ＩＮＤＥＸ
・DSWC の案内
・大会結果
・指導者講習会
・笑顔テニス交流会
・ティー太のクイズ、占い
ｅｔｃ

http://www.toyota-ta.jp

豊田市テニス協会ホームページ
https://www.facebook.com/TOYOTA.TENNIS.ASSOCIATION

豊田市テニス協会 Facebook

11 月 14 日(月)～20 日(日) スカイホール豊田で開催

この大会はチャレンジャー大会とも言われ、世界ランキングが
１００位以下の選手たちが中心となって戦います。優勝ポイント
は男子が 90 ポイント、女子が 100 ポイントとポイントを獲得し
やすい大会のため、強者の外国人プレーヤーが沢山参戦してきま
す。日本の選手にとっては、国内で国際ランキングポイントを獲
得できる絶好の機会ですが、年々厳しい試合を強いられます。次
代を担うジュニアや若いプレーヤーの「夢を育むステージ」にな
るよう私達も応援しましょう。
大会日程

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

※前売りの通し券販売は、11/13（日）まで！
お楽しみイベント満載！

Kids テニス

11/20(日)の決勝戦終了後に行います。
対象：小学生以上
申込：スカイホール豊田
11/12(土)午前 10 時から（先着 50 名）
11/13(日)午前 10 時から（先着 50 名）

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

トークショー

‐１‐

※プレミアムシートは、
別途有料となります。

◆ビンテージ
◆総合体育大会（ダブルス）
◆ウィークデー
◆スポレク
◆初心者交流会
◆わいわい！テニスカーニバル

“とよた”ビンテージテニスマッチ（ダブルス）
100 歳

優勝 井上・磯貝組(ＴＴＳ・ＹＹ＿ｔｅｎｎｉｓ)

110 歳

高岡 41 組

準優勝 山森・寺田組(40-LOVE・フリー)

3 位 平石・奥田組(センターラケット)

3 位 長谷川・長谷川組(チアフルダックス)

120 歳 柳川瀬 23 組

柳川瀬 19 組

優勝 川上・松木平組
(アイシンテニスクラブ・TET)

５/１５(日) 83 組

準優勝 勝野・河合組
(トヨタグリーンテニスクラブ・TET)

優勝 井手・加藤組
(ヘッドマスターズ・TET)

準優勝 成瀬・磯松組
(ﾄﾖﾀｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ・ﾌﾞﾗﾝﾀﾞｰｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

ベテランらしく守りと攻めでメリハリプレー!

豊田市民総合体育大会（ダブルス）
A級

井上 15 組

優勝 高木・新田組(ｱｲｼﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ・フリー)

準優勝 須賀・柴口組(Team- F・S・テニス村)
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５/29，6/5(日) 301 組

B級

柳川瀬 37 組

優勝 西口・日比野組(エースをねらわれろ！) 準優勝 小田・宮司組(∞フリーダム∞)

C 級-１

C 級-2

柳川瀬 31 組

優勝 塚尾・馬場組(YY_tennis チーム) 準優勝 市原・伊藤組(Team Warm Up・フリー)

D 級-1

優勝 重岡・林組(Improve)

D 級-2

優勝 太田・太田組(エースをねらわれろ!)

D 級-3

3 位 廣田・村井組(REI・ﾁｰﾑ・ｽﾌﾟﾗｯｼｭ)

加茂川 25 組

準優勝 八角・山田組(フリー)

平戸橋 26 組

準優勝 井上・市川組(YY_tennis チーム)

井上 26 組

優勝 上村・若山組(センターラケット) 準優勝 五十嵐・加藤組(MOVE・フリー)
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優勝 佐藤・鎌田組(YY_tennis チーム・NEXT)

3 位 馬場・塚尾組(YY_tennis チーム)

柳川瀬 31 組

準優勝 深谷・河野組(TC-KYOHO)

A級

優勝 難波・高井組(ハニービーンズ)

高岡 3０組

準優勝 山本・森山組(ハニービーンズ)

B級

3 位 小笠原・浜島組(ハニービーンズ)

高岡 29 組

優勝 冨田・杉浦組(ラッキーショット・FR) 準優勝 長谷川・畑野組(ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ・POF)

C級

3 位 鷲野・鷲野組(TET)

3 位 石川・安井組(ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ・ﾊｰﾄｱｯﾌﾟ)

3 位 高木・鈴木組(名古屋 GTC)

平戸橋 26 組

優勝 伊藤・栗脇組(TTS・YY_tennis チーム) 準優勝 永田・伊東組(ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ・ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) 3 位 山本・栗山組(ﾌｫﾚｽﾀﾋﾙｽﾞ・fun♪fun) 3 位 石井・林組(名古屋GTC・YY_tennis チーム)

D級

優勝 秋田・岩佐組(FRI・YY_tennis チーム)

文化 25 組

準優勝 志水・岡田組(名古屋 GTC・テニス村) 3 位 村山・永田組(ｽﾊﾟｼｵⅡ・名古屋 GTC)
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3 位 神谷・奥谷組(あさこら～ず)

ウィークデーテニス大会（女子ダブルス）
ファイトクラス

フレンドクラス

高岡 20 組

優勝 山本・森山組(ハニービーンズ) 準優勝 荒川・大久保組(名古屋GTCﾞ・つくしんぼ)
ﾄ)

セレクションクラス

50 歳代 青山・菖蒲組(TET・キューブ)

高岡 20 組

優勝 小倉・吉田組(POF・MOVE) 準優勝 久瀬・小伊豆組(ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ・ﾗｯｷｰｼｮｯ

豊田スポレクテニス大会（混合ダブルス）

40 歳代 川口・黒瀬組(名古屋GTC)
MITC)

６/１４(日) ４１組

６/２６(日) ７６組
ファミリー 平戸橋 １８組

60 歳代 辻・辻組(YY_tennis チーム・
優勝 阿部・阿部組 準優勝 島・島組
(フリー・ﾘﾘｰｸｨｰﾝｽﾞ) (JORDAN T.C.・JTT)

一般 柳川瀬 38 組

優勝 吉本・笹川組(MAT・REI)
ム)

準優勝 平原・瀬戸組(YY_tennis チーム・フリー) 3 位 小出・池本組(名古屋 GTC)

第 40 回 全日本都市対抗テニス大会
第 40 回全日本都市対抗テニス大会が、愛媛県松山市で開催されました。
豊田市は、１回戦のつくば市に勝利したものの、２回戦で札幌市に惜しくも敗れ、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。
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3 位 鎌田・青井組(NEXT・YY_tennis チー

愛媛県松山市

豊田初心者テニス交流会（ダブルス）

７/２４(日) 55 組

７月 24 日(日)、柳川瀬公園で初心者テニス交流会が開催されました。昨年の講習会は、タイブレー
ク・ゲームの進め方を学びましたが、今回は、試合前のマナーや試合中でのルール、トラブルの対処の
仕方などを学びました。セルフジャッジの大会が円滑に進むよう選手の皆さんも協力お願いします。

男子

試合では着れません！❌
試合要項を確認し、ロゴ
規定にあったウエアに着
替えてください。

フットフォールトしている
みたい…。
ロービングアンパイアを呼
んで、見てもらいます。

スコアがわからなくなり
ました！
ロービングアンパイアを
呼んで、双方が確認でき
るポイントから再開しま
す。

隣のコートからボールが
入って、危険と感じまし
た。
レットをかけて、ポイン
トをやり直しましょう。

相手が帽子を落としまし
た！
１回目は警告。次からは
失点します。靴が脱げた
り、ラケットを落とすの
は対象外です。

テニスの大会に参加するときは、実
施要項を読んでルールの確認をする
ことやマナーを守って、お互いに相
手を尊重してゲームをすることが大
切です。

女子

柳川瀬 35 組

優勝 大西・早川組(フリー)

準優勝 栗賀・米山組(トヨタ紡織 B)

柳川瀬 20 組

優勝 権田・水越組(another-sky)

わいわい！テニスカーニバル（混合団体戦）

準優勝 松井・増田組(フリー)

8/2１(日) ４５チーム

（327 名）

高岡Ａブロック

ラクサ

サンゾウ&母さん五郎丸よぴこ

美女と執事

ぬくぬくプラス

あさコラーず KN

センチュリーTC

６

マハロテニスクラブ

棒の手Ｂブロック

ファイヤーズ

あさコラーず YN

♪アオイラウンジ♪

Yuna's

エトセトラ

RRTC A

ＵＧチャレンジ２

柳川瀬Ｃブロック

ＴＨＡ

ＭＩＴＣ

エースをねらわれろ！Ａ

チーム・スプラッシュ

オレンジエイト

YY_英雄

ＧＯＴＴ

柳川瀬Ｄブロック

SPARK(スパーク)

TEAM SATOH

RRTC B

やみあがり Boy's

朝日丘テニスクラブ
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ミラクル６

加茂川Ｅブロック

ミスボンバー

マゼランペンギン

LA VIE EN ROSE

センターラケット

Baji 東風

エースをねらわれろ！①

カミング

にしにしプラス

平戸橋Ｆブロック

YY_tennis

トヨタ紡織Ｂ

team ハイタッチ

らくらくプラス

井上Ｇブロック

ヒラマール

Friendship

ニュータイプ

UGC

豊田 PCT～親もでてこいや～！

８

チームきぬか

6 月 19 日(日)、平戸橋いこいの広場で指導者講習会を実施しました。
レベルにあった球出しの方法や指導のポイントなどオンコートで実施しながら、指導法の
統一を図りました。

7 月７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 10 回
目となりました。熱中症が心配される時期ですが、
52 人の参加者が集まり、４ゲームのミニゲームを
60 試合行うことができました。

７月 16 日(土)～1７日(日)、新城市鬼久保ふれあい広場で
豊田 JTT を対象とした夏季強化合宿を行いました。
大会前の強化練習とあって、量も質も倍増の内容でいつも
以上に運動量を強いられましたが、選手達は仲間と一緒に
元気にスケジュールを消化しました。また、夜は全員揃っ
て夏休みの課題に取り組むなど、オフコートでのチームワ
ークもバッチリでした。

９

リオのオリンピックでテニス界にも快挙の速報！ナダル選手を破っての銅メダルはテニスファン
をしびれさせた試合でしたね。テレビの前で釘付けになった人も多かったのではないでしょうか。

では、問題 です。
錦織選手のようにストロークで打ち返すと見せて、相手のネット際に短く落と
すことができますか？決まるととても気持ちいいものです。
さて、この意表をつく打ち方を何と呼ぶのでしょうか？

答えが解ったら
こちらへ応募してね。

ドロップイン

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。 http://www.toyota-ta.jp
記入事項 1．答え
2．氏名、協会員の方は所属団体名
3．連絡先 携帯 or 電話番号
締 切 日

1 月 10 日

抽選で１０名の方に
テニスグッズを
プレゼント！

〆切
Vol.56 の正解は、② ノットアップ

星座
おひつじ座 （3/21～4/19 生）

でした。

ラッキー
カラー

ラッキー
方位

チームメイトとの会話から上達のヒントあり。耳を傾けて！

藍色

北東

青色

東

オリーブ色

北東

運

勢

おうし座

（4/20～5/20 生）

暴走しがちで注意のとき。丁寧なプレーを心がけて！

ふたご座

（5/21～6/21 生）

今まで着なかった色のウェアを着ると上達の気配ありだよ！

かに座

（6/22～7/22 生）

相手を過信してはだめ！自分の実力を信じたプレーをしてね！

朱色

西

しし座

（7/23～8/22 生）

頭は冴えるけど集中力が低下気味！ 集中、集中！

黒色

北

おとめ座

（8/23～9/22 生）

スマッシュの上達で勝率ｕｐ！繰り返してスマッシュ練習してね！

オレンジ色

南

ピンク色

南西

黄色

東

グレー色

北西

てんびん座 （9/23～10/23 生）

新しいものにツキあり。ボールもニューボールで練習しよう！

さそり座

（10/24～11/21 生）

直感的に良いと思ったラケットに変えると絶好調になるよ！

いて座

（11/22～12/21 生）

悩んだときはコーチなどに相談。目から鱗の話が聞けるかも！

やぎ座

（12/22～1/19 生）

ケガに注意！ウォームアップ、クールダウンは念入りにやってね！

赤色

南西

みずがめ座 （1/20～2/18 生）

ラッキーアイテムは香り！ハーブやフレグランスがツキを呼ぶよ！

紫色

南西

（2/19～3/20 生）

上手いから強いを意識するとレベルアップできるとき！ファイト！

茶色

南東

うお座

ティー太のテニス占いアドバイス！
信じる信じないはきみ次第！でも自信あるから信じた方が得なんだよね。
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NEW YEAR テニスマッチ（チーム対抗戦）
開 催 日：平成 2９年１/9（月曜祝日）＊予備日 2/11（土曜祝日）
試合方法：３ダブルスのチーム戦（男子・女子・混合ダブルス）
申込期間：11/2５～12/４
参 加 費：6500 円

4 期 テニス教室（平成 2９年 1 月～３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 12/４～1１、インターネット 12/５～1４
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

今年も全米オープンを始め、日本の選手が大活
躍しましたね。錦織選手だけでなく、DSWC
に出場していた大坂選手や 30 位代までラン
キングを上げてきた土居選手、デビスカップで
活躍した杉田、
西岡選手らは一段と応援したく
なります。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 2８年９月
◆◆◆ TTA 通信に関するご意見・ご要望 ◆◆◆
office@toyota-ta.jp

