけたでしょうか。来年
も是非会場でお楽しみください。

３ショットチャンス！

PLAY&STAY

中学生以下のテニス教室

欲を出し過ぎても入りません！

サイン会

今年のパンフレットに僕が！
美里 SC で頑張る磯谷君、いつかキミがサインしてね！

現役の選手と打ち合えるなんてラッキーですね！

ギャラリープレゼント

「Facebook プレゼント企画！決勝戦！」応援したい選手に投稿すると抽選で男女
1 名の方にオリジナルロン T がプレゼント。優勝した選手のサイン入りはお宝ですね。

男子決勝戦終了後、プロ選手によるテニスクリニックが開催されました。
日本テニス協会強化本部ナショナルチーム女子コーチの吉川真司プロをはじめ、ダンロップ契約の近藤大生
プロ、田中優季プロの指導で始まりましたが、途中、なんと女子シングルス優勝のアンソフィー・メスタッチ
選手と準優勝の青山修子選手がサイン会を終え、直ぐに駆けつけてくれました。

沢山のご来場、ありがとうございました！
2014 年の大会もチーム TTA76 名の
結束力で、準備から合わせて 2 週
間乗り切ることが出来ました。
運営に携わった staff の皆さん
大変お疲れ様でした。

‐14‐
14‐

※平成 26 年度の団体登録チームには、継続の申請書類一式を郵送します。（1 月 20 日郵送予定）
※登録費支払いは、3 月 1 日(日)評議員会時です。
①

◆登録は団体登録のみですが、高校生以下はジュニア会員として

個人登録ができます。

②
書類送付
（メール or 郵送）
③

豊田市テニス協会
豊田市テニス
テニス協会

新規団体登録希望者
新規団体登録希望者

申請
（メール or 電話）

◆協会登録費は、団体登録費と個人会費を納入していただきます。
◆ジュニア会員については、個人会費のみを納入していただきます。
◆団体登録費は、下の表の３つの種別から選択してください。

書類提出（郵送）
④
登録費支払い（3/1）

【事務局】office@toyota-ta.jp

090-5106-7047

個人情報の取り扱いについて
クイズ解答時に収集した個人情報は、本人確認の目的に限定して使用し、第三者
への提供はしません。

錦織選手の活躍で、テニスに興味のなかった人もテレ
ビ中継に釘付けになったほど、今テニスは注目されて
います。2015 年はどんなニュースが飛び込んでくるの
・ ・

・ ・

やら。するテニス以上にみるテニスも楽しみな 1 年に
なりそうです。

発行
発行月

豊田市テニス協会
平成 26 年 12 月
◆◆◆ TTA 通信に関するご意見・ご要望 ◆◆◆
office@toyota
office@toyotatoyota-ta.jp

