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・３５周年記念事業の案内
・おいでんテニスデー
・大会結果
・指導者講習会
・ダンロップスリクソンワールドチャレンジ
・ティー太のクイズ、占い
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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

https://www.facebook.com/TOYOTA.TENNIS.ASSOCIATION
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お知らせ
豊田産業文化センター
スケジュール
●多目的ホール
9:00～ 9:45
●小ホール
9:45～10:00
10:00～10:30
10:30～11:00
11:00～11:15
11:15～11:30
11:30～12:45
12:45～

受付(含む登録関係)
記念式典
(公財)体協 幸村会⾧講演
笑劇派公演
抽選会
旅行券(10 万円)
休憩
商品券、ボール
食事券、テニス用品
評議員会
Etc…
閉会、商品交換

抽選会

※注）設立 35 周年記念事業と評議員会を併せて開催します。

登録チームから 2 名以上の出席をお願いします。出欠の連絡はホームページから。

http://www.toyota-ta.jp

090-5106-7047

平成 29 年度 団体登録の募集！
当協会の登録制度は団体登録で、個人のみの登録制度は行っていません。既存の団体及び新規団体を登録し、
いずれかのチームに所属してください。 なお、高校生以下は「ジュニア会員」として個人のみで登録ができます。

新
規
チ
ー
ム
は

HP
か
ら
申
込

会員特典

継
続
チ
ー
ム
に
は
１
月
末
に
資
料
郵
送

（１） 大会参加費の減額 例:6000 円→3000 円
（２） テニス教室受講費の減額 例:12000 円→7000 円
（３） チームへの指導者派遣
（４） イベント（テニスの日、国際大会）のご案内

登録費
支払い

登録書提出〆

２/25
（土）

電子データでの登録の場合は、登録費から 500 円引きになります。
電子データ送付を希望される方は、ホームページから申し込みください。
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９月 24 日(土)、市内テニスコート 4 施設と体育館の 5 会場で『第 16 回おいでんテニス
デー』を開催しました。「おいでんテニスデー」は、9 月 23 日のテニスの日に合わせ、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。今年は、あいにくの雨で駆け足での進行となりましたが、最後のアトラクションゲーム
まで全てのスケジュールを終えることができました。

高岡体育館 65 名
ラケットを使って小さいボールを打つという総合スポ
ーツは、お子さんにもとても良いことなので、今日は
キッカケ作りにしてください。“みんな楽しく元気に
テニスしましょう！”

平戸橋・加茂川・柳川瀬・高岡 205 名
エンジョイダブルスの４会場では、交流ダブルス、ボレーボレー大会、的当て、じゃんけんゲームを行いました。

平戸橋会場
平戸橋会場 ボレーボレー

1 位 吉見/清水ペア 2 位 栗木/安田ペア 3 位 川本/松岡ペア
2 分 43 秒
2 分 29 秒
2分2秒

-２-

加茂川会場

加茂川会場 ボレーボレー

1 位 上柿ペア
2 分 28 秒

2 位 柴田ペア
1 分 16 秒

3 位 加藤/森ペア
1分

的あてゲーム

柳川瀬会場

柳川瀬会場

ボレーボレー

1 位 村林ペア
2 分 29 秒

2 位 高井/永田ペア
2 分 15 秒

3 位 藪亀/土井ペア
1 分 53 秒

4 位 馬崎/中神ペア
1 分 35 秒
高岡会場

5 位 ⾧坂/石橋ペア
1 分 24 秒

ボレーボレー

1 位 山内/大橋ペア
2 位 大田/森野ペア
5 分 15 秒(五段認定) 4 分 9 秒(三段認定)

高岡会場

3 位 北川/堀ペア
2 分 11 秒

4 位 石川/寺田ペア
1 分 44 秒

じゃんけんゲーム:イベントの締めはじゃんけんゲーム、勝者の皆さん観戦楽しんでください!
-３-

◆市⺠選手権大会（ダブルス）

◆市⺠選手権大会（シングルス）
◆スポレク東海大会

豊田市民テニス選手権大会（ダブルス） 9/25(日)
男子一般

優勝 鈴⽊・福澤組(硬庭ぺんぎん)

準優勝 須賀・柴口組(Team- F・S／テニス村)

男子 35 歳以上

優勝 ⼩林・酒井組(WILD JOKER)

優勝 阿知波・清水組(TET／40‐LOVE)

柳川瀬 44 組

3 位 樫・今井組(MEER・岡崎テニス／ﾁｰﾑ・ｽﾌﾟﾗｯｼｭ) 3 位 大野・日尾野組(Team- F・S／MEER・岡崎テニス)

加茂川 17 組

準優勝 橋本・佐藤組(FRI)

男子 45 歳以上

135 組

高岡 16 組

準優勝 富田・高塚組(STC)

-４-

男子 55 歳以上

高岡 14 組

優勝 石川・金森組(ロング・ロング・ロング) 準優勝 嶋崎・磯松組(ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ／ﾌﾞﾗﾝﾀﾞｰｽﾞﾃﾆｽ)

女子一般

優勝 難波・高井組(ハニービーンズ)

準優勝 山﨑・笹川組(RAIN／REI)

女子 45 歳以上

優勝 浅井・鈴木組(POF／TET)

女子 35 歳以上

平戸橋 22 組

井上 18 組

準優勝 冨田・杉浦組(ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ／FRI)

‐５‐

井上 ４組

優勝 高木・鈴木組(名古屋 GTC)

豊田市テニス選手権大会（シングルス） 10/16(日)

209 名

男子一般 柳川瀬 49 名

優勝 鈴木隆之(硬庭ぺんぎん)

準優勝 岩本 亮(硬庭ぺんぎん)

3 位 中野秀一(YY_tennis ﾁｰﾑ)

3 位 安藤元旗(arT.C)

男子 35 歳以上 井上 35 名

優勝 北川 薫(テニス村)

準優勝 岡戸成吾(ｻﾝｴｲﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

3 位 山田幸司(ﾆｭｰﾀｲﾌﾟ)

3 位 川村英司(YY_tennis ﾁｰﾑ)

男子 45 歳以上 高岡 46 名

優勝 鈴木康友(ﾁｰﾑ・ｽﾌﾟﾗｯｼｭ)

準優勝 門田秀男(REI)

3 位 伊藤博康(ﾄﾖﾀ自動車名古屋)

‐６‐

3 位 ⾧谷川賢吾(ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ)

男子 55 歳以上 文化 37 名

優勝 橋本太紀夫(ﾊｯﾋﾟｰﾚｲﾝ)

準優勝 加藤繁男(ﾚｸﾞﾙｽ庭球倶楽部)

女子一般 平戸橋 10 名

3 位 秋山佳津史(ﾊｯﾋﾟｰﾚｲﾝ)

女子 35 歳以上 平戸橋 9 名

優勝 山﨑有加(RAIN)

優勝 日下部亜弓(うめつぼだいｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ) 準優勝 大橋愛子(GOTT)

女子 45 歳以上 加茂川 17 名

優勝 鈴木ゆみを(40－LOVVE)

3 位 伊藤英雄(ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

女子 55 歳以上 加茂川 6 名

準優勝 齋竹由美(テニス村)

優勝 澤野初恵(YY_tennis ﾁｰﾑ)

スポレク年齢別テニス東海大会 （混合団体戦）

11/13 (日)

11 月 13 日(日)、柳川瀬公園で「第 5 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、西三河大会を２位となり県大会に駒を進め、県大会では Best８で惜しくも東海大会への出場を逃しまし
た。しかし、大会開催地の特別出場枠でこの東海大会に出場し、チームワークと粘りのテニスで４位の成績を収めました。

運営主管:豊田市テニス協会

優勝 安城市

準優勝 富士山

豊田市 40 歳代:成瀬剛史・松木平恵美
50 歳代:菖蒲利明・青山恵子
60 歳代:紅谷良弘・藤田典子
田村千代子

‐７‐

スクール⽣交流会は、11 月 27 日(日)に開催予定でしたが雨で中止しました。

11 月 19 日(土)、ダンロップさんのご厚意で、プロ選

手(ダンロップ契約選手)の講師による指導者講習会が
開催されました。

講習の内容は、グリップと打点の関係、面づくり、ラケット
と打点の距離などでした。

これらはプロがシンプルに簡単そうに打つポイントで、講
習を受けた指導者の皆さんも頷かせるものでした。
ダンロップさん、本当にありがとうございました。

Ｑ.
A.

ノーアドとは︖

ノーアドバンテージ・スコアリング⽅式の略です。

・デュースになったら次の 1 ポイントでそのゲームの勝敗が決まります。

・デュースの時、レシーバーは右コートか左コートで受けるかを選択できます。

・混合ダブルスでは、サーバーが男性ならレシーバーの男性に、⼥性なら⼥性に
サーブをしなければなりません。

-８-

第９回目の「ダンロップ・スリクソンワールドチャレンジ」がスカイホール豊田で開催されました。

ワールドツアーに臨む選手にとって本大会で優勝しポイントを獲得することは、次へのステージに

つながるチャンスです。昨年出場した「大坂なおみ選手」の飛躍は素晴らしいものがありました。

今年もそれに続けとチャレンジする若⼿選⼿の活躍に大いに盛り上がりました。そして伊藤⻯⾺
選手が右肘の手術後ながら決勝に進出し、豊田のファンも伊藤選⼿の復活を喜びました。

11 月 12 日（土）、13 日（日）

男⼥シングルス予選

12 日は男子 S、13 ⽇には⼥⼦ S の予選がスタートしました。男子では、竹内研人選手が本戦 in し、⼥⼦は、

4 名の日本選手（今⻄美晴、井上 雅、村松千裕、坂田季美佳）が 14 日の予選決勝に進みました。

竹内選手

近藤大生選手
近藤選手は予選決勝で
敗れ、シングルスは現
役最後の試合となりま
した。

ピーシェスニー選手
2012 年の優勝者ピーシェス
ニー選手(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ)は、予
選から出場し本戦へ。

11 月 14 日（月）入場者数 773 人 ⼥ S 予選、男子 S/D １R 10:00 試合開始 17:14 試合終了
男子のシングルス・ダブルスの本戦スタートです。伊藤⻯⾺選手と綿貫裕介選手(全日本 Best８)の対戦は、76(2) 62 で伊
藤選手がストレートで勝利しました。 男子ダブルスでは、近藤大生・鈴⽊貴男ペアが 75 46 [10-8]の熱戦で２回戦へ。
綿貫陽介・裕介ペアは、残念ながら初戦突破できませんでした。
Welcome Reception

11 月 15 日（火）入場者数 928 人 男⼥ S/D １R 10:00 試合開始 20:03 試合終了
大会２日目は、ワイルドカードで出場の若⼿が初戦を突破しました。全日本チャンピオンの綿貫陽介選手(18 歳)はクロア
チアのパビッチ選手に 63 63、高橋悠介選手は、全日本ﾌｧｲﾅﾘｽﾄの内山靖崇選手に 63 75 で勝利し、2 回戦へ進みまし
た。シード選⼿の⻄岡良仁選⼿、杉⽥祐⼀選⼿、添⽥豪選⼿も 2 回戦へ。地元出身の田中優希選手はシングルス、ダブル
ス共に勝利して 2 回戦へ。

綿貫選手

高橋選手

内山選手

‐９‐

⻄岡選⼿

鮎川／田中ペア

11 月 16 日（水）入場者数 972 人 男 S１･2R/DQF 女 S/D1R 10:00 試合開始 20:22 試合終了
注目の対戦、綿貫陽介選手(全日本優勝)と伊藤竜馬選手の試合は、64 64 で伊藤選手がストレートで勝利
して Best８へ。添田 豪選手、杉田祐一選手は残念ながらフルセットで敗れました。女子第 1 シードの奈良
くるみ選手は、ジュニアで唯一本戦 in の村松千裕選手に 63 61 で勝利しました。

綿貫選手

伊藤選手

杉田選手

添田選手

奈良選手

11 月 17 日（木）入場者数 1045 人 男女 S 2 回戦/D 準決勝

村松選手

10:00 試合開始

17:50 試合終了

第 1 シードの西岡良仁選手は、ダブルスの第 1 シードスミス選手に 64 64 のストレート勝利、快進撃の高橋悠介選手は
第 4 シードのチャン選手を 75 63 で下して Best８!守屋宏紀選手、吉備雄也選手は８強入りならず。
女子は、奈良くるみ選手がｵｰｽﾄﾗﾘｱのカブレラ選手に 26 76(1) 16 のフルセットで敗れましたが、二宮真琴選手、清水
綾乃選手が Best８入りしました。2014 年優勝のメスタッチ選手と 2015 年優勝のフェット選手の対戦は、フルセットでフェッ
ト選手が勝利しました。

兵庫チャレンジャー優勝のチャン選手 vs 高橋選手

アンソヒィー・メスタッチ選手 vs ヤナ・フェット選手

西岡選手

二宮選手

守谷選手

清水選手

吉備選手

ガブレラ選手

11 月 18 日（金）入場者数 1088 人 男女 S 準々決勝/D 準決勝

ｽｰﾊﾟｰﾀｲﾌﾞﾚで勝利 QF へ

藤原/奥野ペア SF へ

10:30 試合開始

16:25 試合終了

近藤大生選手現役最後の大会、１つでも多くの試合を見たいと会場のファンも声援を送りましたが、やはり第 1 シードはパワフル
で強いペアでした。残念ながら 06 46 で敗れ決勝へは進めませんでしたが、観客は大きな拍手で健闘を称えました。
シングルスの日本勢は、伊藤竜馬選手、秋田史帆選手が勝ち残り、準決勝へ進出しました。第１シードの西岡良仁選手は、ダッ
クワーズ選手に 36 26 で敗れ、今大会、大旋風を巻き起こした高橋悠介選手も、ザビル選手に 64 46 57 のフルセットで敗れま
した。

皆さん、応援ありがとうございました。

ダックワーズ選手

ザビル選手

伊藤選手

秋田選手

16:30 から土日の特別観戦席プレミアムシートの準備を行いました。
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11 月 19 日（土） 入場者数 1915 人 男女 S 準決勝、D 決勝 11:00 試合開始 18:25 試合終了

9:30～発売のプレミアムシートは、60 席完売しました。

男女シングルス準決勝
ガルフィ選手
VS
サバレンカ選手
W.O.

ダックワーズ選手 VS マズア選手
63 76(3)

サビル選手 VS 伊藤竜馬選手
67(5) 63 64

ガブレラ選手 VS 秋田史帆選手
26 62 63

男子ダブルス決勝・表彰式

エスコートキッズ :篠田玲央くん/高内煌介くん(豊田 JTT)

優勝
準優勝
女子ダブルス決勝・表彰式

67(4) 62 [10-5] フルセットの素晴らしい試合でした。

↑ 準優勝
奥野彩加(Club MASA)
／藤原里華(北日本物産)

←

優勝

セニア・リキーナ(ﾛｼｱ)

リキーナ選手と大前選手は、初めて組み、リ

／大前綾希子(島津製作所)

キーナ選手はダブルス初優勝、大前選手は、
大会 2 連覇となりました。
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11 月 2０日（日） 入場者数 1271 人 男女シングルス決勝 11:00 試合開始 15:00 試合終了

女子シングルス決勝 表彰式 リゼッテ・カブレラ（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）vs アリーナ・サバレンカ（ﾍﾞﾗﾙｰｼ）
決勝は、10 代同士の戦いとなりました。第 2 シードのサバレンカ選手がノーシードから勝ち上がって
きたカブレラ選手を 6-2 6-4 で下して優勝を果たしました。
サバレンカ選手は、5 月の天津(ITF5 万ドル)に続いて今シーズン２勝目となりました。

優勝 アリーナ・サバレンカ選手

TTA 松本副会⾧

1998 年 5 月 5 日生
WTA ランキング 135 位(11/28 現在)

男子シングルス決勝 表彰式 ジェームス・ダックワース（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）

vs

準優勝 リゼッテ・カブレラ選手
1997 年 11 月 19 日生
217 位(11/28 現在)

伊藤竜馬（北日本物産）

7 月に右肘を手術した伊藤選手ですが、見事に決勝まで勝ち進み、3 度目の本大会出場で
優勝を狙うオーストラリアのダックワース選手と戦いました。試合は、57 64 16 のスコ
アで伊藤選手が負けてしまいましたが、フルセットを戦い抜いた姿は、豊田のファンに伊
藤選手復活!を印象付けました。

TTA 中根会⾧

優勝 ジェームス・ダックワース選手
1992 年 21 日生

ATP ランキング 103 位(11/28 現在)
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準優勝 伊藤竜馬選手
1988 年 5 月 18 日生

171 位(11/28 現在)

近藤大生選手 引退セレモニー
男子ダブルス決勝戦終了後、地元、知⽴市出身の近藤大生(こんどうひろき)選手の引

退セレモニーが⾏われました。近藤選手は、2000 年の全⽇本シングルスで、当時 18 歳の
若さでしたが、その非凡な才能で Best８入りをしました。高校卒業後はプロに転向、サービ

スダッシュを得意とし、ネットプレーヤーとして戦ってきました。

本大会では、ダブルスで 2010 年は準優勝(ペア岩⾒亮選手)、2011 年は優勝(ペアｲ･ﾁ
ｭﾎｱﾝ選手)と輝かしい成績をおさめています。最後の大会は、憧れの選手である鈴⽊貴男
選手と組んで Best４と頑張りました。

サプライズの胴上げにビックリの大生選手。

僕の夢だった、グランドスラ

ムのメインドローで戦うこと

は叶いませんでしたが、今後

はコーチとして、グランドス

ラムで戦える選手を育成して

いきたいと思います。

ほんとにお疲れ様でした。これからは違った形でテニス界
に貢献してくれると思います。頑張ってください。

TTA 本部にも”お世話になりました”とあいさつにみえました。

３ショット、キッズテニス、トークショー、フォトフレーム、プロのテニスクリニック、イベントもお楽しみいただけましたか︖

一番の人気は、選手と一緒に記念撮影でしたね︕

沢山のご来場
沢山のご来場、
ご来場、ありがとうございました。

名物のスタッフ夜食のおにぎりは、1102 個握りました。スタッフ思いの温かい環境が DSWC を成功させている秘訣かもしれ
ません。運営に携わった TTA スタッフ総勢 80 名の皆さん、2 週間お疲れ様でした。
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近藤大生選手、ダンロップの大会が引退試合になってしまいましたが、最後まで私達地元

ファンを楽しませてくれました。華麗なサーブ＆ボレーは魅⼒でしたね。
では、問題です。

近藤大生(こんどうひろき)選手は、愛知県の何市出身でしょうか︖

この和菓子が
有名だよ︕

答え

①豊田市

②知⽴市

③岡崎市

答えが解ったらこちらへ応募してね。
応募方法 豊田市テニス協会 HP から応募してください。

HP 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

抽選で 10 名の方に
テニスグッズを
プレゼント！

締 切 日 4 月 10 日 〆切
vol.5７の正解は、①ドロップショットでした

星座
おひつじ座 （3/21～4/19 生）

運

勢

周りから認められるとき︕⽀えてくれた⼈に感謝の気持ちが⼤切だよ

ラッキー
カラー

ラッキー
方位

オレンジ色

南⻄

おうし座

（4/20～5/20 生）

スピードアップの練習を︕打つべしショットで○

栗色

⻄

ふたご座

（5/21～6/21 生）

アドバイスを素直に聞き入れると◎ 膝の故障に注意してね

紺色

南東

かに座

（6/22～7/22 生）

やりたいプレーは何︖好きなプレーヤーの真似をして◎

緑色

北⻄

しし座

（7/23～8/22 生）

練習に誘われたら断ったらダメ︕ ここが上達の分かれ道だよ︕

⻩色

東

おとめ座

（8/23～9/22 生）

ラケットを変えて再スタートの気持ちを持つと勝機がアップするよ︕

白色

北東

⻩緑色

北

⻘色

北⻄

てんびん座 （9/23～10/23 生）

スピン、スライス、回転系のショットを磨いて沢⼭試合に出よう︕

さそり座

（10/24～11/21 生）

色々な人を相手に練習すると上手くいくコツが掴めるときだよ。

いて座

（11/22～12/21 生）

プレッシャーがかかる場⾯が多くなるとき︕攻めのプレーを⼼がけて︕

オレンジ色

⻄

やぎ座

（12/22～1/19 生）

ボレーの練習から⾯さばきを磨いて◎︕試合運びが上⼿くなるとき︕

水色

北東

ロビングを使って⽴体的な展開をすると勝率アップのとき︕

⻩色

北

⾛って︕フットワークとダッシュ⼒の強化で常勝できるときだよ︕

⿊色

北⻄

みずがめ座 （1/20～2/18 生）
うお座

（2/19～3/20 生）

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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柳川瀬（金）、＊予備日 5/8

●市民総体（シングルス）ダブルエントリー不可
開催日:男子 B・C 級、女子 A・Ｄ級 4/16(日) ＊予備日 5/7
男子 A・D 級、女子 B・Ｃ級 4/23(日) ＊予備日 5/7
申込期間:3/1～12

●チーム対抗戦
部門:男女ファイト・フレンド・45 歳以上、女子 55 歳以上、男子 60 歳以上、混合
期間:平成 29 年 4 月 25 日(火)～平成 30 年 1 月 23 日(火)
申込期間:3/12(評議員会会場) 3/15～26

１期 テニス教室（平成 29 年 4 月～6 月

8 回/予備日 3 回）

柳川瀬昼(水・土) 加茂川昼(金) 柳川瀬健康昼(土) 加茂川夜(金) 柳川瀬夜(金)
申込期間:スカイホール豊田 3/7～12

プロ、アマを問わず、テニスは実力どおりの結果が出やす
い競技だと言われているけど、リーグ戦の結果をみると三
つ巴になることが多くありますよね。これは、テニスって相
性に左右される競技だとも言えますよね。まぁ―アマの
場合は、1 セットマッチってこともあるのかな?私は常に、
どんな相手からも相性が良くてやりやすいって言われちゃ
いますけどね。

インターネット 3/7～15

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。

豊田市テニス協会
平成 29 年 1 月
◆◆◆ TTA 通信に関するご意見・ご要望 ◆◆◆
office@toyota-ta.jp
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