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お知らせ
11 月 23 日(月)～29 日(日) スカイホール豊田で開催
（男女シングルス予選 11/21～23）

今年は、第 8 回目の大会となりますが、この大会の開催前
に、男子は兵庫県、女子は東京都で、同規模の大会が新設さ
れました。
「全豪オープン」の予選出場に必要なポイントを獲得する
「全豪オープン」
チャンスが増える一方で、海外から来る選手のレベルも上が
り、益々激しい戦いになりそうです。
「豊田から世界へ！」日本選手が最高のパフォーマンスが
でき、大活躍するよう、会場で一緒に応援しましょう！
皆さん、「スカイホールへ豊田」へ集合～！！

通し券(１週間)は、豊田市テニス協会でも取り扱っています。
協会スタッフ・協会事務局へお問い合わせください。

090-5106-7047 office@toyota-ta.jp
お楽しみイベント満載！

Kids テニス

11/29(日
11/29(日)の決勝戦終了後に
決勝戦終了後に行います。
行います。
対象：小学生以上
申込：スカイホール豊田
11/21(土)午前 10 時から
11/22(日)午前 10 時から

的当てゲーム

※ひとりにつき 2 名まで申込可
※大会入場券が必要

サイン会
選手と同じ目線で、
世界のハイレベルな
プレーを体感しよ
う！
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“とよた”ビンテージテニスマッチ （年齢別ダブルス）
100 歳

優勝 平石・奥田組(センターラケット)

5/10(日)

８１組

柳川瀬 2８組

準優勝 榊原・大竹組(ｽｸｴｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

3 位 黒瀬・川口組(名古屋ＧＴＣ)

3 位 井上・磯貝組(ＴＴＳ・ＹＹ＿ｔｅｎｎｉｓ)

110 歳 平戸橋 25 組

優勝 桑原・林組(FRI)

準優勝 畔柳・南谷組(ﾁｰﾑ・ｽﾌﾟﾗｯｼｭ)

3 位 土屋・成瀬組(ｽｸｴｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

3 位 阪野・阪野組(FRI)

120 歳 柳川瀬 28 組

優勝 山西・佐田組(POF)
ベスト８から

100 歳

準優勝 山崎・岩本組(テニス村)

3 位 松井・加藤組(ｽｸｴｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

110 歳

‐２‐

3 位 松本・柴田組(西岡ＴＦ)
120 歳

豊田市民総合体育大会（シングルス） 5/24.31(日)
A 級 加茂川

優勝 加藤直輝(ＹY_tennis)

342 名

19 名

準優勝 中河原悠士(ｱｲｼﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

Ｂ級 高岡 38 名

優勝 長谷川賢悟(チアフルダックス)

準優勝 橋本太紀夫(ハッピーレイン)

3 位 村井清隆(REI)

C 級-１ 柳川瀬 32 名

C 級-２ 柳川瀬 32 名

優勝 太田磨呂(エースをねらわれろ！) 準優勝 田邉雅哉(Teaｍ Warm Up)

D 級-１ 柳川瀬

30 名

優勝 川村英司(YY_tennis)

D 級-2 柳川瀬

3 位 岩成洋平(REI)

30 名

優勝 重岡 智(Improve)

優勝 徳川智章(HT)

D 級-3 平戸橋

30 名

優勝 出口年一(TEAM HIRO)

‐３‐

準優勝 玉田大祐(STC)

D 級-4 井上

29 名

優勝 石川順之(YY_tennis)

A級

加茂川

優勝 眞田珠里(上郷テニスクラブ)

B級

優勝 笹川佳倫(ＲＥＩ)

17 名

準優勝 立野和子(スパシオⅡ)

高岡

C級

13 名

準優勝 小伊豆恭子(ラッキーショット)

優勝 佐山奈津子(ニュータイプ)

D 級 平戸橋

優勝 完山ひろみ(ｺﾊﾞﾘﾃﾆｽﾊﾟｰｸ)

準優勝 鈴木まゆみ(名古屋ＧＴＣ)

3 位 岩佐孝子(ＹＹ_tennis)

ファイトクラス 高岡

準優勝 佐藤・近藤組(名古屋ＧＴＣ・ＰＯＦ)

19 名

準優勝 萬代由美子(ＴＥＴ)

27 名

ウィークデーテニス大会 （女子ダブルス）

優勝 山本・森山組（ハニービーンズ）

高岡

3 位 加藤みつこ(ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾙｴｲﾄ)

６/16(火)

５８組

40 組

3 位 小出・荒川組(ＰＯＦ・名古屋GＴＣ)

3 位 難波・高井組(ハニービーンズ)

フレンドクラス 平戸橋

優勝 坂本・福永組(コバリテニスパーク)

‐４‐

18 組

準優勝 原・和田組(ＦＲＩ)

豊田スポーツレクリエーションテニス大会（混合ダブルス）
セレクションクラス

6/28 (日) ７４組

柳川瀬・文化 22 組

40 歳代

50 歳代

60 歳代

優勝 伊藤・立野組（トヨタ自動車・スパシオⅡ） 準優勝 野村・佐藤組（TET・ハニービーンズ）

優勝 井手・加藤組（ヘッドマスターズ・TET）

優勝 野々山・大山組（Key Point tc）

優勝ペアの皆さん、
優勝ペアの皆さん、9/13
皆さん、9/13 の西三河大会も頑張ってください！

レクリエーションクラス
一般混合 高岡 31 組

ファミリー 文化 21 組

優勝 勝野・青山組（トヨタグリーンテニス・TET） 準優勝 馬場・早川組（YY_tennis）

優勝 松村組（スパシオⅡ・YY_tennis）

準優勝 齋竹組（フリー・テニス村）

３位 平原・犬飼組（YY_tennis・リリークィーンズ） ３位 酒井・大島組（WILD JOKER・YY_tennis）

第３９回 全日本都市対抗テニス大会 7/24(金)～25(土) 岩手県盛岡市立太田テニスコート

第 39 回全日本都市対抗テニス大会が、岩手県盛岡市で開催されました。
回全日本都市対抗テニス大会
豊田市は、大会前日の代表者・監督会議の席で「15 年連続出場」の名誉ある表彰を頂
きました。
大会は１回戦で来年度開催地の愛媛県松山市に快勝したものの、２回戦で同東海地区の
岐阜市に惜しくも敗れ、ベスト１６という成績でした。選手の皆さん、お疲れ様でした。

代表選手
一般男子：岡 睦・船津大輔・西尾一馬
一般女子：能登美穂・高松奈央
ベテラン 1 部男子：片岡裕治・川村裕和
ベテラン 1 部女子：青山恵子・佐藤令子
ベテラン 2 部男子：柴田東八・榊原敬三
監督：柴田東八
マネージャー：岩田英子

表彰：
表彰 １５年連続出場
‐５‐

豊田初心者テニス交流会 （ダブルス）

7/26(日)

７月 26 日(日)、柳川瀬公園で初心者テニス交流会
初心者テニス交流会が開催されました。
初心者テニス交流会
試合前のマナーとルールの講習会ではタイブレーク
タイブレーク・
タイブレーク・ゲームの進め方を学
ゲーム
びました。即実践ということで、予選リーグはタイブレーク・ゲームで行
われました。

もう一度おさらい
しておきましょう！

タイブレーク・ゲーム
テニスの試合は、相手に２ゲーム以上の差を付けて先に６ゲームを取ると１セット取
ったことになりますが、１セットマッチ（7 ポイントタイブレーク）と設定された試
合で、ゲームスコアが 6-6 になった場合は、タイブレーク
タイブレークというゲームで７ポイン
タイブレーク
ト先取した方が勝ちとなります。ポイントが 6-6 になった場合は、２ポイントの差が
つくまで行います。

ｖｓ

サービスの順序

１ポイント目をデュースコート
１ポイント目
(フォア側)でスタート。１ポイント
でサーブチェンジです。

２ポイント目以降はアドコート
２ポイント目以降
(バック側)からのサービスです。
３ポイント目はデュースコートで
３ポイント目
す。

７ポイント目をデュースコー
７ポイント目
トでやります。
（コートチェン
ジして忘れないように！）

サーブチェンジして 6 ポイント目をアドコートで
ポイント目
やります。ポイントの総数が６の倍数の時にコー
コー
トチェンジします。ベンチには座れません。
トチェンジ

サーブチェンジして４
４ポイン
ト目、５
５ポイント目をやりま
ト目
ポイント目
す。

８ポイント目、①番のサーバーに戻り、タイ
８ポイント目
ブレーク終了まで 2 ポイントごとにサーブ
チェンジしていきます。

★1 ポイント目はフォア側で、その後は、バック側フォア側で 2 ポイントやってチェンジ。
★カウントの数え方は・・・「ゼロ(0)」、「ワン(1)」、「ツｳ(2)」、「スリー(3)」

ゲームに集中するためにも沢山やって慣れるのが一番ですね！

男子 柳川瀬

優勝 阿部・佐藤組（フリー）

女子 柳川瀬

30 組

準優勝

深見・神谷組（HT・フリー）
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8組

優勝 川合・酒井組（フリー）

わいわい！テニスカーニバル（混合団体戦）

8/23(日) 34 チーム

８月２３日(日)、柳川瀬、文化、平戸橋、加茂川、高岡の５会場で、混合
ダブルスの団体戦「わい！わい！テニスカーニバル」が開催されました。
この大会はオンコートだけでなく、オフコートでもチームワークを発揮
することが勝利のポイントです。

MITC

リベルテスキークラブ

YY_tennis さるさる

チームきぬか

ドンマイ

エトセトラ

マゼランペンギン

オレンジジュース

朝日丘テニスクラブ

ウィンウィン

ロング３

GOTT

YUNA’S

ファンファーレ

YY_tennis ちーむ

ファイヤーズ

イワナリーズ

オルフェウス

YY_参上ろ

RRTC

カミング

‐７‐

チームほやほや

チーム赤霧

エースをねらわれろ！

D’

センチュリーTC

ニュータイプ Z

friend ship

REI プラス

ニュータイプ０

やっとさあ

ミスボンバー

かもかわナリティーズ

GAO GAO

TC

「わいわい賞」は、アトラクション
アトラクション
ゲームで勝負！ボール籠に入れた球の数で
ゲーム
競い合いました。
制限時間は６０秒
６０秒！
６０秒！
スリーバウンドでも OK！
沢山入れたチームの勝ちです。

柳川瀬 B マゼランペンギン

高岡 GAO GAO TC

平戸橋 ドンマイ

柳川瀬 A エースをねらわれろ！

文化 friend ship

加茂川 ミスボンバー

「カーニバル賞」は、応援やプレーなどパフォーマンス等
パフォーマンス等で注目された
パフォーマンス等
チームです。今年も優秀と思うチームへの投票で選出されました。
柳川瀬 A ブロック

MITC：相手のチームの盛り上がり
MITC
にも配慮するステキなチーム。
平戸橋 D ブロック

ファンファーレ：前向きにテニスを
ファンファーレ
楽しんでいた。

柳川瀬 B ブロック

文化 C ブロック

YY_tennis さるさる：明るく楽しく
さるさる
元気よくテニスをしていた。

オレンジジュース：ウエアも揃って
オレンジジュース
応援も楽しそうだった。

加茂川 E ブロック

RRTC：ピンクのユニホームがよか
RRTC
った。

‐８‐

高岡 F ブロック

YY_参上ろ
YY_参上ろ：かぶり物が楽しい！イ
参上ろ
ケてる～。

６月 20 日(土)、柳川瀬公園で「ナイターテニスクリニック」が開催されました。
気温 22℃の快適なコンディションの中、ストローク・ボレー・サービスとそれぞれのショットの
ワンポイントアドバイスを受けながら参加者の皆さんは気持ちのいい汗をかいていました。

7 月 2 日(木)、平戸橋いこいの広場で「笑顔テニス交流会」が開催されました。
テニス好きなろうあ者と健常者のふれあいも回を重ねるごとに参加者も増え、４ゲームのミニゲー
ムですが実施ゲーム数 58 と沢山の交流ゲームが行われました。

救命救急の講習
汗をかく前の水分補給も
熱中症対策には重要と教
わりました。

8 月８日(土)～9 日(日)、新城市鬼久保ふれあい広場で強化合宿を
行いました。練習の成果を発揮し、小川選手が８月 26 日に開催
された愛知ジュニアサマーテニストーナメント 14 歳以下の男子
ダブルスでベスト 4 の成績を収めました。
次回の豊田ジュニアチャレンジは、12/12(土)、13(日)実施予定！
土曜日→１セットマッチの練習会
日曜日→３セットマッチの練習会

‐９‐

朝夕はすっかり秋の気配ですが、日中はまだまだ暑いですね。秋の大会も水分補
給に十分気を付けて臨んでください。

では、問題
では、問題です。
問題です。
タイブレーク・ゲームの最初のポイントのサーブは、どちらから始める？

答えが解ったら
こちらへ応募してね。

①デュースコート（フォア側）
デュースコート（フォア側）
②アドコート（バック側）

‐10‐
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NEW YEAR テニスマッチ（チーム対抗戦）
開 催 日：平成 28 年１月 11 日（月曜祝日）＊予備日なし
試合方法：３ダブルスのチーム戦（男子・女子・混合ダブルス）
試合方法
申込期間：11/27～12/6
参 加 費：6500 円
込期間

4 期 テニス教室（平成 28 年 1 月～2
月～2 月

8 回）

一 般 昼：柳川瀬（水・土）
、加茂川（金）
一 般 夜：柳川瀬（金）、加茂川（金）
健 康 昼：柳川瀬（土）
申込期間：スカイホール豊田
12/6～13、インターネット 12/7～16
申込期間
参 加 費：平日／協会員 7000 円 非協会員 12000 円
土・夜／協会員 8000 円 非協会員 14000 円

世界中から大きな期待を寄せられていた錦織選手の全
米でしたが、残念な結果となってしまいました。
でも、DSWC で活躍した外国の若い選手が、４大大会で
活躍する姿を見ると、大変嬉しく思います。
DSWC は本当に世界へ羽ばたくための大会なんだなぁ
と感じ、この選手が何年か後に４大大会の決勝でプレ
ーしているかもと期待がかかります。今年も DSWC の開
催が待ち遠しいです。

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。

発行
発行月

豊田市テニス協会
平成 27 年９月
◆◆◆ TTA 通信に関するご意見・ご要望 ◆◆◆
office@toyota
office@toyotatoyota-ta.jp

