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新規団体登録の募集！
新規の協会団体登録は、評議員会(3/24)まで随時受け付けます。

ホームページから申請手続を進めてください。

団体登録は、是非「メール」申請で！
パソコン操作の不慣れな方も、「データ入力サポート(担当者と一緒に入力作業を

進められます)」を活用し、電子データでの登録に切り替えましょう。

サポート日時：3 月 9 日(土)、10 日(日) 午前
場所：スカイホール豊田 クラブルーム(１F 売店横)
申込：ホームページ「お問い合わせ」へ、希望日を連絡

日時 2019年 3月 24 日(日) 9:00～12:00(予定)
会場 豊田市福祉センター４F

＜登録費支払い・個人追加登録ほか＞               ＜評議員会＞ 
9:00～9:50 43・44 会議室                     10:00～12:00 41 会議室

継続申請の提出期限
「郵送」での申請 登録書提出締め切り 3/9(土)必着
「メール」での申請 電子データ提出締め切り 3/15(金)
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高岡体育館 45名

 

おでんテニスデーは、9月 23日のテニスの日に合わせ、「幼児から高
齢者まで」男女問わず参加できる内容のテニスイベントです。今年も９月 22
日の土曜日に、市内テニスコート５施設と体育館合わせて６会場で開催し
ました。協会員皆様にも人気となっているイベントですが、テニスの日の活動を
推進する「テニスの日推進協議会」にも活動を認められ、今年は「個別イベン
ト優秀賞」を受賞しました。2016年「大賞」、2017年「特別賞」に続く受
賞です。表彰式は 3月 4日に東京都で行われます。 沢山のご参加

ありがとうございました。

平戸橋・加茂川・文化・柳川瀬・高岡 191名
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★じゃんけんゲーム★

★的あてゲーム★

2018 年の最高記録は、
        ７分 21 秒 でした。

5 分間以上を達成した冨田・井林ペアに「五段」
3分間以上を達成した岡田・森野ペアに「三段」の認定
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◆市民選手権大会（ダブルス）
◆市民選手権大会（シングルス）
◆スポレク東海大会

男子一般     柳川瀬 37組

     
優勝 高木・川上組(ｱｲｼﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)   準優勝 中野・浦川組(あっかんべ)   ３位 森川・岩下組(ﾚｱﾚｱ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) ３位 北原・吉田組(JORDAN T.C.)

男子45歳以上     文化 10組

       
優勝 島・出口組(JORDAN T.C／名古屋 GTC) 準優勝 小林・酒井組(WILD JOKER)

豊田市民テニス選手権大会（ダブルス） 9/16(日) 108組

男子55歳以上     文化 21組

   
優勝 堀・後藤組(あっかんべ)        準優勝  西川・平田組(RRTC)

平石 康雄 西川 浩司
平石 進 平田 光孝
堀 寿和 62 63 谷口 元之
後藤 一博 相地 健治
北條 俊明 63 64 須田 享
小島 幸文 道家 誠
渥美 誠 61 64 伊藤 丹治
鳥居 厚夫 清水 弘一

［2］

55歳以上　ベスト８から

［1］

76(3)

富田 賢二 藪亀 高宏
高塚 敏夫 西島 芳則
黒川 実 63 荒谷 勝巳
近藤 光夫 61 土谷 祐介
坂東 和彦 60 堀尾 実
伊藤 馨 60 山本 修一
若山 勝弘 64 63 中村 純久
上村 徳洋 64 山口 嘉裕
小林 清成 62 島 健治
酒井 勝久 出口 年一

45歳以上

[2]

[1]

75

中野 秀一 勝野 二徹
浦川 弘明 長谷川 賢悟
成田 健人 63 60 高木 明良
野村 迅人 川上 竜司
森川 繁 63 60 岩本 亮
岩下 亮太 安藤 元旗
田口 博之 62 64 北原 健司
青井 芳裕 吉田 秀幸

一般　ベスト８から

［1］

61

［2］
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豊田市民テニス選手権大会（シングルス） 10/14(日) 189名

女子一般     平戸橋 21組

優勝 安藤・青山組(チアフルダックス/TET) 準優勝 三谷・鈴木組(ECO/名古屋 GTC)

女子45歳以上   加茂川 24組

   
優勝 杉浦・関組(POF) 準優勝 久瀬・前田組(プログレス)     

男子一般     柳川瀬 54名

優勝 泊 裕介(ﾄﾖﾀ自動車本社)   準優勝 鈴木隆之(硬庭ぺんぎん)   ３位 大平純也(林ﾃﾚﾝﾌﾟﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) ３位 川村英司(YY̲tennis  ﾁｰﾑ)

62 62

63 63

75

一般　ベスト８から

[1] 青井 芳裕 鈴木 隆之

泊 裕介 63 佐久間康幸 [3]

大平 純也 岩本 亮

宇根 良嘉 川村 英司76(8)

山﨑 有加 髙木 朝子
今井 智登 近藤 恵子
林部 千佳子 64 64 村山 由美子
飛山 るみ子 坂本 めぐみ
寺田 由希子 64 62 関根 恭子
山下 英倫子 西迫 朋子
三谷 雅美 64 63 安藤 美奈
鈴木 智香子 青山 恵子

一般　ベスト８から

［1］

62

［2］

杉浦 美由紀 岩佐 孝子
関 智恵美 冨田 千穂美
松本 早苗 63 62 久瀬 久己子
西井 ひろ美 前田 直子
鈴木 ゆみを 61 62 三田 淳子
今井 マリレン 小松 有希
祖父江 純子 60 60 原 友佳子
手島 美穂 犬飼 陽子

45歳以上　ベスト８から

［1］

［2］

61
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男子35歳以上     加茂川 24名

優勝 岡戸成吾(ｻﾝｴｲﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)         準優勝 岩成 洋平(REI)         ３位 伊藤 絢策(YY̲tennis ﾁｰﾑ)           ３位 小川 哲弥(REI)

男子45歳以上     加茂川 39名

         
優勝 鈴木康友(あっかんべ)      準優勝 田中英雄(ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ)           ３位 長谷川賢悟(ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ)                   ３位 門田英男(REI)

男子55歳以上     高岡 43名

   
優勝 袴田尚樹(RRTC)        準優勝 渥美 誠(RRTC)          ３位 橋本太紀夫(ﾊｯﾋﾟｰﾚｲﾝ)      ３位 平石康雄(ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ)

W.O 64

61 63

61 75

男子35歳以上　ベスト８から

［3］岡戸 成吾 田口 大海

高木 健二 小川 哲弥

伊藤 絢策 廣田 東

皆浦 純一 61 岩成 洋平

75

62 76(4)

61 63

男子45歳以上　ベスト８から

田中 英雄

門田　秀男 ［2］

島　健治 64 21
RET

長谷川賢悟

安立 和正 奥田 清計

[1] 鈴木　康友 山田 幸司

64 64

63 63

61 63

男子55歳以上　ベスト８から

平石 康雄

[4]

伊藤 英雄

橋本　太紀夫

喜多 忠治 61 米山 敦

［2］

渥美 誠 加藤 繁男

[1] 袴田 尚樹



‐８‐

女子一般    平戸橋 21組

   

60
60

60 62
42RET

63
60 75

W.O 62

女子一般

西口 真由美 橋本 和奈

関根 恭子 鈴木 まゆみ

近藤 由香里 栗山 知子

水野 純子 清水 友理

國島 麻利 62 有馬 さやか

[1] 山﨑 有加 福井 早紀

女子45歳以上    24 組

   
    

61 63

60 63

61

築山 晶子

［2］

森野 淳子 宇根 千晴

藤原 千恵子 61 大山 千代子

[1] 鈴木　ゆみを

大久保　美紀 61 石川 知子

女子45歳以上　ベスト８から

スポレク年齢別テニス愛知県大会 10/21(日)・東海大会 11/11(日)

11 月 11 日(日)、柳川瀬公園で「第７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、愛知県大会準優勝の「豊田市A」と、大会開催地特別出場枠
の「豊田市 B」の 2 チームが出場し、大会を大いに盛り上げましたが、惜しくも優勝を逃し、「豊田市
A」は準優勝、「豊田市 B」が 3位の成績となりました。

愛知県大会：10/21 口論
義運動公園で開催。予選リー
グを 1 位で通過し、決勝は
「一宮 A」チームと対戦でした。

東海大会メンバー
＜豊田市 A＞
40歳代 村上・岸本組
50歳代 井手・因幡組
60歳代 佐々木・加藤組
＜豊田市Ｂ＞
40歳代 成瀬・坂東組
50歳代 菖蒲・青山組
60歳代 紅谷・渡辺組

ドローは公開抽選

優勝 一宮市Ａ        準優勝 豊田市Ａ
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11 月 25 日(日)、柳川瀬公園で「スクール生交流会」を開催しました。
交流会といえど、コートに入れば気持ちは公式戦。楽しむ余裕がある人、いっぱいいっぱいの人、いつもどおりの
プレーをすることが難しいのがテニス。それでも、同じ教室で学んだ仲間同士、徐々に冷静に、元気に、助け合い
ながら試合を行いました。自然体で出来るようになるのは練習あるのみ。頑張りましょう!!

  
【男子】   

【女子】  

優勝 倉橋・鈴木組（柳土）   準優勝 船越・船越組（柳土）   ３位 倉橋・倉橋組（柳昼）

（テニスを通じて、ろうあ者の方と健常者との交流）

平戸橋いこいの広場 参加者 51 名 運営は、ボランティアスタッフの「Ｂ‘２」さんです。

協会員のボランティア活動を支援しています。
次回の「笑顔テニス交流会」は、
3 月 7 日(木)平戸橋いこいの広場 9 時～
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星 座 運    勢 ラッキー
カラー

ラッキー 
方位

おひつじ座 （3/21～4/19 生） ディフェンス力をアップするとき、体幹強化で◎ ファイト！！ ｽｶｲﾌﾞﾙｰ 南
おうし座 （4/20～5/20 生） 目標を多くの人の前で口に出しちゃおう！ やるしかないね！ 黒色 北
ふたご座 （5/21～6/21 生） ポジティブな考えやイメージを持ってゲームを楽しんでね。 紺色 南西
かに座 （6/22～7/22 生） 好調なときだよ。沢山試合して勝率をアップさせてね。 ﾗｲﾄｵﾚﾝｼﾞ 北西
しし座 （7/23～8/22 生） 気持ちと体がバラつきやすいとき、筋力アップと素振りで乗り切れ！ 青色 南東
おとめ座 （8/23～9/22 生） 期待に応えようと思ってはダメなとき、マイペースで〇 ピンク 西
てんびん座 （9/23～10/23 生） ミスはするものさせるもの。つないでばかりでは×だよ！ 打ち込め！ 深緑色 東
さそり座 (10/24～11/21 生） 風に悩まされそうなとき、足を動かして克服してね！ 黄色 北東
いて座 (11/22～12/21 生） やりたいことをやって良いよ。自分を信じてプレーしてね。 オレンジ色 北西
やぎ座 （12/22～1/19 生） 飛躍のときが来たよ☆☆☆ さあー試合だ！試合だ！ グレー 南東
みずがめ座 （1/20～2/18 生） あれもこれもと欲張ってはダメ。一点集中でレベルアップしてね。 白色 北東
うお座 （2/19～3/20 生） ボレーとスマッシュを強化して〇 勝率が上がるよ↑↑。 赤色 南西

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。

    

講師 会場協会員の方は、無料で受講できます。
参加人数把握のため事前の申し込み
をお願いします。
詳細はホームページをご覧ください。

か

あなたのその靴合っていますか？ラケット選びも大事ですが、靴も
おろそかにはできませんね。本気でテニスをやるならコートに合った
シューズでやりましょう！
では、問題です。
豊田市の大会は、全て「砂入り人工芝コート」、オムニコートと
呼ばれるコートで行われます。
どちらの写真のソールがオムニコート用でしょうか？

答えは     番
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。        
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   4 月 15日 〆切      vol.63 の正解は、①気温

1
2

?



告 知 板

１期 テニス教室（2019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 3/5～10 インターネット 3/5～13

発行
 発行月 2019年 1月

◆◆◆  TTA通信に関するご意見・ご要望 ◆◆◆
office@toyota‒ta.jp

2019 年、いよいよ春には平成の年号ともお別れです

ね。Ｍ，Ｔ，Ｓ，Ｈの次に来るアルファベットが気に

なります。巷で話題になった年号は除外されるとか

…。テニスの予測よりも難しいところです。それで

は、新年号の発表まで平成を大いに楽しみましょう！

●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 4/14(日) ＊予備日4/28

男子A・D級、女子 B・Ｃ級 4/21(日) ＊予備日5/5

●チーム対抗戦
部門：
期間：2019年 5月 14日(火)～2020 年 1月 19日(日)

申込期間：3/24 ）

4/1～14

申込期間：3/1～24

「平成 30年 7月豪雨」により被害を受けられた方々の支援のため、義援金募集活動を実施しました。
皆さまからお預かりした義援金の総額￥44,360 は、(公財)豊田市体育協会を通じて日本赤十字社へ寄付
させていただきました。皆さまの温かいご支援、ご協力に感謝申し上げます。


